Ⅳ.研究成果編

あった。試案で示された長周期地震動の評価方法の妥

Ⅳ.1 地震・津波の外力・影響の設定に

当性を東北地方太平洋沖地震の強震記録により検証を
行い、同手法の見直しを行った。改良された手法を用

関する共通的検討

いて、内閣府が公表した南海トラフ４連動地震などの
震源モデルに基づいて､長周期地震動のシミュレーシ

Ⅳ.1.1 設計地震動の分析・検討の全体像

ョンを行うとともに､それら地震動の建築物への影響
を示した。以上の成果は、国土交通省住宅局が平成 27

東北地方太平洋沖地震で得られた多数の強震記録の

年 12 月に公表した「超高層建築物等における南海ト

分析結果をもとに、各種構造物の耐震設計に用いる設

ラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策案に

計地震動の改定に関する検討が行われた。いずれの分

ついて」に盛り込まれ、平成 28 年 6 月に地方公共団

野でも、日本観測史上初のマグニチュード 9 級の巨大

体等への通知が行われている。本件も既報であり、

地震の発生を受け、今後も同規模の地震が発生する可

Ⅳ.8.2 において概説する。

能性を考慮して分析・検討が進められた。

Ⅳ.1.2 地盤の液状化に関する検討の全体像

ダム分野では、ダム基礎における最新の距離減衰式
として、従来の式（H20 式）の改良が行われた。気象
庁マグニチュードの適用限界を超える巨大規模の地震

Ⅲ編でも述べたとおり、東北地方太平洋沖地震では

にも一貫して適用できるよう、マグニチュードの定義

地盤の液状化でも多くの被害が発生している。特に河

を気象庁マグニチュード MJ からモーメントマグニチ

川堤防、下水道管きょや宅地、道路平面部の被害が多

ュード MW に見直し、東北地方太平洋沖地震で観測さ

く、
道路橋や港湾・空港施設にも被害が発生している。

れた地震動およびその余震を考慮した H23 式が提案

ただし、沿岸部では津波により液状化の痕跡が失われ

された。改良された H23 式は、Mw9.0 の東北地方太

ている場合が多く、
液状化の影響の全容は不明である。

平洋沖地震での観測記録を精度良く再現でき、その他

液状化による被害が多発した原因として、
造成年代、

の地震での観測記録をも精度良く再現できるものとし

地震動の継続時間や余震の影響が考えられたことから、

て、設計地震動の設定方法の主要な一つの手段として

国土交通省では
「液状化対策技術検討会議」
を設置し、

運用されている。詳細はⅣ.4.3 で述べる。

各分野に共通する技術的事項を検討・整理した。具体

道路分野では、道路橋示方書のレベル２地震動（タ

的には、現地踏査等により関東地方の液状化発生箇所

イプⅠ：プレート境界型の大規模な地震による地震動）

を抽出するとともに、
代表的な液状化判定法であるFL

の見直しが行われた。道路橋の設計地震動は、標準加

法による液状化判定を実施し、液状化発生箇所で「液

速度応答スペクトルに地域別補正係数を乗じることで

状化しない」と判定されるケース（見逃し）が無かっ

設定される。今回の改定では、東海・東南海・南海地

たことから、現行 FL 法を直ちに見直す必要性は低い

震及び日向灘地震が連動する場合など、震源域が連動

ことが確認された 1)。この結果を踏まえて、平成 24

する影響を考慮した上で、強い地震動が推定される地

年 2 月に改訂・改定された河川構造物の耐震性能照査

域では地域別補正係数を 1.2 とした。また、動的解析

指針や道路橋示方書Ⅴ耐震設計編においては、FL 法

による耐震性能の照査に用いるため、振幅調整した加

による液状化判定の見直しは行われなかった。

速度波形を地盤種別ごとに 3 波形ずつ示した。これら

下水道分野では、管きょの甚大な被害を受けた検討

は平成 15 年十勝沖地震と平成 23 年東北地方太平洋沖

の結果、下水道地震・津波対策技術検討委員会におい

地震の際に観測された強震記録をもとに作成しており、

て、締固め工法については所定の締固め度を得ること

従来よりも大幅に継続時間が長い特徴を有している。

が困難な場合があることが指摘された。そこで、試験

本件は既報であり、Ⅳ.5.1 において概説する。

施工を実施し、締固め工法の適用範囲を明確にすると

建築分野では、長周期地震動の評価手法の改良と、

ともに、現場で簡易に締固め度を管理する手法が提案

それを踏まえた長周期地震動を考慮した設計用地震動

され、下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版-に

の作成手法の検討が行われた。国土交通省住宅局は、

反映されている。詳細はⅣ.3.2.1 で述べる。

平成 22 年 12 月に、
「超高層建築物等における長周期

河川分野では、液状化しやすい砂質土で構成された

地震動への対策試案について」を取りまとめ、地震発

堤体が、
圧密沈下によって軟弱な基礎地盤にめり込み、

生当時、パブリックコメントを実施しているところで

その部分が液状化して被災する現象が見られた。この
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現象を河川堤防の耐震性能照査や耐震点検・対策にお

波）
、
「もう一つは、最大クラスの津波に比べて発生頻

いて考慮するために、河川堤防の耐震性能照査指針、

度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす

レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュア

津波」
（レベル１津波）が示された。
レベル 1 を超える津波に対しては、ハード・ソフト

ル、河川待望の耐震対策マニュアルがいずれも改定さ
れている。

施策を総動員する「多重防御」による「減災システム」

道路分野では、道路平面部の液状化被害により通行

が必要となる（図-Ⅳ.1.3.1）
。多重防御による減災シス

障害が発生したことから、液状化被害の程度と液状化

テム構築を行う上で、必要となるのは、
「①レベル 1

層厚、舗装厚、地震動強度、埋立履歴や埋設物との相

津波・レベル 2 津波外力の設定、②陸地における津波

関等を調べた。その結果、十分な舗装厚を確保すれば

ハザード評価・氾濫流制御、および③避難・危機管理

液状化被害を抑制できること等が明らかとなっている。

支援、土地利用等による安全性向上・減災方策等であ

詳細はⅣ.5.3 で述べる。

る。

都市分野では、東京湾沿岸部の埋立地などで広範囲
な液状化被害が発生したことから、既に住宅が建て込
んだ市街地に対して液状化対策を実施するために、道
路などの公共施設と宅地を一体的に行う液状化対策の
検討を進めた。市街地に適用可能な工法として、地下
水位低下工法や格子状地中壁工法の効果・影響を評価
するための簡易計算・評価シートを開発し、実際に被
災自治体でもこれらの工法が液状化対策として採用さ
れている。また、被災地を含む全国の自治体における
液状化対策の検討を支援することと目的として、宅地
の液状化被害可能性判定計算シート、宅地の液状化マ
ップ作成支援ソフトを開発している。詳細はⅣ.10.3

図-Ⅳ.1.3.1

津波防災地域づくりのイメージ（出

で述べる。

典：第２回津波避難対策推進マニュアル検討会資料）
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国土交通省水管理・国土保全局海岸室と連携し、設計
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、建築
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2013 年 1 月

法（Ⅳ.1.3.2）
、特定開発行為にかかわる技術的基準の
検討（Ⅳ.1.3.3）を行った．また、津波予報における予

Ⅳ.1.3 津波防災地域づくりに関わる津波外力
設定等の検討

想波高に応じた津波浸水域検索システムの開発
（Ⅳ.1.3.4）を行った。
Ⅳ.1.3 で行った研究の成果を表-Ⅳ.1.3.1 に示す。

6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減
表-Ⅳ.1.3.1 本研究の成果

災システムに関する研究プロジェクト研究報告書、
H23.7

国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第

津波に対する堤防高さの設定に必要な設
計津波の水位の設定方法について取りま

52 号）
、pp.53~57、pp.118~141、pp.142~167、2016.6

とめ。（海岸関係省庁課長より通知）

中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした
H23.7

地震・津波対策に関する専門調査会報告」では、
「今後

平成23年東北地方太平洋沖地震による津

の津波対策を構築するにあたっては、基本的に二つの

波対策のための津波浸水シミュレーショ

レベルの津波を想定する必要がある」
として、
「一つは、

ンの手引き（国土交通省水管理・国土保全

（中略）発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚

局海岸室、国土技術政策総合研究所河川研

大な被害をもたらす最大クラスの津波」
（レベル２津

究部海岸研究室）
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H24.1

津波防災地域づくりに係る技術上の基準

る（レベル２）堤防高を設定する際には、シミュレー

H24.7

に関する研究成果(基準水位,特定開発行

ション技術の発達を反映して、堤防ありの状態におけ

為の技術基準)が、津波防災地域づくり法

る津波シミュレーション計算に基づき設定することと

第３条の「基本指針」、第７５条の技術的

した。従来は痕跡高をもって設計津波の水位とする場

基準、施行規則に反映

合もあったが、堤防の存在によるせりあがりが明確に

津波浸水想定の設定の手引き（国土交通省

考慮されるようになった。

H24.2

その結果を元に、平成 23 年 7 月 8 日付に海岸管理

水管理・国土保全局海岸室、国土技術政策

部局に対して
「設計津波の水位の設定方法等について」
（海岸関係省庁課長より通知）１）が発出された。さら

総合研究所河川研究部海岸研究室）
Ⅳ.1.3.1 設計津波水位と最大クラスの津波の設定

に、被災地域の 復旧・復興計画の策定等を支援するた

6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減

め、迅速かつ適切な津波浸水シミュレーションを実施

災システムに関する研究プロジェクト研究報告書、国

するための標準的な方法等を示した「平成 23 年東北

土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第 52

地方太平洋沖地震による津波対策のための津波浸水シ

号）
、pp.54~56、pp.118-120、2016.6

ミュレーションの手引き」２）が公表された。

国総研海岸研究室は、国土交通省水管理・国土保全

また、最大クラス（レベル２）の津波に対する津波

局海岸室とともに、比較的頻度の高い津波、すなわち

浸水想定の設定の方法について本省と協力して整理を

設計津波の対象津波群の設定と設計津波に対して必要

行い、最大クラスの津波の設定方法、計算条件等の設

とされる堤防高を設定する方法及び、最大クラスの津

定、シミュレーションの出力方法などをまとめ、平成

波の設定方法とその津波に対するハザードの設定方法

24 年 2 月に「津波浸水想定の設定の手引き」３）とし

を整理した。

て公表した。

設計津波は地域海岸ごとに設定する。「湾の形状や

手引きにおいては、津波浸水シミュレーションは、

山付け等の自然条件」、「文献や被災履歴等の過去に

「なんとしても人命を守る」４）いう観点から、最大ク

発生した津波の実績津波高さ及びシミュレーションの

ラスの津波が悪条件下において発生し、浸水が生じる

津波高さ」から、同一の津波外力を設定しうると判断

ことを前提に、各種施設の被災（海岸堤防は越流後す

される一連の海岸線に分割し、地域海岸を区分する。

ぐに破堤する等）や地盤の隆起・沈降を考慮するもの

地域海岸ごとに横軸に津波の発生年、縦軸に海岸線に

としている。
津波浸水想定では、
「浸水の区域」
「
、水深」
、

おける津波高さをとりグラフを作成する（図 -

「基準水位」
、
「地震発生から津波が沿岸に到達するま

Ⅳ.1.3.1.1）。作成したグラフから一定の頻度（数十年

での時間」を出力するものとしている。

から百数十年に一度）で到達すると想定される津波の
集合を対象津波群として選定する（レベル１）。堤防

参照文献

等の天端高は、設計津波の水位を前提として、総合的

１） 農林水産省農村振興局整備部防災課長・水産庁

に考慮して海岸管理者が適切に設定する。また、最も

漁港漁場整備部防災漁村課長・国土交通省水管理

津波高が大きい津波を最大クラスの津波として設定す。

国土保全局砂防部保全課海岸室長・国土交通省港
湾局海岸防災課長：設計津波の水位の設定方法等
について（課長通知）
、2011.7
２） 国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交
通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究
室、平成 23 年東北地方太平洋沖地震による津波
の対策のための津波浸水シミュレーションの手引
き、平成 23 年 7 月
３） 国土交通省水管理・国土保全局海岸室ら、津波
浸水想定の設定の手引き、平成 24 年 10 月
４） 国土交通省、津波防災地域づくりの推進に関す

図-Ⅳ.1.3.1.1 最大クラスの津波と設計津波対照群の設

る基本的な指針、平成 23 年 12 月

定の為のグラフ
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Ⅳ.1.3.2 建築物及びその利用への影響判断に用いる

の」
』とされている。

基準水位の設定法

基本指針では、津波防災地域づくりを総合的に推進

Ⅳ.1.3.1 で述べた津波浸水シミュレーションでは、

するための基本理念を示しており、法に基づく様々な

個々の建築物によるせき上げを考慮しているわけでは

措置の基本となるものである。平成 23 年 12 月 14 日

ない。このせき上げ量は建築物を壁や地形データとし

に津波防災地域づくりに関する法律が成立・施行され、

て考慮することで算出可能である。しかし、地域づく

同年１2 月 27 日に策定された。都道府県知事等は、基

りの検討や建築物等の規制を行う際にすべてのケース

本指針に基づき津波浸水想定を設定し公表することと

で計算していては大変な手間がかかる。そこで、国総

している。

研では、平面２次元モデルによる津波浸水想定の結果

さらに『都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、

をもとに算定できる簡便だが水理学的に合理的な方法

津波浸水想定を踏まえ』１）、津波災害警戒区域（以下

として、基準水位の算定方法を設定した。

「警戒区域」
という。
）
および津波災害特別警戒区域
（以
下「特別警戒区域」という。
）を指定することができる

基準水位とは、建物前面において運動エネルギーが

とされている

水位に変換されるとして、津波の水位に、津波の運動

警戒区域とは、
津波が発生した場合には住民等の
『生

エネルギー分の水位を加え、その和が最大となるとき

命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる

の値としている。
（式-Ⅳ.1.3.2.1）
。

土地の区域』１）で、住民等が津波から「逃げる」こと

基準水位による評価方法の妥当性を検討した。妥当
性は、１）建築物による流況変化の影響、２）今次津

ができるよう警戒避難体制を特に整備する地区である。

波の痕跡調査の再現性、３）
「１）で実施した平面２次

基準水位の公示、市町村による防災計画等を定めるも

元モデル（静水圧分布を仮定）
」では考慮されない鉛直

のとしている。

方向の流れの影響、の 3 つの観点から検討した。なお

また、警戒区域のうち『住民等の生命又は身体に著
しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区

検討の詳細については、Ⅳ.1.4 を参照されたい。
なお、これらの結果は、津波防災地域づくりに係る

域』１）を特別警戒区域と指定できる。特別警戒区域で

技術上の基準に関する研究成果（基準水位）が、津波

は土地利用等の制約から、社会福祉施設、学校及び医

防災地域づくり法第３条の「基本指針」、第７５条の

療施設等を建築する予定の開発行為（以下、
「特定開発

「技術的基準」、「施行規則」に反映された。

行為」 という。
）を行おうとする場合には、都道府県
知事等の許可を受けなければならない。また、都道府

max

2

県知事等は、特定開発行為に関する工事の計画が国土

式-Ⅳ.1.3.2.1

交通省令で定める技術的基準に従ったものでなければ、
その許可をしてはならない１）とされている。

: 基準水位

このため、社会福祉施設等の居室の床面の高さが基

：ある時刻の水位

準水位以上であることを求めるほかに、特定開発行為

v：ある時刻の流速
：重力加速度

に関する盛土・切土により生ずるがけが、浸水、水没
した場合に、遡上した津波による侵食等に対して安全
なものとなるよう、技術的基準を提示することが必要

Ⅳ.1.3.3 特定開発行為にかかわる技術的基準の検討

となる。

（１）津波防災地域づくりにおける位置づけ

そこで、国総研では、既存の研究を収集し、がけ面

『津波防災地域づくりに関する法律では、
「津波によ

の侵食、がけの周辺地盤の洗掘、浸透によるすべり破

る災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわ

壊、越流によるがけ上端部の侵食に関して留意事項及

たって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、

び対策を取りまとめた。

利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。
）

この成果（津波防災地域づくりに係る技術上の基準

を総合的に推進することにより、津波による災害から
国民の生命、身体及び財産の保護を図る」
』１）ことを

に関する研究成果(特定開発行為の技術基準)）は、津
波防災地域づくり法第３条の「基本指針」、第７５条

目的として、
「国土交通大臣は津波防災地域づくりの推

の技術的基準、施行規則に反映された。

進に関する基本的な指針（基本指針）
、津波災害特別警

なお、建築物の設計に関する要件については、Ⅳ.8.1

戒区域における一定の開発行為等の制限を定めるも

で記述しており、参照されたい。
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（２）想定する盛土・切土及びその周辺における津波

がけ面の侵食深さを算出した結果を踏まえ、モルタル

の挙動

吹付けによらず、芝張りによりがけ面を保護すること

許可を要するがけの高さの要件については、宅地造

とする。

成等規制法の許可を要する造成工事と同等とし、以下
のとおりとする。


（４）がけの周辺地盤の洗掘（図-Ⅳ.1.3.3.2）

切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超え
るがけ
（水平面に対して３０度を超える角度の地表
面で、硬岩盤（風化が著しいものを除く）以外のも
のを「がけ」とする。以下同じ。
）



盛土した土地の部分に生ずる高さが１ｍを超える
がけ



切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さ
が２ｍを超えるがけ
なお、特定用途の建築物が建築される開発行為を対

図-Ⅳ.1.3.3.2 がけの周辺地盤の模式図

象とし、その利用者の安全を確保するという制度の趣
旨に鑑み、特定開発行為の面積の規模によらず一定の

盛土・切土により生ずるがけの隅角部では流水が集

基準を適用することとする。

中することから、そこから洗掘が進み、がけ面のすべ

また、許可を要するがけ及びその周辺における津波

り破壊や擁壁の倒壊が懸念される。

の挙動としては、遡上した津波が盛土・切土の海側の

また、津波の波源域の位置や押し波と引き波とで津

がけ面に達し、その前面で水位が上昇することや、盛

波の流れの向きが大きく異なることがある。

土・切土のがけ面に沿って、その背後に回り込むよう

これらを踏まえ、全てのがけの法尻において洗掘対

な流れが発生すること、津波の周期が長くても数十分

策を必要とすることを基本とするが、津波浸水シミュ

程度のため、がけの浸水継続時間は同程度以下である

レーション等によって洗掘を考慮しなくても良い箇所

ことを想定することとする。

を設定することも可とする。

以下において、遡上した津波による被災形態を想定
し、盛土・切土により生ずるがけの各種検討事項を整

１）がけ面の法尻における洗掘対策について

理する。

がけ面の法尻における洗掘対策としては、想定され
る最大洗掘深を考慮した上で、円弧すべりによる安定

（３）がけ面の侵食（図-Ⅳ.1.3.3.1）

解析を行い、
安全率が１．
０を上回るかどうか評価し、
その結果に基づき、保護工の設置（各種根固め等）に
よる洗掘対策、又は洗掘を前提とした盛土・切土上の
セットバックを行うこととする。
保護工の必要幅は、ＦＥＭＡガイドライン２）を用い
て最大浸水深から最大洗掘深を想定し、さらに河川砂
防技術基準の根固工の必要敷設幅に係る規定を用いて
設定する。なお、保護工として、各種根固め等による

図-Ⅳ.1.3.3.1 がけ面の模式図

ほか、同規模の道路の舗装（舗装の構造に関する技術
盛土・切土により生ずるがけ面については、都市計

基準によらないものを除く）
によることも可能とする。

画法における開発許可の場合と同様に、切土をした土

また、
セットバックにより対応する場合のその幅は、
円弧すべりによる安定解析から設定することとする。

地の部分に生ずるがけの土質や勾配等の一定の要件を
満たす場合を除き、擁壁によりがけ面を覆うことを基

２）擁壁で覆われているがけ面の法尻の洗掘対策につ

本とする。
がけ面が擁壁で被覆されていない場合には、
流水のせん断力により、がけ面が侵食され、これが進

いて

行するとすべり破壊の発生が懸念される。このため、

洗掘により擁壁の転倒が懸念される場合には、その

津波浸水シミュレーションを用いて、津波の流況から

対策として、想定される最大洗掘深に応じ、転倒防止
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対策工の設置による洗掘対策、又は洗掘を前提とした



盛土内への浸透抑制対策

盛土・切土上のセットバックを行うこととする。
なお、



盛土内に浸透した水を排水する措置をした上での盛
土補強対策

各種転倒防止工のうち保護工については、同規模の道

のいずれか、又は浸透によるすべり破壊を前提とした

路舗装工
（簡易舗装は除く）
によることも可能とする。

盛土上のセットバックを行う。

また、
セットバックにより対応する場合のその幅は、

また、
セットバックにより対応する場合のその幅は、

円弧すべりによる安定解析から設定することとする。

円弧すべりによる安定解析から設定することとする。
３）越流した津波の落下によるがけ面の法尻の洗掘対
（６） 越流によるがけ上端部の侵食（図-Ⅳ.1.3.3.4）

策について
越流した津波の落下によりがけ面の法尻で洗掘が生
じる可能性については、海と反対側においては津波が
盛土を回り込むことによりウォータークッションの形
成が想定されることから、そのための保護は必要とし
ないことを基本とする。
なお、谷埋め盛土のような場合において、引き波の

図-Ⅳ.1.3.3.4 がけの上端部の模式図

際にがけ下にウォータークッションが形成されない恐
れがある箇所については、a）又は b）の保護工によっ

がけの上端部では津波の越流により侵食が生じるこ

て対応することとする。

とが考えられることから、河川管理施設における低水
護岸の天端工の規定４）を活用し、対策を行うこととす

（５） 浸透によるすべり破壊（図-Ⅳ.1.3.3.3）

る。
参照文献
１） 津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年
12 月 14 日法律第百二十三号）
２） 米国連邦緊急事態管理局、津波からの（鉛直方
向）避難のための構造物の設計ガイドライン、平
成 20 年
２） 国土交通省、宅地防災マニュアル、平成 19 年

図-Ⅳ.1.3.3.3 浸透によるすべり破壊の模式図

３） 国土交通省、建設省 河川砂防技術基準(案) 設
計編、平成 9 年改訂

浸透によるすべり破壊に対しては、盛土をする場合
３）

に宅地防災マニュアル に準拠して敷均しや締固めを
行うことで、基本的には安全な構造とすることができ

Ⅳ.1.3.4 津波予報における予想波高に応じた津波浸

る。

水域検索システムの開発

ただし、粗粒砂や小礫など締め固めてもせん断強度

6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減災

が小さく浸透しやすい盛土材料で盛土を行った場合等

システムに関する研究プロジェクト研究報告書、国土

においては、
津波来襲時に浸潤線が高くなることから、

技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第 52 号）
、

水位低下時の盛土材の流出やがけ面のすべり破壊の発

pp.149~155、2016.6

生も否定はできない。

津波が発生した際も「なんとしても人命を守る」１）

このため、せん断強度が小さく浸透しやすい盛土材

との考え方の下、各都道府県では「津波防災地域づく

料で盛土を行った場合等には、津波による浸透を考慮

りに関する法律」に基づく最大クラスの津波浸水想定

した条件下で、円弧すべりによる安定解析を行い、安

の設定が進められている。また、関係市町村では、当

全率が１．０を上回るかどうか評価し、その結果に基

該津波浸水想定を踏まえた津波ハザードマップの作成

づき、必要があれば対策を講ずることとする。

や避難訓練の実施等の警戒避難体制の整備が行われて

なお、対策としては、

いる。その一方、実際には様々な規模・震源での津波
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の発生が想定されるため、これら最大クラス以外の津

モデルにおける大すべり域の配置によって浸水深が

波に対しても、住民避難や水門操作等の事前の防災行

大きくなる地区が変わることから、単一のケースの

動を適切に行うことが防災・減災上重要である。

浸水計算結果の方が、地方公共団体としては具体的

国総研海岸研究室では、地方公共団体の防災担当者

な防災行動を事前に検討しやすい。

等による防災行動を支援するための情報ツールの一つ

・毎年の防災訓練はレベル２津波の津波浸水想定とい

として、気象庁による津波予報で発表される「予想津

う１つのケースでしか訓練を行ってこなかったため、

波高」に応じた津波浸水域図の作成手法を検討した。

今回のような複数ケースの津波浸水域図があれば、

気象庁の津波予報では、地震発生後約 3 分で地震の

毎年異なる想定での訓練ができ、防災対応力の向上

位置と規模から津波高や到達時間を予測し、予想津波

が期待される。

高が発表される。地震発生後に津波高の計算を開始す

・徳島県では地理情報と連動した防災システムを構築

ると、津波到達までに津波予報が間に合わないことか

しており、電子データでの津波浸水域図の活用は可

ら、気象庁では、あらかじめ津波を発生させる可能性

能である。

のある断層を設定して津波の数値シミュレーションを

上記の通り、気象庁の発表する予想津波高に応じた

行い、
その結果を津波予報データベースとして蓄積し、

津波浸水域検索システムの手法を確立するとともに、

地震発生時に当該データベースから津波高や到達時間

モデルケースとして試作した徳島県の津波浸水域図に

を検索することで津波予報を発表するという方法がと

ついて、防災訓練用に徳島県に提供した。

られている。
この方法では、数多くの想定断層での計算が必要と

参照文献

なるため都道府県の負担が大きいことや、予想津波高

１） 中央防災会議、東北地方太平洋沖地震を教訓と

ごとの浸水域図自体も複数の想定断層による津波浸水

した地震・津波対策に関する専門調査会報告、
2011

の重ね合わせであり、津波を発生させる断層の位置に
応じた警戒避難が十分に行えないという課題がある。
そこで南海トラフの巨大地震モデル検討会(2012)、
東南海・南海地震に関する専門調査会(2003)、東海地
震に関する専門調査会(2001)といった国が示した断層
モデルを活用し、今後発生の可能性が高い断層に絞り
込んだかたちで、徳島県の沿岸をモデルケースに気象
庁の予想津波高と連動した浸水域図の作成方法の研究
を行った。
なお、国が示した断層モデルは、各都道府県におい
て津波浸水想定や設計津波水位の設定の際に活用され
るものであり、これらの設定（又は見直し）の際に一
体となって予想津波高別（規模別）の津波浸水域図の
作成を行えば、気象庁の手法に比べて都道府県の負担
が少ないことを期待するものである。また、断層位置
がある程度特定されることから、地震速報で示される
断層位置とも連動した津波浸水域図を示すことで、よ
り合理的な警戒避難行動を期待するものである。
一連の研究成果については、平成 27 年 3 月に徳島
県に防災訓練用に提供を行うとともに、同県の防災担
当者と意見交換を行った。その結果以下３点の意見を
得た。
・徳島県におけるレベル２津波の津波浸水想定は異な
る津波断層モデルを用いた複数のケースの浸水計算
結果を重ね合わせたものである。一方で、津波断層
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Ⅳ.1.4 構造物の設計等に関わる津波波力設定
の全体像
Ⅳ.1.4.1 津波作用の概略と実用的波力算定法の枠組み
構造物を設計する際に用いる津波波力は構造物表面
に作用する波圧分布から計算されるので、波圧分布の
図-Ⅳ.1.4.2 図-Ⅳ.1.4.1 赤線部における非分裂波とソリト
ン分裂波の波形の模式図（出典：朝倉ほか
（2000）3)に加筆）

設定が波力算出を規定することになる。以下、津波の進
行方向に正対する直立壁に作用する波圧の鉛直分布を
主対象に説明を行う。
砕波後の津波が構造物にぶつかる際に作用する力は、
津波先端到達時の極めて短時間に生じる大きな波圧

Ⅳ.1.4.2 海上を進む津波の波圧分布の実用的算定法

（海上では衝撃的な段波波圧、陸上ではサージフロン
ト波圧と呼ばれる）を経て、準定常的な持続波圧の形態

構造物が主に海中にある港湾の施設の基準では、谷
本ほか（1984）2)の式が採用されてきた。谷本ほか（1984）

をとる（図-Ⅳ.1.4.1）
。前者は通常力積としては小さい

2)は、段波性津波を対象とした水理実験結果から、海中

ので、防波堤等の設計では考慮しないのが一般的であ
り、ここでは取り上げない。これを除いた波形の模式図

の断面２次元構造物（津波進行と直角の方向には形状
が一様）に作用する波圧の分布を図-Ⅳ.1.4.3 のように

を図-Ⅳ.1.4.2 に示す。この図に示す非分裂波とソリト

提案している。そして、波圧の最大作用高さ𝜂 ∗および、

ン分裂波の 2 種類が波圧算定の対象となる。
設計における波圧分布算定に用いられてきた基本フ

静水面高さの最大波圧強度𝑝1 は、Ⅳ.1.4.1 で説明した通
り、入射津波の静水面からの高さ（𝑎𝐼 と置く）を用いて
式-Ⅳ.1.4.1 および式-Ⅳ.1.4.2 で表すとしている。ここ
で𝑤0 は水の単位体積重量である。

レームは次のようである。砕波した津波を直立壁に当
てる水理実験において計測される各点の波圧の最大値
の鉛直分布をプロットすると、たとえば図-Ⅳ.1.4.3 の
ように、津波最高到達点から静水面（津波襲来前の潮位）
の間で概ね直線状、すなわち最高到達点での波圧０か
ら下方に単調増加する波圧分布となることが多い。こ
の特徴を前提とし、さらに、津波最高到達点と静水面
（陸上遡上の場合は地面）との比高𝜂 ∗と、静水面高さで
の最大波圧𝑝1 が、ともに、係数を介して入射津波の静水
面からの高さ（振幅）と関係づけられるならば、最大波
圧の鉛直分布を入射津波振幅から簡単に計算できるこ
とになり、設計実務においても有利である。こうして、
これらの係数を津波の状態や水理条件に応じて定める
方法が種々提案されてきた。

𝜂 ∗ = 3.0𝑎𝐼

式-Ⅳ.1.4.1

𝑝1 = 2.2𝑤0 𝑎𝐼

式-Ⅳ.1.4.2

これらの式は谷本式と呼ばれ、式-Ⅳ.1.4.1 の係数は
水深係数（ここでは 3.0）
、式-Ⅳ.1.4.2 の係数は無次元
波圧強度（ここでは 2.2）と呼ばれる。最大波圧の鉛直
分布が最大作用高さからの静水圧分布となる場合には、
無次元波圧強度も 3.0 となる。それより小さい 2.2 とな
っているのは、津波が静水面による抵抗を受けるため
と解されている。

これ以降、既往の波圧分布算定手法を上記のフレー
ムに沿って紹介していく。なお以下では、𝜂 ∗を「波圧の
最大作用高さ」
、𝑝1 を「静水面高さの最大波圧強度」と
呼ぶ。

図-Ⅳ.1.4.1 津波の波圧の概念図（出典：津波の事典
(2007)１））に加筆

図-Ⅳ.1.4.3 波圧の作用高さと最大作用波圧（出典：谷
本ほか（1984）2)）
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𝑝1 (𝜌𝑔𝑎𝐻 )

凡例の時間は、
波の周期を表す

図-Ⅳ.1.4.4 海中構造物に作用する無次元波圧強度と水

図-Ⅳ.1.4.5 静水圧差による算定式による津波波力の考

4)

深波長比（出典：池野ほか（2005） ）

え方（出典：港湾の施設の技術上の基準・同
解説（2007 年版）5)）

池野ほか（2005）4)は、静水面上のソリトン分裂した
波状段波の波圧分布を求めるために、無次元波圧強度

なお、若干越流している状態に式-Ⅳ.1.4.5～式-

と、水深波長比（水深／津波本体（段波部分）の波長）

Ⅳ.1.4.7 を適用する場合は、それより水位の低い越流直

の関係を整理した（図-Ⅳ.1.4.4 参照）
。これによると、

前の状態に谷本式を適用した方が高い波力となる可能
性があるため、両者を比較の上、適切に適用する必要が

水深波長比が小さい場合、津波が段波に十分に発達せ

あるとしている。

ず、分裂波も生じにくいため、波圧は、重複波を形成し
たときに生じる波圧（入射振幅の２倍に相当するせき
上げ状態での静水圧に対応）となる。一方、水深波長比
が大きくなるにしたがい、無次元波圧強度が 2.0 倍から
3.0 倍程度まで変化する。
図-Ⅳ.1.4.4 から無次元波圧強度として 3.0 を採用し、
波圧の最大作用高さ𝜂 ∗ と静水面高さの最大波圧強度𝑝1

Ⅳ.1.4.3 陸上を遡上する津波の波圧分布の実用的算
定法
前項Ⅳ.1.4.2 で述べた算定法は、静水面上を進む津波
による波圧分布を対象にしており、陸上を遡上する津
波にそのままは適応できない。また防波堤のように海
岸線方向に長い延長を持つ断面２次元構造物を対象と

を式-Ⅳ.1.4.3、式-Ⅳ.1.4.4 のように表現したものを修正
谷本式 5)と呼ぶ。
∗

𝜂 = 3.0𝑎𝐼

式-Ⅳ.1.4.3

𝑝1 = 3.0𝑤0 𝑎𝐼

式-Ⅳ.1.4.4

しており、建築物のような３次元構造物については別
途検討を要する。
朝倉ら（2000）3）は、陸上を遡上する津波を対象に、
断面２次元構造物および３次元構造物へ作用する波圧
分布を一括して取り扱い、その算定法を水理実験に基
づき次のように提案している。
まず非分裂波の場合について、各点の最大波圧𝑃𝑚𝑎𝑥
の鉛直分布を、𝑃𝑚𝑎𝑥 については遡上津波の最大振幅
𝜂𝑚𝑎𝑥 ×𝑤0 で無次元化し、地面からの高さ Z については
𝜂𝑚𝑎𝑥 により無次元化して、図-Ⅳ.1.4.6 のように整理し、
無次元波圧強度（図において、縦軸 0 の地表面高に対応
する横軸の値）が、非分裂波の場合、最大で 3 程度であ
ることを示した。この値を一律に採用すれば、津波波力

平成２６年改正の「港湾の施設の技術上の基準・同解
説（2007 年版）5)」では、①波状段波が生じる場合は修
正谷本式、②波状段波が生じない場合で、かつ、越流が
生じない場合は谷本式、③波状段波が生じない場合で、
かつ、越流する場合は、式-Ⅳ.1.4.5～式-Ⅳ.1.4.7 を用い
て（図-Ⅳ.1.4.5 参照）
、波力を算定するとしている。
𝑝1 = 𝛼𝑓 𝑤0 (𝜂𝑓 + ℎ′)
𝜂 −ℎ

式-Ⅳ.1.4.5

𝑝2 = 𝜂𝑓 +ℎ𝑐′ 𝑝1

式-Ⅳ.1.4.6

𝑝3 = 𝛼𝑟 𝑤0 (𝜂𝑟 + ℎ′ )

式-Ⅳ.1.4.7

𝑓

を谷本式、修正谷本式と同様に遡上津波の高さ（𝜂𝑚𝑎𝑥 ）
から簡便に算定することが可能となる。
朝倉ら（2000）3）は、ソリトン分裂波についても同様の
整理を行い、図-Ⅳ.1.4.7 に示すとおり、最大波圧の鉛直
分布形が非分裂波の場合と異なることを示している。
すなわちソリトン分裂波の場合、波圧の最大作用高さ
以下の領域のうち上方 2/3 では、上記の非分裂波の算定
法を適応しうるが、その下では、非分裂波の算定法によ

ここに、𝛼𝑓 は直立壁前面の静水圧補正係数、𝛼𝑟 は直
立壁背面の静水圧補正係数、𝑤0 は海水の単位体積重量
である。
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る値より波圧が大きくなり（地表面では 1.8 倍）
、波力
全体では約 20％の増加となる（図-Ⅳ.1.4.8 の網掛け部
分）
。
以上の成果は、陸上遡上の津波についても、海上の
津波と同様の波力算定フレームが適用できることを示
すものであり、陸上構造物に作用する津波波力算定の
実用手法を検討する際の基盤的知見となっている。

図-Ⅳ.1.4.8 ソリトン分裂による波圧の増分の説明（出典：
朝倉ら（2000）3））（αは、非分裂波の場合の水
深係数）
たとえば、津波避難ビル等の構造基準における津波
荷重の設定において、上記のうち非分裂波に関する成
果に基づき、浸水深の 3 倍の水深がもたらす静水圧分
布から（水深係数 3.0 を採用）波力を算定すると規定さ
れていた。この規定は水理実験の最大波圧強度の包絡
線を基準としており、外力に対して安全側の基準とな
っていた。なお、ソリトン分裂を考慮した陸上の波圧は、

図-Ⅳ.1.4.6 陸上構造物に作用する最大波圧の鉛直分布
（非分裂波）（出典：朝倉ら（2000）3））

外力として採用していない。
さらに、東日本大震災後の調査によって立地条件な
どを勘案し、水深係数を 2 倍又は 1.5 倍の静水圧にま
で緩和できることとなった。この荷重設定の合理化の
内容はⅣ.8.1 で詳細している。
Ⅳ.1.4.4 陸上構造物に作用する波圧の実用的算定手
法検討の新たな展開－フルード数の導入
近年では、津波の数値計算技術の発展が顕著であり、
原理的には、対象とする構造物に想定する津波が襲来
したときの波力を数値計算によって忠実に再現するこ
とが可能になっている。その一方、各構造物についてこ
のような計算を行うことは労力を伴うので、入射津波
の高さ（振幅）から波力を計算するという今まで述べて
きた実用的算定法は依然として有用と位置づけられる。
そうした中で、実用的算定法にかかわる水理的考察を
深め、その合理化を進める検討も進んでいる。そこにお

図-Ⅳ.1.4.7 陸上構造物に作用する最大波圧の鉛直分
布（ソリトン分裂波）（出典：朝倉ら（2000）3））

ける主要な着眼がフルード数 Fr の導入である。
(1) 無次元波圧強度とフルード数との全般的関係
Asakura ら(2002) 6）は、非分裂波に関して無次元波
圧強度とフルード数の関係に着目し、その関係を整理
している。この整理では 2 次元断面および 3 次元構造
物を一緒に扱っている。±50％程度のばらつきはあるも
のの、無次元波圧強度（水深係数と等価になるとして α
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で表記）とフルード数の間に相関があることを示し、回

き上げ」という。
）を考慮して必要と認められる値を加

帰式-Ⅳ.1.4.8 を提案した。

えて定める水位）を公示することしている。
津波のせき上げの現象は、その地点で津波が有する

𝛼 = (1 + 1.2𝐹𝑟) (0.1 ≤ 𝐹𝑟 ≤ 1.6)

式-Ⅳ.1.4.8

エネルギーの大きさに起因すると考えられることから、
まず、津波浸水シミュレーションを用いて津波の流況

(2) 基準水位の設定におけるフルード数の導入
開水路流れに置かれた物体の上流側よどみ点でのせ

を再現し、それを基に津波のせき上げ高を評価する手
法を検討することとした。

き上げ水位が、周囲の水位に接近流速のエネルギー水

まず、表-Ⅳ.1.4.1 に示す地区を対象に、図-Ⅳ.1.4.9 の

頭を加えたものを基本に表現できることは、ベルヌイ

ように４種類の形状の仮想建築物を配置し、非線形長
波方程式に基づく平面２次元モデルによる津波浸水シ

の定理から自ずと導かれる。津波作用時のせき上げに
な考え方が適用できるとの着眼点から、Ⅳ.1.3.2 で述べ

ミュレーションを実施した。そして、それら仮想建築物
の海側隣接の計算格子における最大浸水深ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥（基準

た建築物およびその利用への影響判断に用いる基準水

水位に相当）を算出した。

ついても、準定常的な持続波圧の形態においては同様

位の設定法の検討において、式-Ⅳ.1.3.2.1 が提示されて
いる（津波防災地域づくりに係る技術検討報告書（2012）
7）
）
。以下では、この検討過程の詳細を述べる。

「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」
では、津波災害警戒区域および津波災害特別警戒区域
において基準水位（津波浸水想定に定める水深に係る
水位に建築物等に衝突する津波の水位の上昇（以下「せ
表-Ⅳ.1.4.1 数値シミュレーションの対象地区 7)

図-Ⅳ.1.4.10 仮想構造物を配置した場合の最大浸水
深ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 と配置していない場合の最大
浸水深ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥 の比と、ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥 （上）、およ
びフルード数𝐹𝑟（下）との関係 7)
図-Ⅳ.1.4.9 設置した仮想建築物 7)

89

次に、同様の地区を対象に、同様のモデルで仮想建築

さて、津波浸水シミュレーションでは、広い範囲にわ

物を配置しない場合の同地点における浸水深ℎ𝑏 を算出

たる津波の現象を対象とすることから、その全てにお

するとともに、併せて、フルード数を求めた。参考とし
て、ℎ𝑏 のうち最大浸水深となるℎ𝑏𝑚𝑎𝑥 とℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥

いて３次元モデルを用いることは効率性等の観点から

及び 𝐹𝑟とℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥 との関係を図-Ⅳ.1.4.10 に示

した平面２次元モデルが一般的に用いられている。上

す。
これらを基に、具体的な建築物等が定まっていない
時点で、ℎ𝑏（または ℎ𝑏𝑚𝑎𝑥 ）から ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 を予め算定す
る手法を検討することとした。ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 は、ベルヌイの

記の検討においても平面２次元モデルを用いている。

定理からは、仮想建築物を配置しない場合に同地点に

モデルを用いた場合の再現性・適用性を確認しておく

非現実的であり、鉛直方向の圧力分布を静水圧と近似

一方、津波のせき上げが発生する建築物等の前面にお
いては、鉛直方向の圧力が静水圧分布から外れてくる
ことから、同地点における浸水深について、平面２次元

おいて最大となる時点の比エネルギーE𝑏 になること
に着目すると、E𝑏 、ℎ𝑏 、𝑣𝑏 (ℎ𝑏 と同地点・同時刻の流
速）及び 𝐹𝑟との関係が式-Ⅳ.1.4.9、式-Ⅳ.1.4.10 で示さ
れることになる。

ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 = max(E𝑏 ) = max [ℎ𝑏 (1 +

𝐹𝑟 =

𝑣𝑏
√𝑔ℎ𝑏

𝐹𝑟 2
)]
2

式-Ⅳ.1.4.9
式-Ⅳ.1.4.10

これらの式を用いることで、任意地点の ℎ𝑏 と𝑣𝑏 から
𝐹𝑟を介して ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 を算定できることとなる。E𝑏 が最
大となる時点の ℎ𝑏 と 𝐹𝑟 とを採用し、同式を用いて
算定した最大比エネルギー Eb𝑚𝑎𝑥 は、仮想建築物を置
いたときの津波浸水シミュレーションの最大浸水深
ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 を概ね再現できていることも確認された（図-

図-Ⅳ.1.4.11 仮想構造物を配置した場合の最大浸水
深ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 と配置していない場合の比エネ

Ⅳ.1.4.11）
。
ただし、遡上した津波のエネルギーが集中するよう
な形状や配置の建築物等においては、式-Ⅳ.1.4.9～10
による ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 より大きくなる場合があることに留意す

ルギー（最大時）との関係 7)

る必要がある。
なお、式-Ⅳ.1.4.9 については、既往の屋内実験による
研究成果（朝倉ら(2000) 3））を参照し、水深係数とフル
ード数との関係図に重ね合わせ、フルード数が１程度
以下の領域では、両者の特性が同様の傾向を示すこと
を確認した（図-Ⅳ.1.4.12）
。
次に東北地方太平洋沖地震による津波における建築
物等での実績痕跡高を用いて、式-Ⅳ.1.4.9 の検証を行
った。実績痕跡高としては、東京大学等により測定され
た各種痕跡高（建築物の海側以外を含む）を用いた。こ
の実績値と、式-Ⅳ.1.4.9 を用いて津波浸水シミュレー
ションから算出した ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 とを比較した結果を図-

図-Ⅳ.1.4.12 α-Fr 関係についての実験結果（朝倉ほ
か（2000）3））と式-Ⅳ.1.4.9 との比較 7)

Ⅳ.1.4.13 に示す。この結果より、基準水位を適切に算
定できていると評価した。
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図-Ⅳ.1.4.14 平面２次元モデルと仮想建築物周辺の
み非静水圧３次元モデルを適用するハ
イブリッドモデルの浸水深の比較例 7)

図-Ⅳ.1.4.13 計算値（式-Ⅳ.1.4.9）と実績痕跡高との関
係 7)

の算定式を導いている。

こととした。
仮想建築物周辺のみ非静水圧３次元モデルを適用す
るハイブリッドモデルを用いて津波浸水シミュレーシ
ョンを実施し、この結果との比較により、非線形長波方
程式に基づく平面２次元モデルの再現性・適用性の検
証を行った。ハイブリッドモデルは、計算領域の一部で
非静水圧３次元モデルを適用するもので、仮想建築物
周辺のみ３次元の支配方程式とし、それ以外の領域は
平面２次元の非線形長波方程式により計算するもので

まず３次元構造物に対する水深係数 α は、速度エネ
ルギーが位置エネルギーに変換されるベルヌイの定理

ある。
これら２種類の津波浸水シミュレーション結果の比
較例を図-Ⅳ.1.4.14 に示す 7)。この結果から、平面２次
元モデルはハイブリットモデルよりも浸水深が高く安
全側に評価されており、なおかつ実用に耐えうる再現
性・適用性を有すると評価した。
なお、今後の津波浸水シミュレーションに関する技
術開発の進展により、広い範囲にわたる津波の現象を
より精緻に再現・予測できるようになった場合には、そ
の計算に係る効率性等も考慮しつつ、基準水位等の見
直しの必要性を随時検証していくこととしている。

また断面２次元構造物に作用する波圧を計算する際の
水深係数に関しては、数値実験結果の回帰式から、式Ⅳ.1.4.12 を導いた。

にほぼ一致する式-Ⅳ.1.4.11 を用いることで評価できる
とした。

𝛼 = (1 +

𝐹𝑟 2
)
2

式-Ⅳ.1.4.11

上式は、式-Ⅳ.1.4.9、
式-Ⅳ.1.4.10 と同じ意味を持つ。

𝛼 = 1.0 + 1.4𝐹𝑟 (0.0 ≤ 𝐹𝑟 ≤ 2.0)

式-Ⅳ.1.4.12

この回帰式では誤差の範囲が－22%～+12%であり、
断面２次元構造物と３次元構造物を分けることで
Asakuraら(2002) 6）では±50％あった誤差が大幅に軽減
した。

(3) 実験および理論的検討を通じたフルード数の水理
学的役割の考察
本技術課題については、さらに掘り下げがなされて
いる。榊山（2012）8）は、水理実験と数値計算を行って
Asakura ら（2002）6）における非分裂波に関する水深
係数 α とフルード数 Fr の関係式の再整理を行った（図
-Ⅳ.1.4.15）
。その結果から、断面２次元構造物と３次元
構造物ではFr − 𝛼関係が異なることを示し、それぞれ
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図-Ⅳ.1.4.15 陸上構造物の波圧算定に用いる水深係数
の提案式（出典：榊山（2012）8）に加筆）
図-Ⅳ.1.4.17 段波計算に基づく理論式（式-Ⅳ.1.4.18）を図
-Ⅳ.1.4.15 に重ねた比較図（出典：榊山
（2012）8）に加筆）

h1

v1

ρ(𝑣1 + 𝑐)2 ℎ1 − 𝜌𝑐 2 ℎ2

c：反射段波の波速

h1

v1

h2

=

v2=0

1
1
𝜌𝑔ℎ2 2 − 𝜌𝑔ℎ1 2
2
2

式-Ⅳ.1.4.15

ここに、フルード数 Fr を式-Ⅳ.1.4.16、水深係数 α を
式-Ⅳ.1.4.17 で表現できるので、Fr～α 関係は式Ⅳ.1.4.18 のようになる。

図-Ⅳ.1.4.16 反射段波の計算
水深係数 α が Fr と関係づけられる点は共通である
が、断面２次元構造物と３次元構造物とで関係式が明

Fr =

確に異なることは興味深く、水理学的な理解を得たい
ところである。そこで、本研究において断面２次元構造
物に対して理論的検討を行った結果をここに加え、考
察を深める。
図-Ⅳ.1.4.16 に示すように、奥行き方向に無限大の長
さの壁（断面２次元構造物）を想定し、射流状の段波が
襲来し、壁に当たり反射段波となって安定的に進行し
ている状況を考え、襲来段波と反射段波の波高比を水
深係数 α として、α を理論的に算出する（以下は段波の
取り扱いと同じである）
。
反射段波とともに一定速度で移動する座標系の下で

√𝑔ℎ1

α=
Fr2 =

ℎ2
ℎ1

(𝛼 + 1)(𝛼 − 1)2
2𝛼

式-Ⅳ.1.4.16
式-Ⅳ.1.4.17
式-Ⅳ.1.4.18

図-Ⅳ.1.4.17 は、ここで求められた Fr-α 関係を榊山
(2012）8)によるグラフ（図-Ⅳ.1.4.15）に重ねたもので
ある。式-Ⅳ.1.4.18 の理論式は Fr=1 以上の領域におい
て赤実線で示している。この図から、榊山（2012）8)が
３次元構造物について水深係数 α をよく再現すること

定式化する。まず連続式から以下が得られる。
h1 (𝑣1 + 𝑐) = h2 𝑐
ℎ1
c=
𝑣
ℎ2 − ℎ1 1

𝑣1

を示したベルヌイの式に基づく理論値（式-Ⅳ.1.4.9 あ
るいは式-Ⅳ.1.4.11）と段波計算に基づく上述の理論値

式-Ⅳ.1.4.13

（式-Ⅳ.1.4.18）との間に明確な違いがあることがわか
る。さらに、その違いは２次元断面構造物と 3 次元構
造物の実験値の違いによく対応している。このことは、
２次元断面構造物と 3 次元構造物とで、水深係数の水
理的決定機構に本質的な違いがあることを改めて示す
ものと言える。

式-Ⅳ.1.4.14

段波を挟む検査領域で運動量の原理を適用すると、
次式が得られる。
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2 次元構造物の場合、３次元構造物の場合と違って遡

たとえば、津波防災地域づくりの推進に関する基本

上津波が構造物により全体的に跳ね返されるため、準

的な指針」における基準水位の設定において用いられ

定常状態を想定したベルヌイの定理は適用できず、そ
う水理状況を織り込んだ扱いをする必要がある。2 次元

る式-Ⅳ.1.4.9、式-Ⅳ.1.4.10 は、図-Ⅳ.1.4.18 の上から６
つめの系列に当たり、その技術的位置づけは明確であ
る（３次元構造物を対象に Fr 数の影響を考慮）
。これ

構造物の場合の水深係数が 3 次元構造物の場合より相

らの式と、本図の上から１～３番目にある海中に置か

当大きくなることも、以上に確認された水理機構の基

れた２次元断面構造物を対象にした算定式との使い分

本的違いから理解できる。

けの意味も明瞭である。
また、研究の進捗によって技術系統が改良・拡張され

の代わりに、非定常性と、津波が全体的に反射するとい

なお、理論式（式-Ⅳ.1.4.18）は、フルード数の適用
範囲は異なるものの、おおむね Asakura ら(2002) 6）に
よる回帰式（式-Ⅳ.1.4.8）とほぼ同じ値をとる。一方、

れば、それに応じて用いられる算定手法がさらに合理
化されることになる。たとえば、津波避難ビル等の構造

榊山（2012）8）の回帰式（式-Ⅳ.1.4.12）による値は、

基準における津波荷重の設定の合理化の検討（Ⅳ.8.1 で

前二者よりもやや大きな値をとる。実務上の検討に際

詳述）は、従来の方法（図-Ⅳ.1.4.18 の上から 4 つめの

しては、安全側の判断をするという観点も含め、2 次元

系列）を基本として残しつつ、対象とする構造物の立地

と 3 次元構造物の違いを考慮した上で多くの実験値が

状況によっては、3.0 としていた水深係数を緩和できる
。この緩和には、
としたものである（図-Ⅳ.8.1.1.1 参照）

反映された榊山（2012）8）の回帰式の採用が、現時点で
はより適切考えられる。

この技術系統における上から６つめの系列を、実務に
適用しやすいように簡略化して表現したものとの技術
的意味を持たせることができる（当該構造物に到達す

Ⅳ.1.4.5 津波波力設定手法の技術的系統について
今まで述べてきた種々の波圧算定法の基盤となって

る際に襲来津波の Fr 数が小さくなっていれば、水深係
数も小さくなる）
。

いる技術検討の流れを、冒頭Ⅳ.1.4.1 に述べた実用的枠
組みの中で「技術系統」という形で図-Ⅳ.1.4.18 のよう

以上のように、実務に供せられる実用的な波力算定
法を扱う場合でも、その基盤となっている技術の系統

に整理した。設計等の実務における作用津波波力の算
定においては、技術系統の中で、対象とする構造物や津

との関係を整理しておくことで、様々な外力算定法の
全体像、技術検討の進展に応じた算定法整理のあり方

波襲来に関わる状況と整合する手法を選択するという

（改良、追加など）を容易に吟味できるようになる。実

スタンスを基本にするのがよい。こうすることで、波力
設定が持つべき技術体系としての整合性が自ずと担保
される。
津波の進行方向に
正対する 直立壁を
持つ構造物に作用
する 波圧の算定

海中構造物

題を受けて技術系統が進化することも多い。図-

波状段波

式-Ⅳ.1.4.3、 式-Ⅳ.1.4.4
非波状段波、 非越流

陸上構造物

※水深係数、 無次元波圧強度
を 用いた実用的算定フ レー
ムにおける 系統

2次元構造物

際は、実務から明らかになった波力設定法に関わる課

非波状段波、 越流

非分裂波

式-Ⅳ.1.4.1、 式-Ⅳ.1.4.2
式-Ⅳ.1.4.5～式-Ⅳ.1.4.7

２ 次元断面構造物およ び
３ 次元構造物一括の取り 扱い

最大値重視
Frと の関係を
考慮

３ 次元断面構造物

水深係数、 無次元波圧強度
と も に3.0
式-Ⅳ.1.4.8

Frと の関係を 考慮

式-Ⅳ.1.4.9ある いは式-Ⅳ.1.4.11
２ 次元構造物

Frと の関係を 考慮

式Ⅳ.1.4.12ある いは式-Ⅳ.1.4.18

図-Ⅳ.1.4.18 津波波力設定手法の技術系統図（水深係数、無次元波圧強度を基軸にした実用的算定フレームの中での
整理。ただし、技術的位置づけの整理が目的で、設計における手法選択の提示を意図するものではない）

93

Ⅳ.1.4.18 のような技術系統と波力設定法の改良・合理

6) 池野ら、The tsunami wave force acting on land

化を連動させながら行っていくという考え方が重要で

structures 、Proceedings of the 28th International

ある。

Conference on Coastal Engineering, ASCE 、
pp.1191-1202、2002 年．
7) 榊山勉、陸上遡上津波の伝播と構造物に作用する津
波波圧に関する研究、土木学会論文集 B2（海岸工学）、
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Ⅳ.2

定方法が示され、震度 5 強以上の地震発生後は雨量基

地震に伴う土砂災害への対応の

準を通常より引き下げた暫定基準が適用されていた。
また、地震後の斜面崩壊発生が通常基準で捕捉でき

向上

ており、通常基準による土砂災害の見逃しが無いこと
が複数降雨で確認できた場合には、暫定基準は解除さ

2004 年新潟県中越地震や 2008 年岩手・宮城内陸地

れていた。

震など、近年の内陸直下型地震に伴う甚大な土砂災害

しかし、この暫定基準とその解除方法は、経験的な

の発生により、様々な土砂災害対策技術の開発が進め

知見から設定されたもので定量的な根拠に乏しかった。

られてきた。今後、南海トラフ等の大地震に伴う広域

東日本大震災では、暫定基準の対象となる地震が梅

的な土砂災害の発生が懸念されていることもあり、海

雨前に広範囲で発生したため、暫定基準を検証するこ

溝型の大地震に伴う土砂災害対策として、東日本大震

とが可能となるデータセットが多く得られた。検証を

災における土砂災害の実態を把握し、海溝型の大地震

行った結果、暫定基準設定の考え方、暫定基準解除の

と内陸直下型地震による土砂災害の差違、斜面崩壊の

考え方それぞれの妥当性を検証できた。

危険度評価や地震後の降雨による斜面崩壊の危険度評

さらに暫定基準について必要最小限の引き下げ率を

価技術、
地震直後の迅速な被害状況調査技術について、

検討して震度 5 強で 8 割、震度 6 弱以上で通常基準の

これら技術の検証を行った。

7 割とすることを提案し、平成 25 年から運用が改まっ
た。

（１）地震時の斜面崩壊危険度評価

（３）地震による土砂災害発生状況の早期・広域把握

砂防研究室では、地震時斜面崩壊危険度評価手法に

手法

1）
、同手法

地震発生時に土砂災害の発生状況について、広域を

を近年の内陸直下型の地震に適用し、適用性・汎用性

面的かつ効率的に把握する手法として、人工衛星に搭

を確認してきた。

載されたセンサから観測された、可視・近赤外による

ついて兵庫県南部地震を対象に開発を進め

しかし、近年、海溝型の大地震が少なく、海溝型の

光学画像、あるいはマイクロ波を用いた合成開口レー

地震に対する砂防研究室開発の地震時斜面崩壊危険度

ダ（Synthetic Aperture Radar : SAR）画像の判読が

評価手法の有効性を検証できるデータセットがなかっ

有効である。

た。東日本大震災の発生により、海溝型の大地震によ

東日本大震災では、これらの手法により崩壊地等の

る斜面崩壊の実態が把握され、海溝型の大地震に対す

判読抽出を実施し、判読条件の検証を行った。

る地震時斜面崩壊危険度評価手法の有効性の検証が可
能となり、検証を行った。

参照文献

その結果、海溝型の大地震に対しても、内陸直下型

1) 内田太郎・片岡正次郎・岩男忠明・松尾修・寺田秀

地震同様、斜面ごとの相対的な崩壊発生危険度を評価

樹・中野泰雄・杉浦信男・小山内信智、地震による斜

できること、すなわち斜面崩壊の危険度が相対的に高

面崩壊危険度評価手法に関する研究、国土技術政策総

い斜面を抽出できることが確認された。
しかしながら、

合研究所資料第 204 号、2004

同じ評価結果の斜面であっても、
海溝型の大地震では、
内陸直下型地震に比べて、明らかに斜面崩壊の発生確
率が低いことがわかった。
以上の結果から、地震の形態の違い（内陸直下か海
溝型か）により、同じ評価結果であっても斜面崩壊の
確率に差はあるものの、砂防研究室で開発した地震時
斜面崩壊危険度手法は、様々な形態の地震に対して斜
面ごとの相対的な斜面崩壊危険度危険度評価に適用で
きることを示した。
（２）地震発生後の土砂災害警戒避難雨量基準の設定
平成 19 年に国土交通省と気象庁により地震等発生
後の土砂災害警戒情報における暫定基準についての設
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Ⅳ.2.1 地震時の斜面崩壊危険度評価法の改良
検討

Ⅳ.2.1.2 実績データの整理
本検討では表-IV.2.1.1 に示す既往 6 地震に東北地方
太平洋沖地震を加えた７地震を対象とした。そこで、
まず、10m メッシュごとに、崩壊地判読データを基に、

Ⅳ.2.1.1 既往の評価法と課題
地震時の斜面崩壊による被害の軽減にあたっては、

各メッシュが崩壊地に該当する崩壊メッシュか該当し

事前に斜面崩壊のおそれの高い場所を抽出し、ハード

ない非崩壊メッシュかを判別した。その上で、10m メ

対策を実施する、地震による斜面崩壊により孤立する

ッシュごとの判別得点を式（1）で算出した、判別得

おそれのある場所を事前に抽出・対策する、地震後に

点ごとの崩壊メッシュ数と非崩壊メッシュ数を整理し、

緊急的に調査を行い、2 次的な災害を防ぐなどが考え

各得点区分に該当するメッシュの全数（崩壊メッシュ

られる。これらいずれの対策においても、地震による

数と非崩壊メッシュ数の合計）に対する崩壊メッシュ

斜面崩壊の発生危険度を評価しておくことが重要であ

数の割合（＝崩壊発生率）を算出した。なお、本分析

る。

では、地震直後の空中写真判読により作成された崩壊

これまで国総研砂防研究室では、地震による斜面崩

地ポリゴン内に、あるメッシュの重心が含まれている

壊の危険度を評価する手法として、兵庫県南部地震で

場合、当該メッシュを崩壊メッシュと判定した。

発生した斜面崩壊を対象に検討を行い、
「地震による斜
面崩壊危険度評価判別式」
（以下、判別式）を提案した

Ⅳ.2.1.3 評価法の改良検討

1)。

図-Ⅳ.2.1.1.図-Ⅳ.2.1.2 に示したように、検討した全
ての地震において、判別得点が増加すると崩壊発生率

F = 0.075I－8.9C＋0.0056A－3.2 …（１）
F：判別得点
I ：斜面勾配（°）
C：斜面の平均曲率
A：地震動の最大加速度（cm/s2）

が増加する傾向が見られた。また、図-Ⅳ.2.1.1.2 に示
したように、東北地方太平洋沖地震においても判別得
点が増加すると崩壊発生率が増加する関係がみられる
ことから、海溝型地震についても判別式が相対的な斜
面崩壊危険斜面の抽出に一定の実効性を持っていると
考えられる。また、海溝型地震による斜面崩壊危険度

ここで、判別得点 F が大きいほど崩壊危険度が高い

は、判別得点が同じ場合、内陸直下型地震のそれに比

ことを表す。本手法については、これまでに新潟県中

べて、概ね 100 倍程度崩壊発生確率が低いことが分か

越地震、岩手・宮城内陸地震等の地震に対して、
「判別

った。

得点が大きい斜面ほど実績の崩壊発生率が高い」とい

図-Ⅳ.2.1.1 で示した判別得点と崩壊発生率の関係は

う、
「相対的かつ定性的」な評価が一般的に成り立つこ

地震によって同じ得点でも崩壊発生率が数倍以上異な

とが確認されている 2) 3)。

っており、判別得点は絶対的かつ定量的に斜面崩壊の

一方、地震が斜面安定に及ぼす影響は直下型地震と

危険度を評価しているとは言いがたい。そこで、本研

海溝型地震で異なると考えられてきている 4）。しかし、

究では、定量的な評価を目指し、地震の影響範囲内の

これまで本手法の実用性が検証されてきた地震は内陸

相対的な斜面崩壊危険度の大小を定量的に算出する手

型地震の事例が多く、海溝型地震での検討が十分では

法について検討を行うこととし、次のような整理を行

なかった。これは近年、規模の大きい海溝型の地震が

った。

なく、海溝型地震による崩壊地分布の把握がなされな

①

かったためである。

各地震における検討対象エリア内の平均崩壊発
生率（＝各地震の対象メッシュ全数に対する崩壊

また、本手法の実効性をより高めるためには、判別

メッシュ数の割合）を算出

得点と斜面崩壊発生率の関係に関する事例を増やし、

②

各地震、各得点区分の崩壊発生率を平均崩壊発生

一元的に整理することにより、様々なタイプの地震に

率で割った値（＝平均崩壊発生率に対する崩壊発

統一的に同じ指標で評価できるように「絶対的かつ定

生率の倍率、崩壊発生倍率と呼ぶ）を算出

量的」な評価が行えるようにすることが必要である。

図-Ⅳ.2.1.3 に判別得点と崩壊発生倍率の関係を示し

そこで本検討では、既往の内陸型地震による斜面崩

た。図-Ⅳ.2.1.1 と比較すると東北地方太平洋沖地震を

壊にあわせ、海溝型地震である東北地方太平洋沖地震

のぞき地震ごとのばらつきが小さくなり、判別得点が

による斜面崩壊を対象に判別式の実効性を検証した。

上がるにつれて崩壊発生倍率が指数関数的に増加
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表-IV.2.1.1 検討対象７地震
兵庫県南部
地震

神津島地震

新潟県中越
地震

能登半島沖
地震

発生年

1995

2000

2004

2007

2007

2008

2011

最大震度

7

6弱

7

6強

6強

6強

7

対象地域

六甲山系流域

神津島全島

芋川流域

能登半島北部

出雲崎付近

栗駒山周辺

栗駒山周辺

対象面積

174km2

38km2

20km2

16km2

22km2

590km2

590km2

対象地域内
の崩壊数

2,350箇所

1,500箇所

830箇所
（他 地すべり
50箇所）

60箇所

330箇所

2,960箇所
（他 地すべり
60箇所）

350箇所

主な地質

深成岩類（花崗
岩）、一部堆積
岩類

第四紀
火山岩類

新第三紀
堆積岩類

新第三紀
火山岩類

新第三紀
堆積岩類

崩壊発生率（％）

3.0
2.5
2.0

第三紀・第四紀 第三紀・第四紀
火山岩類、堆積 火山岩類、堆積
岩類
岩類

25

兵庫県南部地震
神津島地震
新潟県中越地震
能登半島地震
新潟県中越沖地震
岩手・宮城内陸地震
東北地方太平洋沖地震

20

崩壊発生倍率

3.5

新潟県中越沖 岩手・宮城内陸
東北地方
地震
地震
太平洋沖地震

1.5
1.0

15
10

兵庫県南部地震
神津島地震
新潟県中越地震
能登半島地震
新潟県中越沖地震
岩手・宮城内陸地震
東北地方太平洋沖地震

5

0.5
0

0.0

‐2 ‐1.5 ‐1 ‐0.5 0 0.5 1 1.5 2

2.5 3 3.5

4 4.5 5 5.5 6 6.5

7

7.5 8

‐5.0 ‐ ‐4.5
‐4.5 ‐ ‐4.0
‐4.0 ‐ ‐3.5
‐3.5 ‐ ‐3.0
‐3.0 ‐ ‐2.5
‐2.5 ‐ ‐2.0
‐2.0 ‐ ‐1.5
‐1.5 ‐ ‐1.0
‐1.0 ‐ ‐0.5
‐0.5 ‐ ‐0.0
0.0 ‐ 0.5
0.5 ‐ 1.0
1.0 ‐ 1.5
1.5 ‐ 2.0
2.0 ‐ 2.5
2.5 ‐ 3.0
3.0 ‐ 3.5
3.5 ‐ 4.0
4.0 ‐ 4.5
4.5 ‐ 5.0
5.0 ‐ 5.5
5.5 ‐ 6.0
6.0 ‐ 6.5
6.5 ‐ 7.0
7.0 ‐ 7.5
7.5 ‐ 8.0

‐2.5 ‐ ‐2.0
‐2.0 ‐ ‐1.5
‐1.5 ‐ ‐1.0
‐1.0 ‐ ‐0.5
‐0.5 ‐ ‐0.0
0.0 ‐ 0.5
0.5 ‐ 1.0
1.0 ‐ 1.5
1.5 ‐ 2.0
2.0 ‐ 2.5
2.5 ‐ 3.0
3.0 ‐ 3.5
3.5 ‐ 4.0
4.0 ‐ 4.5
4.5 ‐ 5.0
5.0 ‐ 5.5
5.5 ‐ 6.0
6.0 ‐ 6.5
6.5 ‐ 7.0
7.0 ‐ 7.5
7.5 ‐ 8.0

‐4.5 ‐4 ‐3.5 ‐3 ‐2.5 ‐2 ‐1.5 ‐1 ‐0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
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‐5 ‐4.5 ‐4 ‐3.5 ‐3 ‐2.5 ‐2 ‐1.5 ‐1 ‐0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

2.5 3

3.5

4 4.5

5 5.5 6 6.5

7 7.5

判別z得点
判別得点

判別得点

図-Ⅳ.2.1.1 各地震における崩壊発生率の比較

図-Ⅳ.2.1.3 各地震における崩壊発生倍率

0.0
0.025

20

東北地方太平洋沖地震

崩壊発生倍率

崩壊発生率（％）

崩壊発生倍率平均値（全地震）

0.02
0.0
0.015
0.0

0.0
0.01
0.0
0.005
0
0.0

15

崩壊発生倍率平均値（東北地方太平洋沖地震除く）
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図-Ⅳ.2.1.2 東北地方太平洋沖地震での判別得点と

図-Ⅳ.2.1.4 全地震における崩壊発生率/平均崩壊発

崩壊発生率

生率の関係

97

する傾向が見られた。一方、東北地方太平洋沖地震で

Ⅳ.2.1.4 結論

は、他の地震同様、判別得点が 4～5 程度を境に、崩

本検討では、過去に国総研砂防研究室で提案してき

壊発生倍率が急激に増加する傾向は他の地震と共通し

た地震による斜面崩壊危険度評価判別式を用いて、定

ていたが、判別得点が同じでも崩壊発生倍率が 10 倍

量的に様々な地震に共通して適応できる斜面崩壊危険

程度小さい結果となった。

度評価手法の検討を行った。その結果、ここで検討し

次に、対象地震すべてのデータを用いて、判別得点

た 6 つの内陸型地震の全てで国総研砂防研究室で提案

と崩壊発生倍率を示した（図-Ⅳ.2.1.4）
。ただし、東北

してきた地震による斜面崩壊危険度評価判別式で得ら

地方太平洋沖地震は傾向が異なることが図-Ⅳ.2.1.3 で

れる判別得点と「検討対象エリアの平均崩壊発生率に

示唆されたため、
対象 7 地震すべてを分析したものと、

対する崩壊発生率」の比は、1 つの関係で概ね表現可

東北地方太平洋沖地震を除いて分析したものを示した。

能なことを示した。一方、海溝型地震の東北地方太平

ここで、東北地方太平洋沖地震を除いて示した関係に

洋沖地震では、内陸型地震に比べて、
「検討対象エリア

ついて、崩壊発生倍率をみることで、指数増加の関係

の平均崩壊発生率に対する崩壊発生率」の比の 10 分

が得られることが分かる。さらに、この関係について

の 1 程度となった。これらの成果により、より広範な

縦軸を対数化したものが図-Ⅳ.2.1.5 である。

タイプの地震に対して共通の手法により斜面崩壊危険

図-Ⅳ.2.1.5 で得られた関係に近似曲線を求めると次

度評価ができるようになりつつある。ただし、判別得
点と海溝型地震の崩壊発生率の関係についてはまだ 1

の近似式が導出される。
0.5828 F

Rh  0.3824  e

例しかないので、今後さらなる検討が必要である。

（2）

なお本稿は平成 26 年度砂防学会研究発表会にて発

Rh：崩壊発生率の倍率、F：判別得点

表された「地震時斜面崩壊危険度評価手法の高度化に
関する検討 6）」を本研究報告書の趣旨に鑑み、再構成

上式を用いることにより、内陸型の地震に対しては、

したものである。

判別得点が何点の場合に、ある斜面の崩壊発生率が地
震の影響範囲
（地震によって斜面崩壊が発生する範囲）
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Ⅳ.2.2 地震発生後の土砂災害警戒避難雨量基
準の設定

崩壊が認められなかった斜面で、新たに崩壊が発生し
た拡大崩壊発生時点と他の崩壊発生事例時点の降雨指
標が比較され、拡大崩壊発生時点の降雨指標は 3 割か
ら 5 割程度の少ない値を示していた 1）。

Ⅳ.2.2.1 背景
降雨を誘因とする土砂災害を対象とした防災情報

こういった崩壊発生事例に対応するため、
2007 年に

として、都道府県及び地方気象台により土砂災害警戒

都道府県及び地方気象台に対して、国土交通省と気象

情報が発表される。この土砂災害警戒情報は、時間雨

庁は、土砂災害警戒情報における地震等発生後の暫定

量及び土壌雨量指数を指標とした雨量基準線(CL：

基準について設定方法と解除の考え方を示した（図-

Critical Line)を設定し、実況および予測雨量の推移を

Ⅳ.2.2.1.1、表-Ⅳ.2.2.1.1）2）。しかし、この考え方は

示すスネークラインが 2 時間以内に CL を超過すると

経験的な知見から設定されたもので、定量的な根拠に

予想された時に発表される（図-Ⅳ.2.2.1.1）
。

乏しかったため、実事例を用いて検証することが求め
られていた。
Ⅳ.2.2.2 地震発生後に暫定基準を適用する妥当性の
検証
2011 年東北地方太平洋沖地震が発生した 3 月 11 日
から 9 月 29 日まで 22 回の震度 5 強以上を観測する地
震が発生し、9 都県で暫定基準が運用された。これら
の地震後の降雨により、図-Ⅳ.2.2.1 に示した領域②や
領域③において32 件の土砂災害が発生した。
そこで、
この発生事例を用いて、地震発生後に暫定基準を適用
することの妥当性及び設定方法と解除の考え方につい
て国総研危機管理技術研究センター砂防研究室におい

図-Ⅳ.2.2.1.1 スネークラインによる超過判定領域区分

て検証を行った 3）。

表-Ⅳ.2.2.1.1 暫定基準設定及び解除の考え方

図-Ⅳ.2.2.1.1 左側に基づいて、図-Ⅳ.2.2.1.1 右側及

暫定基準設定
H19.12.17 事務連絡

震度 5 強で通常の 7～8 割、震度 6 弱以上で

（検証前）

5～6 割に引き下げ

H25.5.15 事務連絡

震度5 強で通常の 8 割、震度6 弱以上で 7 割

（検証見直し後）

に引き下げ

び図-Ⅳ.2.2.2.1に、
32件の土砂災害を対象災害として、
どの領域で発生したかを震度毎に整理した。

暫定基準解除
H19.12.17 事務連絡

被害状況、土砂災害危険箇所の緊急点検や

（検証前）

応急復旧対策等の状況、および降雨等による
土砂災害発生状況等により解除

H25.5.15 事務連絡

地震後の崩壊発生が通常基準で捕捉できて

（検証見直し後）

おり見逃しが無いことが複数降雨で確認でき
た場合に解除

降雨を誘因とする土砂災害については、地震動によ

図-Ⅳ.2.2.2.1 対象災害の発生領域と震度の関係

り斜面に亀裂が生じるなど地盤状況が変化することで、
地震発生後には地震前と比較して少ない降雨でも崩壊

土砂災害発生時点で対象市町村内のスネークラインが

が発生すると言われている。例えば、平成 7 年兵庫県

通常 CL 超過後(領域①)であった災害を捕捉と判定す

南部地震で発生した崩壊と他の崩壊発生事例を降雨指

る。地震時以外は通常 CL での災害捕捉率の全国平均

標（時間・積算雨量、タンク貯留量、実効雨量）に着

値は 75％である。一方、図-Ⅳ.2.2.1 のとおり、地震後

目して比較した事例がある。この事例では地震直後に

の通常 CL での災害捕捉率は 68.8%となり低下する。
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このため、CL を暫定的に引き下げ(暫定 CL)、暫定 CL

暫定基準を適用すると、
空振り率･超過頻度がともに増

超過後(領域②)の災害を捕捉できるようにすると捕捉

加することから、拡大崩壊のおそれがなくなった場合

率は 87.6%となる。このように、地震時には暫定基準

には速やかに通常基準に戻す必要がある。表-Ⅳ.2.2.1

を適用することの妥当性が確認された。さらに、図-

に示した暫定基準解除の考え方は、複数回通常基準を

Ⅳ.2.2.2 のとおり、領域①から領域③と降雨規模が小

上回る降雨があり、かつ通常基準以下の降雨で新たな

さくなるに従って、各領域の土砂災害に占める震度 5

崩壊が無い場合に検討されるのが一般的である。この

強・6 弱の割合は下がるが、震度 6 強の割合は増加す

ような考え方に沿って災害捕捉率について試算したと

る。これは強震動を受けるとより少ない降雨で災害が

ころ、暫定基準を継続し解除しない場合と変化が見ら

発生しやすくなることを示唆している。

れなかった。さらに、CL 超過頻度は 1 割低減した。
土砂災害警戒情報の運用成績を分析する指標類につい

Ⅳ.2.2.3 暫定基準解除の考え方の検証

て検証した結果から、通常の解除の考え方はある程度

暫定基準の適用によるCL超過時の災害非発生率(空

妥当なものと考えられた。

振り率)及び 1 年あたりの CL 超過回数(超過頻度)の変
化について分析した（図-Ⅳ.2.2.3.1、図-Ⅳ.2.2.3.2）
。

Ⅳ.2.2.4 暫定 CL のより適切な設定方法の検討

暫定基準では、同じ期間に通常基準を適用した場合と

暫定基準による空振り率や超過頻度の増加をでき

比べ、空振り率は 2%増加し、超過頻度は約 2 倍に増

る限り抑制するには、引き下げ率を捕捉率が維持でき

加した。

る必要最小限に抑えることが望ましい。そこで、暫定
基準で捕捉できた領域①及び領域②に含まれる災害の
28 件について、実運用時の引き下げ率と捕捉可能最小
。実
限の引き下げ率の関係を示した。
（図-Ⅳ.2.2.4.1）
際に運用された引き下げ率に対して最小限の引き下げ
率は同じか小さく、実態は安全側で運用されていたこ
とが確認できた。検討した事例から得られた最小限の
引き下げ率を適用した場合、暫定基準は震度 5 強以上
の地震は通常の 8 割、震度の 6 弱以上は通常の 7 割と
なる。そこで、通常 CL、最小限の引き下げ率、運用
された引き下げ率について超過頻度と空振り頻度を比
較した（図-Ⅳ.2.2.4.2）
。CL 超過頻度と空振り頻度は
実際に運用された引き下げ率適用時と比較して最小限
の引き下げ率適用時が減少していた。そのため、暫定

図-Ⅳ.2.2.3.1 通常 CL 適用時の空振り率と暫定 CL 適

CL の設定には捕捉可能な最小限の引き下げ率(震度 5

用時の空振り率の比較

強以上の地震は通常の 8 割、震度の 6 弱以上は通常の
7 割)を適用することが望ましいと国土交通省と気象
庁に対して提案した。

図-Ⅳ.2.2.3.2 通常 CL 適用時の超過頻度と暫定 CL 適
図-Ⅳ.2.2.4.1 実際に運用された引き下げ率と捕捉

用時の超過頻度の比較

可能な最小限の引き下げ率の関係
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Ⅳ.2.3 合成開口レーダ画像を用いた大規模崩
壊地の迅速な調査手法の提案
Ⅳ.2.3.1 はじめに
地震に伴う斜面崩壊による被害状況を迅速に把握す
ることは、応急対応や二次災害防止のために重要であ
る。
しかし、地震の影響は広域に及ぶ場合があり、また道
路の寸断等により陸路での現地の被害状況確認が困難
な場合もあるため、被害状況の把握に時間がかかる。
図-Ⅳ.2.2.4.2 CL 超過頻度と空振り頻度（通常時、

そのため、広域の被害状況を面的に調査する手法とし

暫定基準（最小限の引き下げ率）
、暫定基準（地震時運

て、人工衛星（観測幅数 10km 程度）や航空機（観測

用）
）

幅数 km 程度）に搭載されたセンサを用いて上空から
調査可能なリモートセンシング技術の活用が有効であ
る。

Ⅳ.2.2.5 まとめ
2011 年東北地方太平洋沖地震後 7 ヶ月の降雨デー

本研究では、人工衛星や航空機に搭載されたセンサ

タ及び土砂災害発生データを用いて暫定基準の設定方

を用いたリモートセンシングによる斜面崩壊の判読調

法について検証が行われた。検証を行った結果、強い

査手法について検討を行った。また、国内観測史上最

地震動を多く経験することでより小さな降雨により崩

大規模の地震が発生した 2011 年 3 月 11 日東北地方太

壊しやすくなる傾向が確認でき、暫定基準を設定する

平洋沖地震により、広域的に発生した斜面崩壊の分布

ことの妥当性が示された。暫定基準解除の考え方につ

状況をリモートセンシングにより調査した結果を示す

いても崩壊発生が捕捉できていることが確認でき妥当

ものである。

と考えた。暫定基準とする必要最小限の引き下げ率を
検討して震度 5 強で 8 割、震度 6 弱以上で通常基準の

Ⅳ.2.3.2 光学画像を用いた判読調査・崩壊分布の把握

7 割とすることを国土交通省砂防部に提案した。国土

（1) 背景
人工衛星や航空機に搭載されている光学センサは、

交通省と気象庁は提案された引き下げ率を採用して

1m より高分解能なものが運用されている。東北地方

2013 年に運用が改訂された。

太平洋沖地震の際には、光学センサによる広範囲で高
参照文献

分解能な画像が取得されている。そこで、これらの光

1) 冨田陽子、桜井亘、中庸充、六甲山系における地震

学画像を用いて判読できる崩壊地の規模を調査すると

後の降雨による崩壊地の拡大について、砂防学会誌、

ともに、今後の地震による土砂災害の危険度評価等の

Vol.48、No.6、p.15-21、1996

ための基礎資料として、広域的な強振動を伴った東北

2) 国土交通省河川局砂防部、土砂災害警戒情報におけ

太平洋沖地震の崩壊地判読調査を行った。判読に使用

る地震発生後の暫定基準について（平成 19 年 12 月

した光学画像は、①1m より高分解能であること、②

17 日事務連絡）
、
砂防便覧、
治水砂防協会、
p.1127-1129、

撮影日が明示されていること、③経済的・汎用的に入

2010
3) Yasuhiro Nomura、Atsushi Okamoto、Kazumasa

手・利用可能であることの条件に合致し、地震の前後

Kuramoto 、 Hiroshi Ikeda 、 Landslide-triggering

（2) 崩壊地判読調査

Rainfall Threshoulds after Major Earthquakes for
Early Warning、International Journal of Erosion

震度５強以上の地域では、斜面崩壊等の土砂災害が
発生する可能性が高いとされている１）。そこで、気象

Control Engineering、Vol. 7、No.2、2014

庁発表の推計震度分布で「震度６以上の地域を全て網

に撮影された、Google earth 画像と航空写真を用いた。

羅し、かつ震度５強以上とされた地域が概ね含まれる
範囲」
（東西約 100km、南北約 450km）を調査範囲と
した。
調査範囲において、Google earth 上に掲載された震
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著しく視認性が低下する。このように、光学画像は、
撮像時点の日照状況により色調が大きく異なることか
ら、特に日陰となりやすい急峻な谷地形では、河道閉
塞（天然ダム）を伴うような大規模崩壊を見逃さない
ように留意する必要がある。対処法の一つとしては、
色調補正等の画像処理を適宜行いながら、河道に沿っ
て崩壊地判読を進めることが挙げられる。
地図データ: Google、DigitalGlobe

©JAXA

図-Ⅳ.2.3.2.1 分解能による崩壊地画像の違い（名取川）
左：2011.4.6 Google earth画像（分解能約1m）
右：2011.3.12 ALOS AVNIR-2画像（分解能約10m）

地図データ: Google、DigitalGlobe

図-Ⅳ.2.3.2.2 日照の有無による崩壊地画像の違い
（Google Earth画像2011.4.6 福島市内 摺上川）
災後の高分解能光学画像、及び震災前後に撮影された

図-Ⅳ.2.3.3.3 東日本大震災の本震に伴う崩壊分布

航空写真を用いて、崩壊地判読を実施し、各崩壊地の

（背景図：東北地方太平洋沖地震の推計震度分布（気象庁）
）

土砂生産域を GIS データ化した。その際、東北地方整
備局が把握する「土砂災害の発生箇所」や、日本地す

（3) 調査結果

２)

べり学会の取りまとめ結果 についても参照した。

判読の結果、東北太平洋沖地震の本震に伴う崩壊地

崩壊地判読の精度は画像の分解能に大きく依存す

として 1,114 箇所を抽出し、主要な崩壊地については

る。崩壊幅約 30m 程度の崩壊地での分解能による視

網羅的に抽出された（図-Ⅳ.2.3.2.3）
。なお、震災直後

認性の違いを図-Ⅳ.2.3.1 に示す。分解能 1m 程度の高

に、陸域観測技術衛星の ALOS（Advanced Land

分解能画像は、巨礫であれば直径数 m 程度の大きさま

Observing Satellite ） に 搭 載 さ れ た 光 学 セ ン サ

で識別できるため、伐採跡地や採石場等の誤抽出が軽

AVNIR-2 により観測された画像から抽出できていた

減され、崩壊斜面や崩積土の堆積範囲が比較的容易に

崩壊地は、
比較的崩壊規模が大きい17 箇所であった。

判読できる。一方、分解能 10m 程度の画像では、崩

今回の判読における留意事項として、判読対象範囲内

壊斜面や崩積土等の視認性が著しく低下し、崩壊地の

の一部に、高分解能画像が入手・利用できない未判読

抽出自体が困難となる。従って、崩壊幅約 30m 程度

エリアがあること、崩壊幅約 20～30m より小規模な

の小規模な崩壊地について見落としを減らすには、
1m

崩壊地や、亀裂変状など土砂移動が顕在化していない

程度より高い分解能を確保する必要がある。

崩壊地を見逃している可能性があること等が挙げられ

また、崩壊地判読の視認性を低下させる要因として、

る。
しかし、
主要な崩壊地は網羅的に抽出されており、

日照による影響も考慮する必要がある。図-Ⅳ.2.3.2 に

震災に伴う崩壊分布特性を言及するのに十分な基礎情

示す地域では、東側の崩壊地群は日なたに位置するた

報を記録することができた。判読された崩壊分布から

め明るく、色調の違いによる判読が容易である。しか

読み取れる特徴として、広範囲で震度 5 強以上を観測

し、西側の崩壊地群は日陰のため全体的に暗くなり、

したにも関わらず、崩壊発生密度はそれほど高くなか
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ったことがうかがえる。また、土砂災害の発生密度が
必ずしも本震の震度とは対応していないことも挙げら
れる。なお、今回の崩壊地判読結果は、被害の有無を
考慮していないため、被害が生じた箇所が対象の「土
砂災害の発生箇所」の報告とは異なることに留意され
たい。
また、光学画像を用いて比較的小規模な崩壊地(幅
20m 以下)の判読抽出を行うためには、拡大すると斜
図-Ⅳ.2.3.4 光学画像（左図）とSAR画像（右図）

面崩壊で発生した個別の岩塊が判別可能で、伐採跡地
や採石場等と崩壊地がより明確に区別出来ることから、
1m より高分解能な画像が必要である。分解能の 20～

の整理を行った。その結果、大規模崩壊を対象にした

30 倍程度より大規模な崩壊地(今回においては幅約 20

判読調査においては、観測に用いるマイクロ波の波長

～30 m 以上)は、より確実に判読抽出できるが、それ

の違い（X、C、L）では、視認性に大きな違いがない

より小さな崩壊地は、判読出来ず見落としが生じやす

ことや、分解能 3m～8m 程度の画像では、平面投影面

いことが分かった。

積が概ね1ha以上大規模崩壊や河道閉塞を判読するこ

なお、本内容は水野ほか（2014）３)を本研究報告書

とが出来ることが分かった。また、目視判読の効率化

の趣旨に鑑み、再構成したものである。

や判読結果の一定の精度を確保するための判読手順や
チェックリストの整理等、緊急時の効率的な判読調査

Ⅳ.2.3.3 合成開口レーダ画像を用いた迅速な大規模

に資する手法を提案した 5)、6)。

崩壊地の調査手法の提案

なお、実用に向け試験レベルで運用されている航空

可視光や近赤外を観測する光学センサは、人の目が

機に搭載された SAR センサは、最高分解能 0.3m 程度

見ているような画像が得られるため、視認性が良く崩

と人工衛星搭載センサよりも高分解能での観測が可能

壊地の識別が容易であるが、夜間や雲がある場合は観

であり、今後、実用された場合には、より小規模の崩

測できない。そこで、昼夜・天候を問わずに発生する

壊地の判読が期待される。

地震時に、迅速に被害状況を把握する手段として、合
成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar: 以下、

Ⅳ.2.3.4 結論

「SAR」という）を用いた判読調査手法の検討を行っ

本研究では、地震時に広域を面的かつ効率的に調査

た。

する手法として、人工衛星や航空機に搭載されたセン

SAR センサは、マイクロ波を地表面に斜めに照射し、

サを用いたリモートセンシングによる斜面崩壊の判読

地表面からの後方散乱波を受信する能動型センサであ

調査手法の検討を行った。

る。マイクロ波は雲を透過することができ、また、観

光学センサ、SAR センサで、判読調査に用いる画像

測に太陽光を使用しないため、全天候で観測すること

の取得タイミングや把握可能な崩壊地の規模等、それ

ができ、夜間の観測も可能である。人工衛星に搭載さ

ぞれ特徴があるため、地震後の天候や時間、調査によ

れている合成開口レーダはセンサにより波長の異なる

り把握したい事項に応じて、効果的に組み合わせるこ

X、C、L バンドのマイクロ波が用いられており、高分

とが重要と考える。また、被害状況を迅速に観測する

解能のものは、数十 km の範囲を観測する場合、観測

上で、人工衛星の観測機会は限られるため、複数衛星

する偏波数に応じて分解能は 3m～8m 程度である。

の利用を想定する必要がある。また、観測の迅速性や

SAR 画像はマイクロ波の反射強度を表す画像であり、

柔軟性、高分解能画像による判読精度の向上が期待さ

画像に歪みや倒れ込みがあるのが特徴で、光学画像に

れる航空機の活用も含め、リモートセンシングを用い

比べて地被状況（裸地や植生の違い等）の判別が難し

た災害時の判読調査における最適なオペレーションに

い（図-Ⅳ.2.3.4）
。そのため、平成 23 年 9 月の紀伊半

ついて、そのアルゴリズムや調査箇所の優先度評価技

島大水害で発生した河道閉塞箇所を事例とした判読調

術などを検討していきたい。

査結果 4)等をもとに、人工衛星 SAR 画像による崩壊地
の判読に適した観測条件や判読可能な崩壊地の規模等
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回数の設定等、施工上の留意点を取りまとめた。

Ⅳ.3 下水道関係の地震・津波対策の向上

また、地震発生後の迅速な初動活動に資するため、
南海トラフ連動型地震時の管きょ被害の範囲や被害延

Ⅲ.4 に述べたように、東日本大震災直後の平成 23

長、必要とする支援人員を試算し、震後対応時の課題

年 4 月、国土交通省及び社団法人日本下水道協会を中

抽出及び効率的な支援体制等について検討した。

心に、学識経験者、地方公共団体、関係団体が参画し

「下水道施設の応急復旧の状況」については、応急復

て下水道地震・津波対策技術検討委員会が設置され、

旧を対象に文献調査やアンケート調査を行い、その実

国総研も参加し共同して下水道地震対策、各種技術指

態を把握するとともに設置期間、処理方式等の分析を

針見直し等について検討した。
委員会は７回開催され、

行い、今後の課題について取りまとめた。

最終報告書として平成 24 年 3 月に「下水道地震・津

Ⅳ.3.1 下水処理に関わる震災と緊急対応およ
び復旧手順

波対策技術検討委員会報告書」を発刊した。
国総研および土研の下水道関係部署では、本委員会
へ参画するとともに、独自に下水道に関係する様々な
調査研究を行った。両研究所の下水道関係部署は相互

Ⅳ.3.1.1 災害時の下水の排除・処理

に役割を分担して連携を図り、下水道分野の研究とし

(1) 災害時における下水の排除・処理に関する考え方

て「下水処理場への影響と対応」
、
「下水管きょの耐震

東日本大震災による甚大な被害を受けた箇所では、

対策と被害推定」
、
「下水道施設の応急復旧の状況」等
の課題について取りまとめた。
「下水処理場への影響と対応」については、災害時
の下水排除・処理、及び下水汚泥の放射性物質への対
応について調査検討した。
震災による甚大な被害を受けた箇所では、下水道地
震・津波対策技術検討委員会報告書（下水道地震・津
波対策技術検討委員会、平成 24 年 3 月）において緊
急措置及び段階的復旧の考え方が示され、これに基づ

「下水道地震・津波対策技術検討会」
の報告において、
緊急措置及び段階的復旧の考え方が示され、これに基
づき段階的な応急復旧などが実施された。
国土交通省本省と国総研では、本震災への対応で得
られた知見を活かし、被災時に下水道機能を確保する
具体的方策を明らかにするため、応急復旧段階にある
下水処理場の処理機能と放流先水域への影響を調査す
るとともに、災害時における適切な管理手法について
検討した。また、被災自治体における対応事例につい

き各事業者により段階的な応急復旧などが実施された。
国総研ではその後の調査や対応事例の検討による知見
等に基づき「災害時における下水の処理・排除に関す
る考え方（案）
」を作成した。
これと関連して、土研材料資源研究グループリサイ
クルチーム（当時）では被災下水処理場を対象とした
継続的な現地調査や消毒実験を実施し、段階的な復旧
対策技術による有機物や病原微生物の除去及び消毒効
果の改善を評価した。
また、下水汚泥の放射性物質への対応として、現地
調査により福島第一原子力発電所から放出された放射
性物質によって下水汚泥等が汚染されたメカニズムと

ても調査分析した。
これらの調査検討に基づき、学識者、地方公共団体
等による「災害時の復旧段階における下水処理の適正
な管理に関する検討会」
（委員長：大村達夫東北大学教
授）における審議結果も踏まえ、
「災害時における下水
の排除・処理に関する考え方（案）」（国土交通省、
2012.9）を作成し国土交通省のホームページで公表し
た。1)本書は、災害時に必要な下水の排除及び処理機
能を、現場状況に応じた「緊急措置」により確保する
とともに、段階的な「応急復旧」により向上させる考
え方を示すものである。
「緊急措置」は、被災直後に施設の被災状況全般を

中期的影響、汚染された下水汚泥からの放射性物質の
溶出可能性、安全な取り扱い等について検討した。
「下水管きょの耐震対策と被害推定」については、
管きょの耐震対策と被害想定について調査検討した。
下水道管きょ埋戻し部の液状化対策工法について、
耐震効果を確実に発揮させるため、埋戻し実験を行っ
た。土質や地下水位、転圧方法により得られる品質が
異なることを明らかにし、事前の試験施工による転圧

把握し、緊急措置を実施する上で制約となる事項を整
理した後、被災者の生活空間から下水を速やかに排除
し、水系感染症を防止するものである。この際に必要
な検討、措置、広報など委員会報告の要点に加え、本
震災における対応事例について解説している。
「応急復旧」は、処理機能の本復旧を進める段階に
おいて、本普及までに時間を要する場合、都市の衛生
確保および放流先水域の水質保全を速やかに達成する
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ために、暫定的に行う処理方式を検討し、実施するも
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(2) 段階的復旧対策による水質改善効果

Ⅳ.3.1.2

下水汚泥の放射性物質への対応

前述のとおり、土研材料資源研究グループリサイク
ルチーム（当時）では、被災下水処理場を対象とした

福島第一原子力発電所事故に伴い飛散した放射性物

段階的復旧対策技術による水質改善効果について調査

質が東日本を中心とする多くの下水汚泥から検出され

した。2)

た。国土交通本省と国総研では、本事故への対応とし

東日本大震災の津波により壊滅的な被災を受けた沿岸

て、汚染機構解明のための現地調査、放射性物質の下

部に位置する下水処理場では、水処理の復旧に長期間

水処理施設における挙動調査、放射性物質の下水処理

を要した。このため、段階的な対策の実施により水質

への影響調査、
下水汚泥中の放射性物質の溶出性調査、

の改善が図られたが、これまで経験したことのない状
況での対応であり、特に衛生学的安全性の確保のため
に対策がどのように寄与し、また、留意点が何なのか
を明らかにしておくことは、今後の被災時対応にとっ
て重要である。
本研究では、被災した下水処理場を対象とした継続
的な現地調査や消毒実験を実施し、段階的な復旧対策
技術による有機物や病原微生物の除去および消毒効果
の改善を評価した。

放射性物質を含む汚泥による被爆を防止するための方
法に関する調査などを実施した。
これらの調査によって得られた知見は、放射性物質
の専門家を含む有識者、地方公共団体等による「下水
道における放射性物質対策に関する検討会」
（座長：楠
田哲也北九州市立大学教授）
（以下、本検討会という）
における審議結果を踏まえ、
「下水道における放射性物
質対策に関する検討会 中間取りまとめ」
（国土交通省
2011 年 11 月）
（以下、本書という）として、国土交通

その結果、初期対応での簡易沈殿処理法は、沈殿汚
泥により生成する還元性物質が消毒剤を消費して消毒
効果に影響するため、汚泥の引き抜き管理の重要性が
明らかとなった。また、沈殿処理水に凝集沈殿処理を
加えることにより、消毒効果が向上する結果が得られ
た。次いで、簡易曝気の復旧は、塩素消毒による大腸
菌群の不活化効果の向上に寄与していた。さらに、曝
気および汚泥の返送系が復旧することにより、生物処
理後の大腸菌群やノロウイルスの濃度が低下するとと
もに、消毒における残留塩素の割合が増し、消毒効果
が向上した。なお、活性汚泥処理への移行当初は生物
相が生成途上であることから、ウイルス除去率が劣る

省のホームページで公表された。本検討会は、ライフ
ラインの一つとして必要不可欠な下水道が、その機能
を適切に維持していくために、放射性物質により被害
を受けた状況等を的確に把握するとともに、原子力災
害対策本部の通知等を踏まえ、下水道管理者が取るべ
き今後の対応について、各方面の有識者からの意見を
取りまとめるため設置されたものである。また、本書
は下水処理場における放射性物質の挙動の解明と今後
の推移の予測、
周辺環境への影響、
情報提供のあり方、
下水汚泥の減容化対策を含めた管理方法等について検
討を行い、当該時点の知見の集約として、中間報告を
まとめたものである。本書には、下水道に関連する放

ことに留意が必要であることを明らかにした。これら
段階的復旧による処理機能の回復にともない、放流水
域の水質改善効果が確認された。

射性物質の挙動調査により、下水道への放射性セシウ
ムの流入は、主として降雨により、地表面に蓄積した
放射性物質が洗い流されることによって生じるもので
あること、
放射性セシウムは主に汚泥に移行しており、
汚泥の適切な処理が最も重要であると確認したこと、
下水汚泥を焼却や溶融する施設の排気中の放射性物質
を調査した結果、放射性セシウムは不検出であり、環
境中への放出は認められなかったこと、下水汚泥焼却
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灰・溶融スラグの放射性セシウムの溶出試験を行い、

戻し土の締固め、砕石等による埋戻し、埋戻し土の固

水と接触してもほとんど溶出しないことを確認したこ

化）が示されている。国総研下水道研究室は、地震後

と、等が示されている。また、放射性物質を含む汚泥

に耐震対策を施した管路施設の耐震効果について地震

の安全な保管方法に関する調査の結果から汚泥の放射

後（平成 23 年 10 月）に調査を実施した。その結果、

能濃度に応じた保管場所の遮蔽構造と隔離距離（立入

3 工法の内 2 工法（砕石等による埋戻し、埋戻し土の

制限範囲）の関係が示された。

固化）の施工箇所については、無被災又は、非常に軽

なお、本書において今後の課題の一つとして下水汚泥

微な被害であり、耐震効果が発揮されていることが分

の埋立処分における放射性セシウムの挙動に関する知

かった 2)。なお、埋戻し部の液状化対策の１つである

見を得るための調査が必要であるとされたことを受け

締め固め工法については、東日本大震災後に設置され

て、国総研は最長 64 日の長期浸出実験を行い、下水汚

た下水道地震・津波対策技術検討委員会において、確

泥中の放射性セシウムはほとんど溶出しないという結

実に 90％以上の締固め度を得ることが困難な場合が

果を得た。

あるため、採用に当たっては十分に注意が必要である

なお、放射性物質を含む下水汚泥の取扱は、「平成

ことが指摘された。

23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴

このため、締固め度 90％を確保するための施工方法

う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

及び施工管理方法を明らかにすることを目的とし、撒

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」
（放射性

き出し厚や転圧方法、土留め有無、土の含水率など施

物質汚染対処特措法、平成 24 年 1 月 1 日全面施行）及
び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（廃棄物処理
法）等の関係法令等に従って行われることとなった。

工の効率性に影響を与える因子をパラメータとした試
験施工を実施した（図-IV.3.2.1.1）
。

参照文献
１）對馬、小越、山下、原田，”下水処理場における放
射性セシウムの挙動調査及び溶出試験” 水環境学会
誌，vol.36，No.1，23-28 頁，2013 年 1 月，
（公社）日
本水環境学会
２）對馬、小越，”放射性物質を含む下水汚泥を用いた
長期浸出試験”，下水道協会誌 vol. 50，No.607，
108-112 頁，2013 年 5 月，
（公社）日本下水道協会
３）下水道における放射性物質対策に関する検討会
“中間とりまとめ” 20-47 頁，2011 年 11 月，国土交
通省水管理国土保全局下水道部」

図-Ⅳ.3.2.1.1 試験施工用の実験土槽イメージ
この結果、所定の締固め度を得るには、埋め戻しに
用いる土の品質管理、撒き出し厚等の転圧方法の管理
を確実に遂行する必要がある一方、それらをすべて管
理することは施工効率を著しく悪化させる可能性があ
ることが分かった。また土留め壁を用いた場合、引き
抜き後締固めた土層が緩む危険性があることが明らか
となった 3)。これらのことから、締固め工法の採用に
は、最適な含水率や転圧回数の設定が重要であり、事
前の試験施工を行うことが望ましいことや、現場での

Ⅳ.3.2 下水道管きょの耐震対策と被害推定
Ⅳ.3.2.1 管きょ埋め戻部における締固め工の管理手法
の提案
東日本大震災における下水道管きょの被害は、132
市町村等 648ｋｍにも及ぶ過去に日本が経験したこと
のない甚大な被害であった。被害要因の多くは、液状
化によるものであった。平成 25 年度末時点の下水道
管きょの耐震化率は 38％（国土交通省調べ）1)と非常
に低く、今後懸念される地震に備えるためにも迅速な
下水道施設の耐震化が求められている。
「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協
会）
」に液状化対策として管きょの埋戻し 3 工法（埋

簡易な管理手法として RI 試験器等を用いること等を
提案した。これらの成果は、国総研・土研 東日本大
震災報告会 3）及び第 50 回下水道研究発表会 4)で公表
したほか、
「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年
版－（日本下水道協会）
」４）に反映された。
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Ⅳ.3.2.2 南海トラフ地震に対する管路施設の被害推

で、
減災対策の一助となることを期待するものである。

定とその活用
近い将来に発生が予想される南海トラフ地震では、
東日本大震災を大きく上回る下水道施設被害が予想さ

表-Ⅳ.3.2.2.1 震源や複数地震の連動性の組合せ
ケース

内閣府設定地震の組み合わせ

れる。地震後においても下水道機能を継続的に確保す

地震規模 必要支援人

ケース1

震度・PL値平均

小

約200人

るためには、地震後における円滑な被害把握のための

ケース2

西側震源（震度・PL値最大）

中

約800人

人的・物的支援と早期の下水道機能復旧支援が重要で
ある。これら支援を迅速かつ的確に行うには、より正

ケース3

東側震源（震度・PL値最大）

中

約900人

ケース4

震度・PL値最大

大

約1700人

*支援達成率＝（震度5弱以下自治体の技術系職員数の30%）/（震度6弱以上の地域の必

確な被害想定を行い、どこの都市にどれだけの人的物
的支援を要するのかを予め推測し、下水道 BCP を作
成したり、必要な支援ルールを構築したりし、有事に
備えることが重要である。
このため、南海トラフ地震を想定した複数の被災シ
ナリオ（中央防災会議の「南海トラフの巨大地震モデ
ル検討会（第二次報告）強震断層モデル編－強震断層
モデルと震度分布について－」を参考）5)に基づき、
管路施設や処理場の被害量及び復旧支援人員等の推測
を行うとともに、効率的な復旧支援に向けた課題を整
理した。
南海トラフ地震での下水道施設の被害規模は、管路
施設が震源や複数地震の連動性（表-Ⅳ.3.2.2.1 参照）
により被害が異なり東日本大震災の４～10 倍、津波に
よる処理場被害は「南海トラフ巨大地震の被害想定に
ついて（第二次報告）
」6)で算出されている最大津波高
さの場合で中部から九州にかけての沿岸部にある約

図-Ⅳ.3.2.2.1 南海トラフ地震時の支援イメージ

90 箇所が浸水による稼働停止の危険があると推定さ
れた。
この推定結果に基づき、過去の被害状況及び支援実
績から震度 6 弱以上が想定される地方公共団体で復旧
支援が必要と仮定し、１次調査及び２次調査に要する
人員を算出した。この結果（図-Ⅳ.3.2.2.1 参照）
、被災
していない全国地域の下水道技術系職員の 30%を上
限として派遣することを前提とした場合、小~中規模
地震（ケース 1～3）では概ね対応が可能であるが、最
大規模の地震（ケース 4）が発生した場合には、必要
とする約半分の復旧支援人員しか確保できないことと
なった。よって、最大規模の地震に対しては、ボラン

Ⅳ.3.2.3 地震後の不明水量の変化に着目した下水道
管路被災のマクロ・迅速把握

ティアや下水道関係機関・OB 等の人材の確保や、民
間企業への協力要請など、広範囲な支援が必要である
他、震源地や地震規模容に応じて重点的に支援する都
市を選定し、支援の輪を全国に広げる必要がある等が
考えられた。7)
これらの成果は、国総研資料第 823 号 8)及び土木
技術資料 7)で公表するとともに、支援ルール等作成の
基礎情報や防災訓練時のシナリオとして活用すること

することで、地震による管きょの損傷具合が把握でき
る可能性がある。
地震後における初動活動を迅速に行うため、被害状
況をマクロ的に推定することを目的とし、地震前後の
不明水量の変化傾向（図－Ⅳ.3.2.3.1 参照）について
検討した。検討は、下水道統計等から過去の不明水量
と東日本大震災発生後の不明水量の変化を比較し、地
震後の不明水量と地震による被害規模の関係を把握し

大規模地震が発生すると、液状化現象による管きょ
やマンホールの浮き上がり・沈下のほか、管きょ継ぎ
手部の抜けや管きょの損傷といった不具合が生じる。
管きょは通常、高い水密性を有しているが、地震でこ
れらの不具合が生じた場合、水密性が保持できなくな
り、大量の地下水等が不具合部を経由して下水道管き
ょ内に流入することがある（以下、
「不明水」という）
。
平成 20 年岩手・宮城内陸地震時における筆者らの
調査 10)でも、地震直後に処理場流入水量が増加した事
例が確認されており、地震後の処理場流入水量に着目
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た。得られた関係性に基づき、地震前後の不明水量変

の締固め工法の技術的課題、下水道研究発表会（第 50

化による地震被害程度の推定可能性を考察した。

回）
、2013.6

この結果、平成 23 年度の実績不明水率と平成 18～

4)「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版－、

22 年度の直線近似式より求めた想定不明水率から、増

日本下水道協会、2014.7

加率を算出したところ、震災の影響の大きかった都道

5)南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）

府県で例年と違う不明水率の傾向が示された。福島県

強震断層モデル編－強震断層モデルと震度分布につい

と千葉県の市町村単位における検討では、種々の地震

て－、内閣府中央防災会議、平成２４年８月２９日

観測値を用いて不明水量との相関を調べた結果、震度

6)南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報

5 弱以上の場合、不明水率が 1 割以上増加する懸念が

告）
、

示された（図－Ⅳ.3.2.3.2 参照）
。なおこの成果は、下

内閣府中央防災会議、平成２４年８月２９日

水道協会論文として公表している 10)。

7)深谷渉、松橋学、横田敏宏、南海トラフ連動型地震

これらの成果により、膨大な管路ストックを１つず

で想定される下水道施設被害と効果的復旧支援、土木

つ点検することなく、地震直後における管路被害の大

技術資料、VOL57.№10、2015.

略を推定することが可能となる。よって、必要な人員

9)平成 25 年度下水道関係調査研究年次報告書集。国

や資器材の目安が地震後迅速に把握でき、初動活動の

総研資料 第 823 号、2015.1

円滑化及び被害調査・復旧活動の効率化に寄与できる

10) 深谷渉、松橋学、横田敏宏、小川文章、東日本大

ものと考える。

震災による下水道不明水への影響、下水道協会誌、
VOL51.№623、2014.9

Ⅳ.3.3 下水道施設の応急復旧事例等の分析と
防災対策の提案
今後発生するおそれのある大規模地震への防災･減
災対策として、平成 26 年 3 月に中央防災会議により
大規模地震防災･減災大綱が定められ、
今後の課題とし

図-Ⅳ.3.2.3.2 計測震度と不明水の増加率の関係

て検討すべき施策、個別の具体的な施策が網羅的に取
りまとめられた。下水道事業では、耐震化や支援ルー
ルの検討が進められているが、事前防災として災害発
生時における効果的な応急復旧への取り組みが求めら
れている。
こうした中、国総研では、東日本大震災への対応で
得られた知見について、平成 24 年 9 月に「災害時に
おける下水の排除･処理に関する考え方（案）
」を作成
した。1)
被災後、多くの下水道施設において本復旧が進み、
土木躯体を利用した応急復旧の経緯について、各地方
自治体の報告書がまとめられている。2),3),4)

参照文献
1) 新下水道ビジョン、国土交通省下水道部、2015.7
2)深谷渉、下水道管路施設における耐震化技術の有効
性、国総研・土研 東日本大震災報告会～震災から一
年を経て、見えてきたこと～、2012.3
3)松橋学、深谷渉、横田敏宏、下水道管きょ埋戻し部

これらの知見を集約するため、土木躯体を利用した
応急復旧の経緯に関して文献調査を行った。また、応
急復旧施設について岩手県、宮城県、福島県の 3 県内
の被災下水道施設を対象に、アンケート調査を実施し
た。5)
大規模災害時に下水道施設が被災して機能が損失
すると、下水の流入を止めることは困難であり、まず
は放流の確保、続いて放流水の消毒、そして施設の応

図-Ⅳ.3.2.3.1 直線近似式に基づく傾向分析のイメ
ージ
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急復旧と順次機能の確保に向けて対応することとなる。 3) 對馬育夫、小越眞佐司、山下洋正、原田一郎、下水
上記の文献調査及びアンケート調査の結果では、
「被災

処理場における放射性セシウムの挙動調査及び溶

直後の溢水防止措置」から土木躯体を使用した「沈殿・

出試験、水環境学会誌、Vol.36. No.1、pp.33、平成
25 年 1 月．

消毒による簡易処理」
、
「仮設送風機を用いた簡易な生
物処理」
、
「一部系列の復旧」というような段階的応急

4) 對馬育夫、小越眞佐司、放射性物質を含む下水汚泥

復旧に要する工程を実績ベースで整理し、生物処理の

を用いた長期浸出実験、下水道協会誌、Vol.50.

復旧に少なくとも 1 年を要したことなどが明らかと

No.607、pp.108-135、平成 25 年 5 月．

なった。また、各応急復旧段階における維持管理上の

5) 松橋学、深谷渉、橫田敏宏、下水道管渠埋戻し部の

留意事項として、特に汚泥引き抜き管理が重要である

締固め工法の技術的課題、第 50 回下水道研究発表

こと、活性汚泥の状況により塩素消毒の効果に影響す

会講演集、平成 25 年 7 月．
6) 深谷渉、松橋学、橫田敏宏、南海トラフ連動型地震

ることなどの知見が整理された。被災に備え応急復旧
施設の設置に係る検討事項を整理した。

で想定される下水道施設被害と効果的復旧支援、土

更に、管路施設が被災し、復旧に時間がかかる場合、

木技術資料、第 57 巻.第 10 号、pp.38-41、平成 27
年 10 月．

サテライトの仮設処理施設を設置する必要がある。こ
れについても同様に工程を実績ベースで整理するとと

7) 深谷渉、松橋学、橫田敏宏、小川文章、東日本大震

もに、事業所排水による負荷変動の影響や鋼板製タン
クの利用による水温低下の影響など維持管理上の留意
事項、被災に備え仮設処理施設の工期短縮にむけた取
組など事前検討事項を整理した。6)

災による下水道不明水への影響、下水道協会誌、
vol.51. No.623、pp.129-135、平成 26 年 9 月．
8) 尾崎正明、山下洋正、濱田知幸、応急復旧の実態調
査と今後の課題、
第52 回下水道研究発表会講演集、

参照文献
1) 災害時における下水の排除・処理に関する考え方
（案）
、国総研、2012/9

平成 27 年 7 月．
9) 小野寺和幸 他、気仙沼市公共下水道の応急復旧に
ついて～東日本大震災への対応～、第 49 回下水道
研究発表会講演集、pp.361-363、2012 年 7 月．

http://www.mlit.go.jp/common/000223836.pdf
2) 東日本大震災-宮城県の発災後 1 年間の災害対応の
記録とその検証-、宮城県、2015/3
3) 甦れ みやぎの下水道～東日本大震災からの復旧の
記録～平成 24 年度改訂版、宮城県、2013/3
4) 諏訪守他、津波被災下水処理場の段階的復旧対策技
術による水質改善効果、下水道協会誌、pp.111-119、
Vol.50、No.614、2013/12
5) 尾﨑正明他、応急復旧の実態調査と今後の課題、第
52 回下水道研究発表会講演集、pp.122-124、2015/7
6) 小野寺知幸他、気仙沼市公共下水道の応急復旧につ
いて～東日本大震災への対応～、第 49 回下水道研究
発表会講演集、pp.361-363、2012/7
参考文献
1) 国土交通省国土技術政策総合研究所、災害時におけ
る下水の排除･処理に関する考え方（案）
、本省及び
国総研下水道研究室 HP に掲載、平成 24 年 9 月．
2) 諏訪守、安井宣仁、鈴木穣、岡本誠一郎、桜井健介、
津波被災下水処理場の段階的復旧対策による水質
改 善 効 果 、 下 水 道 協 会 誌 、 Vol.50. No.614 、
pp.111-120、平成 25 年 12 月．
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図-Ⅳ.4.1.1.2 は、北上川河口周辺の約 6kp 区間を対象

Ⅳ.4 河川・海岸関係インフラの震災対

として、津波来襲直後に記録した航空写真であり、沿川
の土地のほとんどが湛水している状況を確認できる。地

応能力の向上

震直後の現地踏査によると、河道から堤内地へと超える
流れを確認した区間がほとんどであるが、右岸側の山付

河川・海岸関係のインフラにおける東北地方太平洋沖に

き部下流では堤内地から河道へと越流する流れが確認さ

おける地震動・津波による被害実態等を踏まえ、事例分析、

れている（服部・福島、2011）
。また、津波によって堤

模型実験、数値解析を通じて、それら施設の防災対応力の

防や河道内地形が変形し、
河口砂州の流失、
堤防の決壊、

向上を図るための研究に取り組んできている。具体には、

高水敷への土砂の堆積などが確認されている。

河川津波への対応に資することを目的とした現象把握の
ための実験的・解析的検討、粘り強く効果が発揮できる海

20

平均河床高
現況堤防高（右岸）
痕跡高（右岸）
再現解析結果（右岸）

岸堤防の構造に関する実験的検討および粘り強さ向上が
もたらす減災効果の検討、ダム地点での地震動設定手法

15

現況堤防高（左岸）
痕跡高（左岸）
再現解析結果（左岸）

標高 TP(m)

（ダム距離減衰式）の検討などの調査研究が行われた。海
岸堤防に関する成果は、技術基準等に反映され、仙台湾南
部海岸堤防復旧工事に活かされている。
また、本地震で被害を甚大化させた地震直後の大津波
の発生のような複合災害に対する減災対策を決定する際
の考え方を検討するために、河川を対象として、洪水と
地震が同時もしくはほとんど間をおかずに連続して発生
する事例を対象に研究を行った。

10

5

0
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図-Ⅳ.4.1.1.1 津波痕跡水位と津波遡上解析結果の比
較

Ⅳ.4.1 実験、解析及び現地の比較による河川津
波の特性の把握

観測された津波水位を再現するため、津波浸水シミュ
東北地方太平洋沖地震で観測された河川津波の特徴と
しては、堤防高を大きく越える津波水位、堤内地を伝播
した津波と河道を遡上した津波の相互作用、河口砂州の
流失や堤防の決壊などの地形の大変形の 3 点が挙げられ、
これらは観測史上初めての現象であった。そこで、津波
遡上現象そのものの理解を深めることを主眼に置き、大
型水理模型実験を行うこととした。本報では、水位デー
タや映像等の観測記録から河川津波の特徴を述べた上で、
水理実験模型の概要、及び河川津波の水位や遡上距離に
影響する要因を検討した結果、河道内地形や河川流量が
河川津波へ与える影響について報告する。

レーションの手引き（国土交通省水管理・国土保全局海
岸室他、2012）に従って、津波水位の最大値を算定した
ところ、図-Ⅳ.4.1.1.1 の破線の結果が得られた。河口か
ら 4kp の範囲を見ると、津波痕跡の数が少なく、計算精
度については言及することはできない。一方で、5kp よ
りも上流側の痕跡水位と解析結果を比較すると、解析結
果は痕跡水位に比べて 2m 程度低い地点も見られる。今
次津波の遡上状況を撮影した CCTV 画像や水位観測所
における水位記録を参考にして、波峰に対するソリトン
分裂の発生による水位上昇の可能性、堤防のり面を津波
が打ち上げることで痕跡水位が津波水位に比べて高くな
る可能性等を確認したが、ソリトン分裂の発生は見られ

Ⅳ.4.1.1 北上川を遡上した河川津波の特徴
図-Ⅳ.4.1.1.1 へ、東北地方太平洋沖地震による津波
（以下、“今次津波”）が北上川を遡上した結果残された
痕跡水位、堤防高および平均河床高を示す。5kp よりも
上流においては、堤防のり面や天端周辺に連続的に痕跡

るものの波高は 50cm 以下に見えた。また、堤防の坂路
に津波が打ち上げる状況を確認したが、打ち上げ高は
50cm 以下と小さく見え、上記の要因と考えられるもの
ではなかった。

が残され、約 200m ごとに痕跡水位として記録された。
なお、この痕跡水位については河川が山地と接している
山付き区間を除いている。
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図-Ⅳ.4.1.1.2 津波来襲直後の北上川河口～約 6kp
区間の状況
Ⅳ.4.1.2 水理模型実験の概要及び製作上の工夫

図-Ⅳ.4.1.2.1(b) 河川津波模型平面図（Ⅰ-16～21

1)実験模型の概要

対応）

模型は、津波水位や遡上距離に影響する要因およびそ
の影響の大きさを確認するため、長さ 33m、幅 30m、

表-Ⅳ.4.1.2.1 実験模型作成にあたって使用した

深さ 0.5m の平面水槽に、追波湾の一部を含む北上川約
10kp の河道およびその周辺地形を縮尺 1/330 で製作し
た（図-Ⅳ.4.1.2.1(a)及び(b)）
。模型内の標高については、
表-Ⅳ.4.1.2.1 に従って作成した。

地形データ
堤内地

地震前に国土地理院が作成した 10m メッシュレーザー

地形

測量データに地震による地盤沈降量を考慮

海域

デジタル海図 M7005（一般財団法人 日本水路協会）か

地形

ら設定した地盤高に地震による地盤沈降量を考慮。追波
湾については、ナローマルチビームによる測量成果
（H24.1、北上川下流河川事務所）を使用

河道内

地震前の定期横断測量成果から設定した地盤高に地震

地形

による地盤沈降量を考慮

堤防

地震前の海岸保全施設台帳及び定期横断測量成果から

形状

設定した堤防高に地震による地盤沈降量を考慮

2）実験ケースおよび計測項目
実験ケース一覧を表-Ⅳ.4.1.2.2 に示す。堤防形状、河
道内地形に示す地震後とは、表-Ⅳ.4.1.2.1 に従って地盤
沈降量を考慮し設定した模型形状である。
これに対して、
Ⅰ-1 を基本とし、堤防の決壊状態を変えたⅠ-2～5、河
道内地形を変えたⅠ-6～8、地被状況を変えたⅠ-9 ～10、
堤防から河川津波が溢れないように堤防上に壁を立てた
Ⅰ-11～15、さらに壁を立てる範囲を広めたⅠ-16～21 に
ついて、今次津波相当の入力波 A（図-Ⅳ.4.1.2.2 参照）

図-Ⅳ.4.1.2.1(a) 河川津波模型平面図（Ⅰ-1～15，
Ⅱ-1～8 対応）

を作用させた。
ケースⅡは、今次津波の半分程度の波高である入力波
B を作用させた実験であり、今次津波を受けて設定され
た計画規模の堤防形状に対して、河道内地形や地被状況
を変えたⅡ-1～6、壁立条件としたⅡ-7，8 で構成される。
堤防形状に示す区間①は右岸 0.0～3.0kp 区間の河川
堤防を、区間②は右岸 3.6～5.6kp 区間の河川堤防を、海
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岸堤防は河口右岸側の海岸堤防を、全堤防は海岸堤防お

表-Ⅳ.4.1.2.2 実験ケース一覧

1

地震後

地震後

地被
状況
基本

また、河道内地形に示す砂州は表-Ⅳ.4.1.2.1 に従って

2

区間①

地震後

基本

0

作成された河口砂州（高さ 9 m 程度、
幅 400m 程度）を、

3

区間②

地震後

基本

0

中州は 2kp 付近の中州（高さ 4m 程度、幅 200m 程度）

4

海岸堤防

地震後

基本

0

を、高水敷は 3.6kp 上流の左岸高水敷（高さ 5m 程度、

5

全堤防

地震後

基本

0

幅 150m 程度）を、全地形はこれら 3 地形全てを撤去し

6

地震後

砂州

基本

0

たケースである（図-Ⅳ.4.1.1.2 参照）
。

7

地震後

中州

基本

0

地被状況については、5）に述べる方法で Manning の

8

地震後

高水敷

基本

0

粗度係数（以下、粗度係数と呼ぶ）を調整し、基本は 0.03

9

地震後

地震後

高水敷

0

地震後

地震後

河道

0

壁立

地震後

基本

0

12

壁立

砂州

基本

0

13

壁立

砂州

河道

0

14

壁立

全地形

基本

0

15

壁立

全地形

河道

0

16

壁立‘

全地形

基本

0

17

壁立‘

全地形

基本

小

18

壁立‘

全地形

基本

大

19

壁立‘

地震後

基本

0

20

壁立‘

地震後

基本

小

21

壁立‘

地震後

基本

大

1

計画

地震後

基本

0

2

計画

砂州

基本

0

3

計画

中州

基本

0

計画

高水敷

基本

0

計画

地震後

高水敷

0

6

計画

地震後

河道

0

7

壁立

地震後

基本

0

8

壁立

全地形

基本

0

よび河川堤防の全区間を、地震後の地形に対して撤去し

ケース

たケースである。

入力波

10

とし、高水敷は左岸高水敷について、河道は左岸高水敷

Ⅰ 11

に加え河床全体について粗度係数を 0.06 m-1/3･s 程度に
設定したケースである。
河川流量は、なし、10 年に 1 度の確率で発生する河川
流量 5,400m3/s（以下、河川流量小と呼ぶ）及び 150 年
に 1 度の計画高水流量 8,700m3/s（以下、河川流量大と
呼ぶ）とし、上流（9.4kp）に設置された装置より供給
した。なお、これらの河川流量は実際の出水を想定した
ものではなく、再現解析にて最高水位を再現可能か検証
するために用いる水理実験として有意なデータを得るこ
とを優先して、模型縮尺にとらわれずに設定した。
Ⅰ-16～21 以外の実験では図-Ⅳ.4.1.2.1(a)に示す地点
に室内実験用水位計を設置し、水位の時間変化を記録し
た。具体的には、河道内で 0.0～6.0kp までを左右岸約
1km 間隔、それに加え 8kp 右岸、福地水位観測所地点
（8.57kp）
、10kp の合計 18 地点に水位計を設置した。
また、堤内地の 13 地点、湾内の 5 地点に水位計を設置
した。さらに、模型上流端に貯水容器を設置し、遡上量
を計測した。なお、Ⅰ-16～21 においては図-Ⅳ.4.1.2.1(b)
に示す地点に水位計を設置し、
河道内を左右岸約1km 間
隔、
それに加え福地水位観測所地点
（8.57kp）
、
左岸 2.6kp
および湾内 8 地点の合計 32 地点に水位計を設置した。
水槽上部に設置したビデオカメラにより河川津波の遡
上状況も撮影した。

Ⅱ

4
5

A

B

堤防形状

河道内地形

河川
流量
0

結果を破線で示す。実験装置の制約から、単一波峰の波
しか発生するとができないため、第 1 波目の押し波のみ
を再現することとした。引き波の影響で河川の流速が増
加した場合、河川津波は砕波しやすい状況となっていた
と推定されるが（首藤他、2011）
、今回の実験ではその
影響を取り込めていない。
また、本実験にて用いる入力波は第一波目の波形の再

3) 津波の造波方法
水槽内の水は造波装置下部の開口部を通じて造波装置
の空気室に出入りできる構造となっている。造波にあた
っては、空気室から空気を吸引・減圧することで、空気
室内の水位を上昇させた後、
空気室内の圧力を開放する。
そして、空気室内と平面水槽内の水位差を利用して、津
波を発生させる仕組みである。
図-Ⅳ.4.1.2.2 には、今次津波の再現計算結果（図Ⅳ.4.1.1.1 参照）から湾口における津波波形を抽出した

現が重要と考えたが、この再現には模型換算で波高 5cm、
周期30 秒程度の津波を発生させる必要があり､造波装置
の性能上、
最高水位は再現可能であったが､周期は再現で
きなかった。
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5) 粗度係数の調整
河床はモルタルで製作したが、その凹凸により粗度が
極端に変化することが懸念されたため、できるだけ滑ら
かな河床となるように金ゴテによりモルタル表面を整形
した。等流での通水実験を行い、粗度係数が北上川河道
計画上の値に近い現地換算 0.03m-1/3･s となることを確
認した。また、河口付近に葦原が広がる場合や樹木群が
繁茂した場合には、河道内の粗度係数が大きくなること
が想定されることから、網目 4.31mm、線径 0.77mm の

図-Ⅳ.4.1.2.2 解析波形と造波波形の比較

ポリエチレンネットをモルタル表面に貼り付け、0.06
m-1/3･s（水深 8m 以上）～0.1（水深 4m）の粗度係数に

4) 表面張力および粘性の影響とその緩和策

調整した。

製作した模型は縮尺 1/330 であり、現地 1m が模型約
3mm に縮尺されるため、水深が小さい場合には粘性や

Ⅳ.4.1.3 河川津波の遡上に影響する要因の分析

表面張力の影響が大きくなる。特に、越流や津波遡上へ

1) 縮尺 1/330 の模型による河川津波の再現性の確認

の影響は無視できないと考え、それらの影響を確認する

図-Ⅳ.4.1.3.1 は、ケースⅠ-1、6、9 について、実験で

とともに、その緩和策を検討した。表面張力を低減する
ために界面活性剤を使用すること、粘性の影響を低減す
るために堤防断面を縮小することなどを検討したが、大
幅な改善効果は見られなかった。そこで、越流水深が小
さい区間では、図-Ⅳ.4.1.2.3 に示すスリット形状の堤防
（Ds:3mm、Lp:1.5cm）を用い、図-Ⅳ.4.1.2.4 に示すと
おり縮尺に対する流量係数を確認した。実験では、越流
水深が 2m 以下と想定される区間において、上記の壁面
で堤防模型を製作し、それ以外の区間では、フルードの

得られた最高水位の縦断分布を今次津波作用時の痕跡水
位と比較した結果である。図-Ⅳ.4.1.1.1 の解析条件と同
様な堤防形状および河道内地形としたⅠ-1、Ⅰ-9 ではⅠ
-1 の左岸高水敷に津波来襲時に葦原が繁茂していた状
況を再現するように粗度係数を 0.06 m-1/3･s とした。そ
の結果、津波水位の実験値は痕跡水位と比較したとき、
10kp では 2m 程度小さくなったが、その他の地点にお
いては概ね 1m 以内の差となったため、実験は再現性の
高いものとした。なお、上記の表示にあたって、左右岸

相似則に従った縮尺模型とした。

で水位を計測した断面では、
両最高水位の平均値を用い、
以下でも同様とする。図-Ⅳ.4.1.3.1 の凡例のケース名の
脇に括弧書きで示した数値は、10kp で計測した遡上量
（総量）の比であり、1 と書いたケースを基準として総
量の倍率を示す（以下、同様）
。Ⅰ-9 において、津波水
位の低下と遡上量の低下を確認することができる。図中
には示していないが、河道全体の粗度係数を 0.06 m-1/3･
s としたⅠ-10 ではこの傾向がより顕著に現れた。

図-Ⅳ.4.1.2.3 堤防天端に加えたスリット形状

14.0
12.0

左岸現況堤防高

右岸現況堤防高

Ⅰ-1：地震後(1)

Ⅰ‐9：高水敷粗度(0.91)

痕跡高（左岸）

痕跡高（右岸）

標高 TP(m)

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-1.0

図-Ⅳ.4.1.2.4 越流係数に与える模型縮尺の影響
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3.0

4.0
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10.0

縦断距離(kp)

図-Ⅳ.4.1.3.1 ケースⅠ-1，6，9 における津波水位と
痕跡水位の比較
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次に、津波の伝播速度について確認する。福地水位観

は、Ⅱ-1～4 について、津波水位の最大値の縦断分布を

測所 8.57kp（図-Ⅳ.4.1.2.1(a)参照）から飯野川上流水位

比較した結果である。1～2 kp 区間で越流が生じている

観測所 14.94kp までの区間を、
今次津波は平均約 8.2m/s

が、上述したケースと同様に、河口砂州の撤去に伴い津

の速度で遡上したことが両観測所の水位記録から確認さ

波水位が上昇し遡上量も増加する傾向を確認できる。一

れている（服部・福島、2011）
。図-Ⅳ.4.1.3.2 は、Ⅰ-1

方、中州や高水敷を撤去したケース（Ⅱ-3 やⅡ-4）では、

で計測した福地水位観測所および 10 kp の水位変化を示

津波水位はほとんど増加せず、むしろ低下する区間もあ

す。この 1.43kp 区間を 3.1 分で津波が伝播したことか

る中、遡上量のみ増加している。入力波形の波高が大き

ら、遡上速度は約 7.6m/s となり、遡上特性を議論する

いケースⅠにおける河川津波の応答とは異なり、高水敷

上で重要な津波の伝播速度を良く再現している。また、

や中州が存在しても必ずしも津波水位が増加するとは限

現地で撮影された CCTV 画像などから砕波段波状で遡

らないことを示唆する。

上する津波が観測されており、実験で撮影したビデオ画
像からも、砕波段波状の津波を確認している。
以上の結果から、津波の遡上特性については適切に再
現されており、定性的には津波の遡上状況を表現できて
いると考えられた。以下では表-Ⅳ.4.1.2.2 に示した実験
ケースから、河川津波の遡上特性について考察する。な
お、河川堤防を越流する現象の有無により、地形等の変
化に対する河川津波の応答特性が異なったことから、越
流を伴う場合と伴わない場合を分けて結果を示す。

堤防形状：壁 立

図-Ⅳ.4.1.3.3 壁立条件における津波水位の縦断分
布の比較
3.12min.

図-Ⅳ.4.1.3.2 実験模型で確認した津波の遡上速度
2) 越流を伴わない河川津波の遡上特性
河川津波の河道内地形等の変化に対する基本的な応答
特性を把握するため、堤防上に壁を立て、河道内のみを
津波が遡上する実験を行った。ケースⅠの壁立条件につ
いて、津波水位の最大値の縦断分布を比較した結果を図Ⅳ.4.1.3.3 に示す。河口砂州を撤去すること（Ⅰ-12）で、
津波水位が 3kp よりも下流側で 3m 程度、上流側で 2m
程度上昇し、遡上量も 4 割程度増加した。さらに、中州

図-Ⅳ.4.1.3.4 ケースⅡ-1～4 における津波水位の縦
断分布の比較
3) 越流を伴う河川津波の遡上特性
図-Ⅳ.4.1.3.5 は、越流が生じる条件で、河道内地形を
変えた実験ケースについて、津波水位の最大値を比較し
た結果である。河口砂州を撤去する（Ⅰ-6）と、河口地
点で 2m 程度の水位上昇が生じるが、その上流側では壁
立条件で確認されたような津波水位の増加は見られず、
河口砂州撤去に伴う津波水位の変化は河口付近に限定さ
れているように見える。また、中州の撤去（Ⅰ-7）に伴
う津波水位の応答はほとんど見られない。一方、左岸高
水敷を撤去する（Ⅰ-8）と、1～6kp の区間で津波水位が
低下しており、河道内地形に対する河川津波の応答特性
が壁立条件の時と全く異なることを確認できる。遡上量

および左岸高水敷を撤去すること（Ⅰ-14）で、全区間で
3m 程度の水位上昇、8 割強の遡上量の増加が確認され
たが、河口砂州の影響に比べると小さい。粗度係数を 2
倍にした影響について（Ⅰ-13 およびⅠ-15）は、Ⅰ-9 の
結果と同様に、津波水位が低下し遡上量も減少すること
が確認され、ケースⅡの壁立条件でも同様な結果が得ら
れた。なお、河道全体の粗度を増加させたことで、上流
に向かって急激な津波水位の低下が生じた。図-.4.1.3.4
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についても壁立条件で見られたような顕著な増加は見ら
れず、それぞれのケースで同程度の遡上量が確認されて
いる。堤防高を超える津波に対する水位や速度に対する
予測解析を実施し被害軽減策を検討する場合、安全側の
評課をするために、河床を低く設定すれば良いとは限ら
ないことが示唆された。
(a) Ⅰ-1（基本ケース）

(b) Ⅰ-6（河口砂州撤去）

図-Ⅳ.4.1.3.6 河口砂州の有無が津波伝播に与える
影響

図-Ⅳ.4.1.3.5 越流条件における津波水位の縦断分布
の比較
図-Ⅳ.4.1.3.6 は、ビデオ画像から津波の伝播状況を比
較した結果である。図面には、海岸堤防に津波が到達し
た時点をスタートとして、現地時間 90 秒ごとにトレー
スした津波の先端部の位置が示されている。河口砂州を
撤去したⅠ-6 では、河口部での伝播が速くなっているが、
上流側では同様な伝播速度となっている。また、河道部

図-Ⅳ.4.1.3.7 は、堤防の一部を事前に撤去したケース
の津波水位の最大値を比較した結果である。全堤防を撤
去したⅠ-5 で明らかに津波水位が低く、それに次いで区
間②の堤防を撤去したⅠ-3 の水位が低い。遡上量も区間
②撤去で 2 割、全堤防撤去で 4 割の低減が見られる。一
方、
右岸高地部下流側の区間①や海岸堤防を撤去しても、

を遡上する津波の先端が堤内地を遡上する津波の先端に
比べて、Ⅰ-1 ではほとんど差がなく遡上しているのに対
して、Ⅰ-6 では先端部の位置の差が大きくなっている。
この影響で河道から堤内地へと越流する流量が増大し、
その結果として河道内の水位が上昇しにくかったと考え
られるが、この点については堤内地の水位変化も合わせ
て確認した上で議論する必要があり、現時点では検討が
不十分であることから、上記の推定のみ述べておく。

堤防を撤去した近傍で津波水位の変化が見られるものの、
右岸高地部上流側での津波水位や遡上量にはほとんど変
化が見られない。これは、右岸高地部下流で氾濫した津
波が 0～3kp 区間の右岸側堤内地
（図-Ⅳ.4.1.2.1(a)参照）
を伝播し、右岸高地部で遮られ河道内へと戻された結果
であると推定できる。ただし、この点については堤内地
の水位変化を確認し、その推定の妥当性を今後確認する
必要がある。この推定が妥当だとすると、レベル 2 の津
波に対する被害想定を行う際は通常越流と同時に堤防が
決壊することを想定しているが、堤防の決壊場所によっ
ては、決壊地点やその上流の津波水位に与える影響が異
なることを示唆するものである。したがって、レベル 2
の津波に対する被害軽減策を検討する際には、堤防の破
堤条件を慎重に設定することが重要である。
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河川流量なしのⅠ-16 は一定の値を保つことに対し、
河川流量を供給した他 2 ケースは上流へ進むにつれて高
い値となり、9kp では 3～4m 程の差が生じた。Ⅰ-17 と
右岸高地部

河川流量が 6 割程度大きいⅠ-18 を比較したとき、Ⅰ-18
が上流へ進むほど高い傾向があったが、その差は 0.5m
以内であり、概ね同程度の初期水位を計測した。

区間①

Ⅰ-19～21における最大水位縦断図を図-Ⅳ.4.1.3.10に
示す。

区間②

図-Ⅳ.4.1.3.7 堤防の有無による津波水位の比較

22
20
18

4) 河川流量供給に伴う河川津波の遡上特性

16
14

標高(T.P.m)

Ⅰ-16～18 における最大水位縦断を図-Ⅳ.4.1.3.8 に示
す。
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図-Ⅳ.4.1.3.8 最大水位縦断図
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図-Ⅳ.4.1.3.11 初期水位縦断図
河川流量なしのⅠ-19 は一定の値を保つことに対し、
河川流量を供給した他 2 ケースは 0kp にて 3m 程高く、
その地点以降も上流に進むにつれて高い値となり、9kp

0
-1

7

6

6

-2

6

以前において 1m 程高い値、9kp では 1m 程度低い値を
計測し、途中で逆転する結果となったが、全体的に 1m
程の差であり、概ね同程度の最大水位であった。
次に、Ⅰ-19～21 の初期水位を図-Ⅳ.4.1.3.11 に示す。

河川流量なしのⅠ-16 は河川流量を供給した他 2 ケー
スよりも 0kp 以前において高い値、その地点以降では低
い値であった。特に 3kp 以降では 3～4m 程の差が確認
できた。また、Ⅰ-17 と河川流量が 6 割程度大きいⅠ-18
を比較したとき、Ⅰ-18 の方が湾口部では低い値、5kp
以降において 1m 程高い値を計測し、途中で逆転する傾
向であったが、全体的に 1m 以下の差であり、概ね同程
度の最大水位であった。
次に、Ⅰ-16～18 の初期水位を図-Ⅳ.4.1.3.9 に示す。

-3
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河川流量なしのⅠ-19 は河川流量を供給した他 2 ケー
スよりも全ての地点において低い値を計測し、河道部で
は 4m 以上の差を常に計測した。また、Ⅰ-20 と河川流
量が 6 割程度大きいⅠ-21 を比較したとき、Ⅰ-20 は 1kp

0
-1

4

図-Ⅳ.4.1.3.10 最大水位縦断図
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（河川流供給）

図-Ⅳ.4.1.3.9 初期水位縦断図
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では 5m 程の差が生じた。Ⅰ-20 と河川流量が 6 割程大

さらに、堤防を事前に撤去したケースでは、決壊地点

きいⅠ-21 を比較したとき、Ⅰ-21 が 0～2kp では低く、

によって上流側の津波水位に与える影響が大きく異なる

7kp 以降では高い値を計測し、途中で逆転する結果とな

ことを確認した。

ったが、その差は 0.5m 以内であり、概ね同程度の初期

最後に、河川流量を変化させた実験においては、河川

水位を計測した。

流量を与えることにより最高水位が高くなる効果がある

河川流量による津波遡上解析への影響を把握するため、

ことが確認された。これは初期水位が上昇した影響も一

Ⅰ-16 とⅠ-18 の実験について、再現解析を行った。計算

つの要因であると考えられる。また、河川流量供給時は

手法は基礎方程式を非線形長波理論、数値解析法は

河道内地形による影響を大きく受けなかった。再現解析

Leap-frog 法による有限差分法の平面 2 次元モデル、解

の面において現状の解析手法でこの河川流量の変化の傾

析格子はデカルト 2m メッシュとした。入力波形は実験

向を再現可能であった。

で湾口部水位計（O1）が計測した値の平均、計算結果出
力地点は実験にて設置した水位計と同位置とした。
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図-Ⅳ.4.1.3.12 実験と解析の比較
Ⅰ-16 においては、0kp 以前は解析が実験よりも 2m 程
低い値を算出したが、その地点以降から 9kp までは差が
1m 以内に収まり、よく再現できた。Ⅰ-18 においても、
0kp 以前は解析が実験よりも 2m 程低い値を算出したが、
その地点以降から 8kp までは差が 1m 以内に収まり、よ
く再現できた。
Ⅳ.4.1.4 まとめ
縮尺率の大きい堤防模型を製作する際、越流水深が小
さく粘性や表面張力の影響が懸念される区間の河川堤防
の製作方法をとりまとめた。また、大型水理模型実験に
より、河口砂州、粗度係数、河川堤防の決壊状況等が河
川津波に与える影響を調べた。
その結果、壁立条件においては、河道内地形等の影響
が津波水位等の変化として顕著に現れるのに対して、越
流条件においては、そのような応答が生じにくいことを
確認した。
また、壁立条件において、入力波の大きさによって、
河道内地形の変化に対する河川津波の応答が異なること
が確認された。
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Ⅳ.4.2 地震・洪水の同時期生起への対応方策

適用し、被害低減対策ごとの被害低減効果について試
算・分析し、被害低減対策検討上の留意点を抽出・整理

東日本大震災は、従来の経験や想定を大きく超える規

した。

模の自然災害であり、堤防の沈下等、地震による被害を

さらに、地震後の復旧状況を可能な限り具体的に想定

受けた直後に大津波が生じたことで被害は甚大なものと

した上で、地震と洪水の複合災害に対する対策の効果や

なった．この災害を契機として、低頻度あるいは大規模

特性について検討した。具体的には、既存の手法や結果

災害に対して、事前に減災対策を立てておくことの重要

を組み合わせて被害を試算するとともに、地震や洪水の

性が強調された 1)2)3)．こうした災害の 1 つとして、洪水

単独発生時を想定した現実的に実施しうる防災・減災対

と地震が同時もしくはほとんど間を置かずに連続して発

策に対して地震と洪水を連続して作用させ、その際の人

生する複合災害が挙げられる。過去には、福井地震（1948

的被害を算定した。さらにその算定結果を、被害の規模

年）や新潟県中越地震（2004 年）のように、地震発生前

と復旧に要する期間の短縮の 2 つの観点から分析し、複

後 1 カ月以内に豪雨が発生し被害を受けた事例も知られ

合災害対策を検討する際の留意点について抽出した。
なお、本項目は、参照文献 6）
、7）
、8）を本研究報告

ている 4)。さらに今後、地球温暖化による各種気象の極
端現象が出現しやすくなると、被災からの復旧・復興事

書の趣旨に鑑み、再構成したものである。

業の優先順位を次の災害発生の危険性を考慮して決める
という新しい考え方も必要となってきている 5)。

Ⅳ.4.2.1 地震と洪水の複合災害による被害試算と被害

複合災害の被害低減策については、予め考え得る範囲
においてシミュレーションをし、被害範囲及び被害規模
の想定や各種対策の効果を事前に把握しておくことが重
要である。実際に被災が生じた場合、可能な限り被害を
低減するためには的確な対応とともに迅速な対応も求め
られる。事前に情報を把握・整理しておくことにより、
その初動対応が異なることを認識する必要がある。本稿
で示した手法等を活用した演習を実施し、事前に複合災
害時の状況を把握しておくことは、若手現場職員等の危

特性の分析
(1) 地震と洪水による複合災害対策検討の考え方
地震発生に次いで洪水が生じる複合災害の場合、最初
に発生した地震の規模によって河川構造物や堤内地での
被害が異なり、その復旧に必要な日数も異なる。一般的
に、地震の規模が大きければ被害も大きく復旧に必要な
日数も長くなるため、その後の洪水被害が拡大しやすく
なると考えられる。一方、地震直後のように復旧が進ん
でいない状態で洪水が発生した場合は被害がより大きく

機管理能力向上に有効と考えられる。
自然災害が複合した際の被害は、先に生じる自然災害
による防災施設・住家等の被災・復旧状況等によって、
その後に生じる自然災害の被害が異なる特性を持ってい
ると考えられる。複合災害に対する減災対策は、この特
性を踏まえて検討する必要があるが、本特性を把握する
手法や対策を決定する際の考え方は確立されておらず、
複合災害対策の検討の課題となっている。
本研究ではまず、モデル河川を対象として、地震発生
後に洪水が重畳する複合災害を想定し、被害の試算を行
った。その結果から、洪水被害は地震により被害を受け
た堤防の復旧状況に影響され、人的被害は復旧が進んで

なる可能性がある。したがって複合災害時の被害低減対
策を検討する際には、地震と洪水の規模に着目するだけ
では不十分であり、復旧状況やそれらに関連する他の作
業との相互作用等を如何にして試算に組み込むかが重要
なポイントとなる。そこで、本研究では堤内地の住宅・
道路・電気及び堤防等施設の復旧状況を時系列で整理し、
各復旧状況に至るまでの経過日数と各復旧状況において
洪水が発生した場合の被害を試算し、さらに、被害低減
対策ごとの効果について試算・分析した。
本研究では、一級河川国土交通大臣直轄管理区間を念
頭に設定した延長約60kmのモデル河川を対象として地
震・洪水の規模及び両者の生起間隔を体系的に変化させ

いない地震発生直後が最も大きく、復旧が進むほど減少
する傾向を示した上で、一般的に最も被害が大きくなる
と考えられる地震直後の洪水のみを被害低減対策の対象
とするのではなく、復旧期間にも着目することが重要で
あることを指摘した。
次に、複合災害時の被害低減の観点を河川整備の計画
検討時等に具体的に考慮することを目的として、複合災
害時の被害特性分析手法をより幅広い複合災害ケースに

るとともに、堤内地の被害が河川構造物の復旧工事に与
える影響を過去の実績等から設定した上で、人的被害等
と復旧に要する日数の試算を行った。なお、今回は地震
被害として揺れによる被害を主な対象とし、津波や地盤
沈下による被害は考慮していない。また、洪水時の高潮
の同時生起についても考慮していない。
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(2) 複合災害時の被害の試算・分析の対象とした流域・地
震・洪水
今回検討対象としたモデル河川・氾濫区域（以下「モ
デル区域」）の概要を表-Ⅳ.4.2.1.1に、地震発生後の経過
によるモデル河川・区域の概況を表-Ⅳ.4.2.1.2に、モデル
河川氾濫区域内の地盤高及び世帯数を図-Ⅳ.4.2.1.1に示
す。なお、表-Ⅳ.4.2.1.2中のⅠ～Ⅴは、後に示す図Ⅳ.4.2.1.7における呼称である。
モデル河川の特徴として、
下流部は地盤高が低く浸水被害が生じやすい地域である
こと、地盤高が低い地域にも少なからず世帯が分布して
いること、右岸側と比較し左岸側に世帯が集中している
ことが挙げられる。なお下流右岸は山付き区間として設
定している。
1
1～2
2～5
5～10
10～20
20～30
30～50
50～70
70～100

表-Ⅳ.4.2.1.1 モデル河川・区域の概況

100～150
150～200
200<

表-Ⅳ.4.2.1.2 地震発生後の経過による
モデル河川・区域の概況
図-Ⅳ.4.2.1.1 モデル河川氾濫区域内の地盤高
及び世帯数
洪水は、表-Ⅳ.4.2.1.4 に示すとおり、モデル河川の流
下能力規模の洪水（以下、
「洪水規模 1」という）とそれ
を上回る規模（以下、
「洪水規模 2」という）の 2 種類の
洪水規模を設定した。モデル河川最上流端のピーク流量
は、洪水規模 1 で概ね 8,000m3/s、洪水規模 2 で概ね
15,000m3/s とした。
洪水による被害については表-Ⅳ.4.2.1.2に示すとおり
モデル区域内の避難状況や堤防の復旧状況が異なる時点

地震による河川構造物や堤内地の被害（人的、建物）
状況を想定するため、3つの規模の地震動を設定した（表
-Ⅳ.4.2.1.3、図-Ⅳ.4.2.1.2）
。南海トラフの巨大地震9) 及
び東海・東南海・南海地震10) をモデル河川に当てはめた
際に想定される震度を参考とし、震度分布のメッシュサ
イズを250mに統一（250mよりも大きなメッシュについ
ては250m毎に分割）した上で震度分布を設定した。以下、
地震の規模の大きいものからE2（モデル区域での最大震
度6.5）、E1’（同6.2）、E1（同5.8）と呼ぶ。

に区分して各試算した。なお、地震により沈下した堤防
の緊急復旧高はHWL（計画高水位）までとし、氾濫被害
が相対的に大きい左岸下流部10～23.2km区間を優先的
に復旧する設定とした。
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表-Ⅳ.4.2.1.5 地震による被害試算結果

表-Ⅳ.4.2.1.3 設定した地震動
本研究で

参考とした地震

の呼称

設定方法

モデル河川区域に

E2

E1’

E1

おける最大震度

E2

南海トラフ巨大地震

6.5

E1’

E1及びE2の中間

6.2

E1

東海・東南海・南海

5.8

発生確率が低く、甚大な被害が生じる
最大クラスの地震動
E1及びE2の中間程度である地震動
(東海・東南海・南海地震の震度＋0.4)
堤防沈下は生じるが、堤内地の家屋

地震

倒壊は僅かである地震動

図-Ⅳ.4.2.1.2 想定震度分布（左E2、中E1’、右E1）
表-Ⅳ.4.2.1.4 設定した洪水流量
想定する規模

流 量
概ね 8,000m3/s

洪水規模１

現況流下能力規模

洪水規模２

現況流下能力を上回る規模

概ね 15,000m3/s

(3 )地震による被害の想定
地震被害、その後の復旧状況及び洪水被害の想定フロ
ーを図-Ⅳ.4.2.1.3に示す。このフローにより、地震により
発生する停電による避難情報の伝達困難な世帯数、道路
被害、建物被害、人的被害を試算した結果を表-Ⅳ.4.2.1.5

1)停電による避難情報の伝達困難な世帯数
東日本大震災時の実績11）に基づき地震直後の震度別停
電率を震度6弱以上:96%、震度5強:43%、震度5弱:22%、

に示す。

じた復旧率を中央防災会議の南海トラフ巨大地震の被害

震度4:13%、震度3以下:0%とし、その後の経過日数に応
想定手法（以下、南海トラフ想定手法）12）を参考に想定
（例 地震後1週間で復旧率90%）し、モデル区域内の停
電世帯数（洪水時に避難行動をとれない人数）をメッシ
ュ別に試算し洪水時避難率を低減した。今回停電率及び
復旧日数を概略で設定したが、庄司ら13)、Shoji et al.14)

地震発生
地
震
に
よ
る
被
害

道路被害

堤防被害

建物被害

揺れによる被
害箇所数

堤防沈下量

全・半壊率

HWLまでの
復旧量

建物被害数

道路啓開必
要日数

被災調査必
要日数

要救助者数

死者数

道路啓開必
要日数

断水被害 停電被害
避難施設の
被害

地震によ
る被害に
対する復
旧対応

がより詳細な設定手法を提案しており、今後同手法など
を活用した精度向上が考えられる。
断水復旧率

使用重機数

収容可能数
避難者数

復旧速度

停電復旧率

2)道路啓開必要日数及び建物被害の推定
「中部版くしの歯作戦」15）を参考にE2地震時の道路啓

断水による避
難者数
停電世帯数

開必要日数を3日と設定し、南海トラフ想定手法を用いて
モデル区域内に想定した緊急輸送道路の「震度別延長
（km）」に「震度別道路延長当たり被災箇所数（箇所/km）」
を掛けることにより地震規模毎の道路被災箇所数を想定
し、E2時の道路被災箇所数との比率によりE1’を3日、E1
は2日と設定した。なお、今回道路被災個所数を概略で設
定したが、Shoji and Nakamura16)などを参考に最新の知
見を活用した設定を今後検討することが考えられる。

救出人数
居住者数
復旧日数
死者数
復旧状況

事前避難者
数
洪水被災者
数

洪水によ
る被害

地震直後の
停電率

建物被害に
よる避難者
数

復旧開始日
使用可能重
機数

地震直後の
断水率

浸水深
浸水面積

建物倒壊による
地震時の建物倒壊の影響による
死者数
洪水時の死者数増

避難困難世
帯数

洪水による
死者数

図-Ⅳ.4.2.1.3 想定した地震の被害とその対応
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また南海トラフ想定手法を用いて地震規模ごとの全・
半壊戸数を設定するとともに、設定した家屋の全・半壊
率よりモデル区域内の避難施設の被災（使用不能）率を
設定した。
3)地震による人的被害の推定
メッシュごとの震度、建物構造別・建築年次別棟数か
ら南海トラフ想定手法を参考に全壊・半壊（全半壊戸数
比より）戸数を試算し、死者・要救助者数（自立脱出困
難者数）及び避難者数を試算した（表-Ⅳ.4.2.1.5、死者数
がより多くなる夜間（建物滞留率100%）に地震が発生し

E2 沈下後
E1’沈下後
E1 沈下後

た場合を採用）。なお要救助者の生存率については阪神・
淡路大震災の実績17）を参考に発生当日：75%、2日目：
25%、3日目：15%、4日目以降：0%と設定した。避難者
数は南海トラフ想定手法を参考に建物倒壊と断水による
ものに分けて推定した。断水による避難者数は川上によ
る手法（水道管は普通鋳鉄管とした）18）から設定した。
水道復旧率については都市部における水道事業者の事業
継続計画19）を参考に、発災後4日目までは被災調査等の
ため復旧率0%、復旧作業は5日目から開始し28日目に完
了する（復旧率は復旧作業開始からの日数に一次比例）
と想定した。断水による避難者数は断水生活困窮度に応
じて時系列で変化し、避難施設の収容人数を超える避難
者はモデル区域外へ避難するものとした。なお水道復旧
に要する期間の設定についてはNagata et al.20)など、ラ

図-Ⅳ.4.2.1.4 堤防沈下状況設定縦断図
(4) 洪水発生までの危機対応の想定
1)危機対応で使用可能な重機数の設定
危機対応で使用可能な重機数は、河川管理者と災害協
定を締結している業者（以下「協定業者」）が所有して
いるものを対象として設定した。このうち、道路啓開前
はモデル区域内に位置する協定業者のみを対象とし、道
路啓開後はモデル区域を含む市町村内の協定業者まで対
象を広げた。これら重機の救助作業と復旧工事での使用
台数の割り振りについては東日本大震災における直轄管
理河川での緊急復旧工事の実績に基づき、バックホウ・
ブルドーザは救助作業：復旧工事＝8：2、ダンプトラッ
クは復旧工事開始後10日目までは同8：2、同11日目以降

イフライン停止を踏まえた避難者数設定については東京
都21)などを参考に今後改良することが考えられる。
4)地震による堤防沈下量の推定
河川堤防の耐震点検マニュアルの簡易式22）によって算
定した200mごとの堤防沈下量を堤防耐震性能照査23)結
果により補正（プレート型地震動によるKh=0.4の場合の
両沈下量の比から簡易式による沈下量を補正。堤防高の
75%を沈下量の上限とした）し、地震規模ごとに堤防沈
下量（右岸下流の山付き区間を除く）を設定した（図Ⅳ.4.2.1.4）。左岸40kmより上流部において地震規模に
応じた沈下量に若干差が生じているものの、それ以外の

は3：7とした。なお、表-Ⅳ.4.2.1.8に示す救助完了までに
必要な日数が経過し、救助作業が完了した後はバックホ
ウ・ブルドーザ・ダンプトラックともに同0：10とした（表
-Ⅳ.4.2.1.6）。
表-Ⅳ.4.2.1.6 危機対応で使用可能な重機数の設定

区間では顕著な差は認められなかった。
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2)建物被害に伴う救助作業の設定

(5) 複合災害による被害の試算と被害特性の分析

救助作業は消防機関で対応すると想定し表-Ⅳ.4.2.1.7

氾濫計算は治水経済調査マニュアル（案）25）に基づき

のとおり設定した。本試算の救助隊数は結果的に重機数

河道内水位を逐次一次元計算し、任意の堤防断面で無害

に制限された。1日あたりの救助可能人数等を表-

流量に相当する水位（堤防沈下後は沈下分だけ低く設定、

Ⅳ.4.2.1.8に示す。1日あたり救助可能人数は被災家屋の

ただし耐震性能照査水位（耐震性能の照査において考慮

木造・非木造比率に応じて救助隊数を案分し算定してい

する外水位）及び破堤敷高を下回らないものとした）を

る。

河道内水位が超えた時点で破堤氾濫するものとし、氾濫
原内で250mメッシュ二次元不定流計算を行いメッシュ
表-Ⅳ.4.2.1.7 救助作業の設定

消防機関 救助作業
人員*1
人員*2
5,900人

4,500人

救助隊編成

5人

バックホ
ウ1台*3

別最大浸水深を試算した。

1名の救助に要する時間24) 1日の作
業時間
木造家屋 非木造家屋
117分

252分

洪水による直接被害額は次式によりメッシュ・資産種
類ごとに試算した。
「直接被害額」＝「最大浸水深・資産種類に応じた被害

9時間

率」×（「地震前の資産額」－「地震による資産被害
額」）

*1 同規模の氾濫区域を持つ自治体の消防年報等から設定。
*2 救急隊員、通信指令要員等ほかの作業に従事する人員を考慮し

表-Ⅳ.4.2.1.10 洪水時の死者数算定条件

消防機関人員の 75%とした。
*3 東日本大震災の聞き取り調査より。

表-Ⅳ.4.2.1.8 倒壊建物からの救助作業の設定

E2

E1’

E1

洪水による死者数は浸水深に応じて死亡率を設定する
LIFESimモデルを参考にした手法 26 ） を踏まえ表Ⅳ.4.2.1.10、及び図-Ⅳ.4.2.1.5のとおり地震の影響を考慮
した算定条件を設定し、次のとおりメッシュごとに試算
した。
「死者数」＝「最大浸水深・建物損壊状況（全・半壊、
その他）に応じた死亡率」×（
「建物損壊状況別居住
者数（避難者及び地震による死亡者を除く）
」

3) 河川堤防の緊急復旧工事の設定
復旧工事は道路啓開後かつ堤防被災調査完了後に開始
するものし、被災調査日数は東日本大震災や新潟県中越
沖地震における1日あたりの調査実績等より規模に関わ
らず5日間と設定した。緊急復旧工事は24時間体制で実施
するものとし、復旧に必要な土量と1日当たりの復旧量等
を表-Ⅳ.4.2.1.9に示す。地震規模による堤防被害に大きな
差がないにも関わらず復旧工事完了までの日数に差が出
たのは、堤内地における救助作業の影響を受け、復旧工
事速度に差が生じたためである。
表-Ⅳ.4.2.1.9 河川堤防の緊急復旧工事の設定
1日あたりの復旧量(m3)

地震発生か
ら緊急復旧
11～15日 16～23日 24日目 完了までの
目
目
以降 日数*

地震
規模

復旧土量
10日目*
(m3)
迄

L2
E2

1,438,085

16,000

16,000

21,000

80,000

37

E1’
L1'

1,379,007

16,000

80,000

80,000

80,000

27

E1
L1

1,132,027

80,000

80,000

80,000

-

図-Ⅳ.4.2.1.5 地震による被害を考慮した
洪水時死亡率の設定
1) 洪水氾濫計算結果
洪水氾濫計算結果例を図-Ⅳ.4.2.1.6に示す。洪水規模2
について洪水単独の場合と堤防が最も沈下した状況であ

20

* 堤防の被災調査に要する5日間を含む。
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るE2地震直後の場合とを比較すると、後者は前者に比べ

ら建物被害の影響（地震による建物倒壊により要救助者

平均浸水深で約1.3倍、浸水面積で約1.5倍に増大し、堤防

の死亡率が増大すること、半壊建物における死亡率が上

沈下の影響が明確に表れた。なお、地震規模ごとの堤防

昇すること等）が大きいと推察される。

沈下量の差は小さかったため地震規模による浸水深・面

特に地震直後に洪水規模2が発生すると洪水による死
者数は、表-Ⅳ.4.2.1.5に示した地震単独による死者数より
も大きくなる。一方、堤防の復旧が進むにつれて死者数

積の差は顕著ではなかった。

は大きく減少し、復旧工事の進捗が被害低減に大きく寄
与することがわかる。ただし、E2、E1’地震のいずれも
20%復旧時よりも50%復旧時の方が洪水規模1、2による
死者数が多くなった。これは、地震に伴う断水による避
難者が、断水の解消とともに区域内の住居に戻ってきた
結果、20%復旧時よりも50%復旧時の方が区域内人口が
多くなったためである。

E2

E1’

(a)洪水規模2単独

(b)E2地震直後洪水規模2
図-Ⅳ.4.2.1.6 氾濫シミュレーション結果
2) 洪水被害の試算と被害特性の分析
図-Ⅳ.4.2.1.7に地震発生から洪水発生までの日数とモ
デル区域内の居住者（避難せず自宅にいる住民）、堤防
の復旧速度、洪水による死者数の関係を示す。洪水が単

図-Ⅳ.4.2.1.7 地震から洪水までの日数と
洪水規模2による死者数等との関係

独で発生した場合の被害（洪水規模2で460人、洪水規模
1で0人）と比較すると、複合化することで洪水被害が大
きく増加している。
なお、1)で述べたとおり地震規模による氾濫状況に大
きな差はないにも関わらず、E2とE1’地震後の洪水規模2
による死者数に大きな差が生じている（地震直後の洪水
でE2はE1'の約1.4倍）。これは表-Ⅳ.4.2.1.5に示したとお
り全・半壊戸数でE2はE1’のほぼ2倍となっていることか

(6) 複合災害時の被害低減対策の効果の試算・分析
下記4つの仮想的対策ケースを設定し、各被害低減効果
を試算した。試算結果の比較・分析に当たっては、地震
発生日から洪水発生日までの日数と洪水による被害との
関係曲線（図-Ⅳ.4.2.1.7参照）を作成するとともに、同曲
線と横軸との間に挟まれる面積（地震発生日から緊急復
旧完了日まで）を「相対リスク」として次のとおり定義
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した。

の直接被害額の見かけ上の低減。
E2、E1’地震後に洪水規模2又は1が表-Ⅳ.4.2.1.2の各時

相対リスク＝∫R(t)dt （積分区間はt=0からteまで）

点（Ⅲを除く）で生起した場合の洪水による死者数の試

ここで、Rは死者数または洪水による直接被害額、t

算結果を図-Ⅳ.4.2.1.8に、同洪水規模2が生起した場合の

は地震発生から洪水発生までの日数、teは河川堤防の

洪水による直接被害額の試算結果を図-Ⅳ.4.2.1.9に示す。

緊急復旧工事完了までに要する日数

図-Ⅳ.4.2.1.8のとおり地震規模の増大に応じて洪水によ
る死者数が増大している。これは、上述のa、bの影響が

R(t)は地震発生から洪水発生までの日数と洪水による

相対的に大きいためと考えられる。一方、図-Ⅳ.4.2.1.9

被害との関係曲線を表し、これを日で積分した相対リス

の地震直後の洪水による直接被害額は地震規模の増大に

クは、
後に示す図-Ⅳ.4.2.1.8、
図-Ⅳ.4.2.1.9、
図-Ⅳ.4.2.2.1、

対して減少している。これは上述のcの影響が相対的に大

図-Ⅳ.4.2.2.1において、R(t)曲線と縦軸及び横軸に囲まれ

きくなったためと考えられる。

た部分の面積である。この値は、地震発生後の1日あたり
2)資機材備蓄対策と耐震化対策による効果の違い

の洪水の発生確率が一定であれば、地震後、河川堤防の
緊急復旧工事完了までに発生する洪水被害の期待値に比

今回の試算上同程度の費用となる対策ケース2と3を比

例する。上記相対リスクに基づき「被害低減対策ごとの

較すると、当然のことながら堤防の耐震化対策による洪

被害低減率」＝（
｛
「対策なしの場合の相対リスク」－「対

水被害低減効果は地震発生直後から生じ、地震発生直後

策実施の場合の相対リスク」
｝÷「対策なしの場合の相対
リスク」
）について分析した。
本項で、対策ケースは以下の4ケースを対象とした。
・対策ケース1：河川堤防の緊急復旧を2週間で100%
実施できる資機材（建設重機、堤防材料
等）を備蓄しておく。
・対策ケース2：同2週間で50%実施できる資機材を備
蓄しておく。
・対策ケース3：上記対策ケース2と同程度の費用（50

の洪水被害に大きな差が生じている（図-Ⅳ.4.2.1.8）。ま
た、被害低減率を比較すると、例えばE2地震後の洪水規
模2による死者数では、対策ケース2では46%であるのに
対して、対策ケース3では72%と20ポイント以上大きくな
った。複合災害時の被害低減対策について「耐震化対策
による被害低減効果は備蓄対策よりも大きい」ことを本
手法により確認することは、代替案の比較検討時に重要
な場合があるものと考えられる。
3)想定洪水規模の違いが被害低減効果に及ぼす影響
対策による被害低減効果は洪水規模により異なってい
る。例えば、図-Ⅳ.4.2.1.8の対策ケース3、4による死者数
低減効果は一部の時点を除き現況流下能力規模洪水時よ
りも基本方針規模洪水時の方が大きい。被害低減率を比
較すると、例えば対策ケース3におけるE1’地震後の洪水
規模2による死者数では72%だが、同洪水規模1について
は60%と10ポイント以上の差が生じた。複合災害に関す
る被害低減対策の比較検討時には、複数の洪水規模を対
象として被害低減効果を試算することが必要な場合があ
ると考えられる。

年間）で堤防を耐震化する。
・対策ケース4：上記対策ケース3と同様に堤防を耐震
化するとともに「対策ケース1の費用と
対策ケース3の費用の差」（50年間分）
を上限として資機材の備蓄を行う。（堤
防の耐震化費用と資機材の備蓄費用（50
年間分）の合計は対策ケース1と同程度）
1)地震の影響による洪水被害の変化
地震による河川管理施設、氾濫ブロック内の建物・道
路等の被害は、その後発生する洪水被害に対して主に次
の3つの影響を与えると考えられる。
a. 堤防の沈下による洪水時の氾濫範囲・浸水深の増大
による被害の増大。
b. 氾濫ブロック内の住宅等が地震により損壊し、2階建
て建物において2階へ避難できなくなること、地震後
の停電により洪水時の避難情報等が伝達できなくな
ること等による洪水時の人的被害の増大。
c. 地震で建物等が損壊することによる資産の残存価値
の低減に起因した、その後の洪水氾濫による浸水時

4)想定地震規模の違いが被害低減効果に及ぼす影響
地震規模により対策ケースごとの被害低減効果が異な
っている。例えば、対策ケース2における洪水規模2によ
る死者数の被害低減率は、E2地震について46%であるが、
同E1’地震については21%しかない（図-Ⅳ.4.2.1.8）。こ
れは、E2地震時に比べE1’地震時の氾濫ブロック内の家
屋被害が相対的に少ない（表-Ⅳ.4.2.1.5）ことなどから、
資材備蓄による復旧作業の早期化による被害低減効果が
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図-Ⅳ.4.2.1.8 被害低減対策ごとの死者数低減効果 (左 E2 地震 右：E1’地震)
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図-Ⅳ.4.2.1.9 被害低減対策ごとの直接被害額低減効果 (左 E2 地震 右：E1’地震)
相対的に小さくなったためと考えられる。複合災害時の被害
低減対策の比較検討時には、複数の規模の地震を対象に
被害試算を行うことが必要な場合があると考えられる。

おいては特性の異なる複数の被害指標の観点が重要
と考えられる。
b.資機材備蓄対策と堤防等の耐震化対策の被害低減効
果の特性を図示した。耐震化対策による被害低減効

(7) 得られた知見
以上の検討から得られた主な知見は次のとおりである。
a.地震・洪水規模の変化が洪水被害に与える影響を死
者数と直接被害額の2つの観点から図示した。洪水時
の死者数は地震規模の増大により増加したが、同直
接被害額は地震規模の増大により見掛け上、減少す
る場合があった。このため、複合災害対策の検討に
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果は地震直後に大きいとともに、緊急復旧完了まで
の期間全体で見ても相対的に大きいことを示した。
迅速な復旧が困難な地域特性等が認められる場合に
は特に耐震対策の優先順位を上げる必要性が高いと
考えられる。
c.想定地震・洪水規模の違いにより対策ごとの被害低減
効果が異なることを図示した。特定の地震・洪水規

模に対策の検討・分析を限定せずに、複数の地震・

成堤として整備する対策を設定した。

洪水規模を対象に被害試算・対策検討を行うことが

c) 対策 2：堤防の沈下対策

重要と考えられる。

地震による堤防の沈下を抑制することにより、地震後
の洪水による氾濫被害を抑制することができることに加

Ⅳ.4.2.2 堤内地での対策を含む様々な被害低減対策に

え、復旧に要する資材の量も削減されると考え、下流部

よる効果の特性の分析

の堤防に対する沈下対策を選定した。なお、沈下対策を

(1) 分析にあたっての基本的な考え方

行った区間は地震後も沈下が生じないものと設定した。
d) 対策 3：避難者の帰宅規制・誘導

河川整備を対象とした対策だけでなく、図-Ⅳ.4.2.1.3
を参考に相互に関連すると考えられる河川以外の分野の

地震時の一時避難者が断水復旧状況に応じて氾濫区域

対策も加え、より幅広い被害低減対策による複合災害時

内の自宅に帰宅することで、洪水による人的被害が拡大

の被害低減特性についてさらに分析を行った。ここで、

する場合がある。そこで、一度避難した人の帰宅を規制

対策としては各単独災害を想定した対策を設定した。こ

することで、
洪水による人的被害の拡大を抑制するため、

れは複合災害に特化した対策を実施することは整備労力

本対応を選定した。

の観点から制約があり難しいと考えたためである。現実

e) 対策 4：緊急復旧資機材の備蓄拡充

的に実施される可能性のある単独災害を想定した対策に

堤防の復旧速度は、復旧用資機材の量やそれを運搬す

対して複合災害時の外力を作用させることにより、その

るルートの確保等によっても左右される。また、資機材

際の被害低減効果を分析したものであり、一種のストレ
ステストと言い換えてもよいだろう。

の備蓄がない条件では、重機は救助活動に優先され、救
助活動終了後に堤防復旧工事に用いられることとなる。
よって、事前に資機材の備蓄を拡充し、上記に左右され
ない体制を予め整えておくことで、堤防の復旧速度を早
めることができると考え、本対策を選定した。
f) 対策 5：二線堤
洪水による浸水範囲を抑制することにより、被害を低
減することができると考え、洪水被害が発生する区間の
既存道路の一部を嵩上げ、二線堤とする設定とした。

(2) 検討方法及び対象とした外力・対策
対象としたモデル河川や外力、被害試算の算定手法に
ついては、Ⅳ.4.2.1 と同様の設定とした。なお、地震後
の洪水の発生時点については表-Ⅳ.4.2.2.1 のとおり拡充
した。

g) 対策 6：堤内地の建物の耐震化
地震によって倒壊する建物を要因とする人的被害と要
救助者の救出に要する重機の使用日数を低減させるため、
耐震基準が改訂された 1981 年以前に建築された建物に
ついて、新耐震基準と同程度の耐震性を有する水準の耐
震補強を実施するものと設定した。
h) 対策 7：道路啓開のための対策
地震発生後の救助・救援ルートを確保し、道路啓開に
要する時間を短縮することで、堤防復旧に使用する機材
を早期に割り当てることができると想定した。そこで、
「避難道路沿線の建物の耐震化」と「電柱・電線の地中
化」を道路啓開の早期解決の対策として設定した。

表-Ⅳ.4.2.2.1 設定した地震と洪水の生起間隔
発生
タイミング

洪水の発生時期
洪水発生時点

道路啓開

地震による
避難率

Ⅰ

地震発生直後

実施前

0%

Ⅱ

地震発生直後

実施前

40%

Ⅲ

地震発生直後

実施後

100%

Ⅳ

堤防復旧10％時点

実施後

100%

Ⅴ

堤防復旧20％時点

実施後

100%

Ⅵ

堤防復旧50％時点

実施後

100%

Ⅶ

堤防復旧100％時点

実施後

100%

各種対策は、4.2.1(6)の検討を踏まえ、改めて以下の通
り、想定した。
a) 対策 0：現況（無対策時）
対策の効果を把握するため無対策の状況を設定した。
b) 対策 1：流下能力向上
モデル河川では暫定堤区間を設定しており、これらを
完成堤まで整備すると地震による沈下後の堤防高が対策
0 よりも確保され、復旧に要する期間及び氾濫流量も減
ずることが想定される。そこで下流部の暫定堤区間を完

(3) 氾濫計算及び洪水による被害の試算結果
洪水による人的被害の結果の一例を図-Ⅳ.4.2.2.1 に示
す．人的被害については地震直後に洪水が発生した場合
の対策 0 の条件下の被害を 1 として無次元化している。
また、グラフ内で示されている対策毎のマーカーは、左
から順に、表-Ⅳ.4.2.2.1 で示した洪水発生タイミングを
示している。
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1) 単独災害を想定した対策の複合災害に対する効果

洪水による人的被害が低減したと推測される。これは、

地震規模 E2、洪水規模 2 の条件下での洪水による人

本来の効果に加えて、意図していない効果を発揮し、複

的被害は、程度の差はあるものの、いずれの生起間隔に

合災害時の被害低減に寄与する場合があることを示すも

おいても全ての対策ケースにおいて減少しており、地震

のである。一方で、対策 5 では、洪水規模 2 の条件下で

規模 E1’、E1 においても同様の傾向が確認された。これ

は被害が低減しているものの、
洪水規模 1 の条件下では、

は、
地震や洪水の単独発生時を想定して実施する対策が、

地震発生直後の洪水において、無対策時に比べて人的被

複合災害時にも効果を発揮することを示すものである。

害が 2.3 倍に増加している。地震発生から約 14 日後に

また、対策によって被害の低減効果が顕著となる時期が

発生する洪水にてその被害は無対策を下回るが、上記ま

異なっており、地震直後の洪水に対する低減効果が高い

での期間は総じて無対策時よりも被害が大きくなってい

対策と地震発生から洪水発生までの期間が長くなるに伴

ることが確認できる。この要因として、今回の試算にお

って低減効果が高くなる対策に傾向が分かれる。前者に

いては、対策 5 により二線堤と河川の間の浸水深が大き

ついては、堤防の沈下量を抑制するといった洪水に対す

くなったことが挙げられる。場合によっては、二線堤の

る直接的な対策が該当する傾向にある。
一方で、
後者は、

対策により浸水範囲は狭まるものの、その範囲の浸水深

堤防の復旧期間の短縮によって効果が発揮される対策が

は無対策時と比べて大きくなる。その結果、浸水深の増

該当する傾向にある。

大による人的被害の増加分が、二線堤によって非浸水域
や浸水深が低下する範囲の人的被害を上回り、被害が増

2) 想定した対策効果とその付加効果
対策 6 は、洪水に対する直接的な対策ではないが、洪
水に対する人的被害の低減効果が確認された。これは、
家屋の倒壊が抑制され、家屋からの救助活動に要する労
力が減少し、堤防復旧工事へ投入可能な重機が増えたこ
とによる。
その結果、
堤防の復旧工事の日数が短縮され、

加したと考えられる。また、堤防の復旧に伴い氾濫流量
が減るため、堤防復旧が 10％となる 14 日後の条件下に
おいては、上記で示した浸水深が増減する範囲の人的被
害数が逆転し、無対策時よりも被害が低減したと推測さ
れる。このように、対策によっては本来想定していた効
果に加えて意図していない効果も発揮され、被害を低減
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図-Ⅳ.4.2.2.1 地震発生から洪水発生までの日数と人的被害との関係
（左図：地震：E2 規模，洪水：洪水規模 2，右図：地震：E2 規模，洪水：洪水規模 1）
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させる効果と増加させる効果の両面を有する場合がある

が生起する複合災害を対象として死者数及び直接被害額

ことを認識しておく必要がある。

の被害特性及び各種被害低減対策による被害低減効果に
ついて分析し、対策検討上の留意事項を抽出した。

3) 各対策の組み合わせによる効果

今回開発した被害特性分析手法は、複雑な複合災害の

図-Ⅳ.4.2.2.2 は各種対策を組み合わせた際の人的被害

被害発生メカニズムに実務上の割り切りをしつつ体系的

の一例を示したものである。対策 2 及び 4 を設定するこ
ているとともに、その効果は各対策を単純に足し合わせ

な手法を導入し、単一の想定災害に対象を限定するので
はなく、災害の規模・発生間隔を限定的ではあるものの
体系的に変化させることにより地域特性を踏まえつつ被

た結果とは異なることが確認できる。一方、対策 1 及び

害発生特性及び各種被害低減対策による被害低減特性を

5 を設定した条件下では、対策単独の場合と複数の対策

把握・表示するものである。

を組み合わせた場合において効果はほぼ変わらない。ま
た、洪水発生の時期によっては、組み合わせた場合の方

現状において複合災害に特化した対策の検討・実施は
費用対効果の観点から一般的とは言い難い場合が少なく

が、被害が大きくなる場合があることも確認された。今

ないものと考えられるが、近年指摘される気候変動の影

回の試算のケースでは、被害の増加は、二線堤よりも上

響等を踏まえると、本手法を用いて災害発生メカニズム、

流部で生じた氾濫によって、二線堤と河川の間に氾濫水

被害発生に係る地域特性を災害発生前に把握・理解して
おくことは、若手職員の災害対応能力向上等の観点から

とによって、各対策単独時よりも被害低減効果を発揮し

が集中し、浸水域あるいは浸水深が増加する範囲が拡大

も重要と考えられる。

したためである。
上記範囲における人的被害の増加分が、
二線堤により非浸水域となる範囲の人的被害の減少分を
上回ったため被害が増加したものと考えられる。
これは、
二線堤による対策が一律に被害を拡大するということで
はなく、各種対策の特性を把握した上で、対策の組み合
わせを検討する必要があることを示唆している。
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Ⅳ.4.3 ダムにおける大規模地震動の設定方法

グニチュードの定義を従来の式における気象庁マグニ
チュード MJ からモーメントマグニチュード MW に見

Ⅳ.4.3.1 はじめに

直し、巨大規模の地震にも一貫して適用できるように

2005 年に国土交通省河川局（当時）より「大規模地

している。

「指
震に対するダム耐震性能照査指針（案）
」1)（以下、

本件に関しては既報

7)8)9)10)であり、ここでは既報 7)

針案」と称する。
）が策定され、各ダムにて耐震性能照

『佐々木隆、伊藤壮志：地震動の距離減衰式の改良、

査の試行が開始された。この指針案の中では、ダム地

ダム技術第 338 号、pp.17-28、2014 年』の内容にて

点における大規模地震動（レベル２地震動）を選定す

構成するものである。

ることが必要となるが、その目的のため、
「加速度応答
Ⅳ.4.3.2 分析に利用した加速度記録

スペクトルの距離減衰式」
（
「ダム距離減衰式」と称す

分析に用いた加速度記録は気象庁マグニチュード

る。
）が、指針案の策定と並行して作成された。

ダムサイトから震源距離が200km 以下、
MJ5.0 以上、

ダム距離減衰式は、全国のダム基礎岩盤に最も近い
状態の位置に設置された強震計により得られた多数の

震源深さが100km以下の地震で得られたものである。

地震記録を基に、各周波数の加速度応答スペクトル値

表-Ⅳ.4.3.1 にこれまでに作成してきたダム距離減衰式

について、断層までの距離、地震の規模（マグニチュ

で用いた回帰データ数の変遷を示す。

ード）
、
地表から断層面中心までの深さ等をパラメータ

今回の分析では、1974 年から 2011 年 4 月までに発

として、統計解析により得られた回帰式である。ダム

生した 91 地震 239 ダムで得られた水平加速度 794 成

距離減衰式として初めて提案された式は、
2003 年及び

分、鉛直加速度 394 成分を用いている。なお、H20

al.2)、松本ら 3)に

式での回帰データから追加された観測記録の詳細であ

よるものであり、1974 年から 2000 年までの 63 地震

るが、H23.3.11 東北地方太平洋沖地震の本震でのデー

において、91 ダムで観測された 293 水平地震動成分

タに関しては、水平加速度 98 成分及び鉛直加速度 49

の統計分析を基に導き出された（
「H13 式」と称する。
）
。

成分、H23.4.7 余震（宮城県沖地震）でのデータに関

その後、
鉛直地震動成分のダム距離減衰式も提案され、

しては、水平加速度 42 成分及び鉛直加速度 21 成分、

観測地震動データを追加しながら、ダム距離減衰式の

H23.4.11 余震（福島県浜通り地震）でのデータに関し

近年では、
1974年から2008
精緻化が図られてきた 4)5)。

ては、水平加速度成分 12 成分及び鉛直加速度 6 成分

年までの 88 地震において、
213 ダムで観測された 642

となる。

2004 年に発表された Matsumoto et

水平地震動成分および318 鉛直地震動成分の統計分析

ここで用いた加速度データを記録した加速度観測装

に基づくダム距離減衰式が 2008 年に改訂（
「H20 式」

置のほとんどのものは、コンクリートダムにおいては

と称する。
）され、それが日本のダムにおける設計地震

最低部の監査廊内に、フィルダムにおいては底設監査

動の設定方法の主要な一つの手段として、運用されて

廊内に設置されている。ダムで観測される加速度記録

きた 6)。

は、局所的な地形やダム堤体に影響される。つまり、

新しいダム距離減衰式（
「H23 式」と称する。
）は、

ダム堤体と基礎の相互作用の影響のため、ダム堤体の

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)お

基礎における地震動は、その近辺での解放地盤上での

よびその余震においてダムで観測された地震動を考慮

地震動に比較して多少小さいと考えられる。また、こ

した最新のものとなっている。H23 式においては、マ

こで用いた全ての加速度記録は、岩盤上に建設された

表-Ⅳ.4.3.1 距離減衰式の回帰データ数
対象期間
H13式
H20式
H23式

1974年～2000年
1974年～2008年
1974年～2011年

対象地震

ダム数

63地震
88地震
91地震

91ダム
213ダム
239ダム
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観測記録数
水平動
鉛直動
293成分
－
642成分
318成分
794成分
394成分

ダムのものであり、土質、砂礫等の地盤上に建設され

9.5

たダムの記録は含まれていない。岩盤の特性はサイト

N=794（水平成分）

9.0
8.5

断弾性波速度は、0.7～1.5km/sec の範囲である。図-

8.0
モーメントマグニチュード

毎に異なってはいるものの、ダム基礎の平均的なせん
Ⅳ.4.3.1～3 に、解析に用いた地震のマグニチュード、
断層中心深さ、水平最大加速度と最短距離（起震断層
面のうち、ダム地点から最も近い点とダム地点との距
離）の関係を示す。

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
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Ⅳ.4.3.3 東北地方太平洋沖地震を考慮したダム距離
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図-Ⅳ.4.3.1 解析に用いた地震のマグニチュー

(1) ダム距離減衰式における地震の分類

ドと最短距離の関係

日本近傍で発生する巨大地震は、主に陸側プレート
に海側プレートが沈み込むことによるプレート境界で
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の相対運動に起因して発生するプレート境界地震（海
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N=794（水平成分）
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溝型地震）
、
陸側プレートの浅い位置のプレートの運動
断層中心深さ(km)

70.0

によって生じる圧縮力の影響によって生じる内陸地殻
内地震（内陸型）
、沈み込むプレート内部での曲げや引
張の影響で地震が発生するプレート内地震がある。こ
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れらの圧縮、沈み込み領域においては極表層から数百
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km の深さの広い範囲で地震が発生する。
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図-Ⅳ.4.3.2 解析に用いた地震の断層中心深さ

沈み込むプレート内の比較的浅い地震（深さ 60km 以

と最短距離の関係

下の地震）
、沈み込むプレート内のやや深い地震（深さ
60km を超える地震）
、および日本海東縁部の地震の 5
つに分類している。なお、日本海東縁部の地震につい

N=794（水平成分）

1000

ては、観測記録が少なくバラツキが大きいため、個別
100

基礎部観測最大加速度(gal)

の距離減衰式は作成されていない。
また、プレート内地震については、実測地震動との
適合度を改善するために、断層中心深さに応じた分類
が行われている。しかし、断層中心深さに応じた地震
の分類を行う場合、断層中心深さ(HC=60km)の箇所で、
H20 式によるプレート内地震の加速度応答スペクト

10

1

0.1
0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

ルの算出値に極端な不連続性を生じることが分かった

最短距離(km)

ことから、今回、断層中心深さに応じた地震の分類は

図-Ⅳ.4.3.3 解析に用いた地震の水平最大加速

行わないこととし、表-Ⅳ.4.3.2 に示すように 4 つの地

度と最短距離の関係

震に分類した。
表-Ⅳ.4.3.2 地震種別毎の地震数、加速度記録数
地震種別
内陸地殻内地震（A）
プレート境界地震（B）
プレート内地震（α）
日本海東縁部の地震（E）

地震数
37
31
17
6

解析対象の地震動観測記録数
観測記録数（水平動）
観測記録数（鉛直動）
288 組
456 成分
226
組
226 成分
101 組
200 成分
99
組
99 成分
57 組
114 成分
57
組
57 成分
12 組
24 成分
12
組
12 成分
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(2) 回帰モデル

加速度応答スペクトル値を与えることができないおそ
れがある。従って、HC が 100km を超える場合は

回帰分析にあたっては、まず地震種別による区分を

HC=100km とした。

行わずに全ての地震動を対象に行い、回帰係数を算出
する。その後、地震種別毎に観測記録による応答スペ
クトルと得られた回帰式による応答スペクトルとの比

5.0

の幾何平均および標準偏差を求め、地震種別に応じた
補正倍率を評価している。即ち、本研究で提案する回
帰モデルは、2 段階の算出過程を経た上で、求められ
ている。

5.0,

5.0 ⋯ 式

Ⅳ. 4.3.2

これまで運用してきた H20 式の式形 6)については、
従前に提案されている式形 4)5)に対して、観測地震動と

ここで、Xeq は断層内のアスペリティは考慮しない

の適合性向上の観点からマグニチュード規模に応じた

で算出した等価震源距離であり、その他のパラメータ

適用式の区分、マグニチュードの 2 次項の式形への考

は式-Ⅳ.4.3.1 と同様である。等価震源距離は、断層面

慮などの改良が加えられている。今回提案する H23

から発散される地震のエネルギーと等価となる仮想的

式については、基本的に H20 式の式形を踏襲するが、

な点震源とダム地点間を結ぶ直線距離であり、断層面

巨大規模の地震にも一貫して適用できるよう、マグニ

を多数の小領域に分けた上（図-Ⅳ.4.3.4）で、式-

チュードの定義を気象庁マグニチュード MJ からモー

Ⅳ.4.3.3 によって算出する。

メントマグニチュード MW に見直しを行っている。
MJ は周期が数秒程度の地震波の振幅を使って計算さ
れる気象庁独自のマグニチュードであり、建物の被害
などと良い相関があるが、規模が巨大な地震になると
その規模を正確に表現し難い。一方、MW は周期が数
十秒以上の長周期の地震波とその波の形を使って計算
されるマグニチュードで、断層運動の規模に関係付け
られており、巨大な規模の地震に対してもその規模を
図-Ⅳ.4.3.4 等価震源距離模式図

適切に表すことができる。式-Ⅳ.4.3.1 および式Ⅳ.4.3.2 に H23 式を示す。式-Ⅳ.4.3.1 がダムから断層

/

⋯式

Ⅳ. 4.3.3

までの最短距離を用いた式
（
「最短距離式」
と称する。
）
、
ここで、Mok は断層面内の小領域 k における地震モ

式-Ⅳ.4.3.2 が等価震源距離を用いた式（
「等価震源距

ーメントを指し、Xk は断層面内の小領域 k からダム地

離式」と称する。
）である。

点までの距離を指す。式-Ⅳ.4.3.3 は、Mok を断層面全
体で一様と仮定した場合には、式-Ⅳ.4.3.4 のようにな
log

∙ 10

.

る。
1

5.0
∙ 10

.

⋯式

Ⅳ. 4.3.4

ここで、N は断層面の小領域への分割数を指す。
モーメントマグニチュード MW が求められていない

5.0,

5.0 ⋯ 式

地震については、気象庁マグニチュード MJ からモー

Ⅳ. 4.3.1

メントマグニチュード MW への変換は、武村 11)の式に
ここで、SA(T)は加速度応答スペクトル（ガル）
、T

基づく地震調査推進本部で用いている方法により、表-

は固有周期（秒）
、MW はモーメントマグニチュード、

Ⅳ.4.3.2 に示す地震種別 A（内陸地殻内地震）の場合

R は最短距離(km)、HC は断層中心深さ(km)、C(T)は

は式-Ⅳ.4.3.5 によるものとし、その他の地震種別の場

係数である。HC について、回帰データは HC が 100km

合は MW=MJ とする。

以下であり、HC が 100km を超える場合、ダム距離減

0.78

衰式が HC の影響を適切に表現できなくなり、妥当な
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1.08 ⋯ 式

Ⅳ. 4.3.5

1.4

-0.02
H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

1.3
1.2

-0.06

Cm2(T)

1.1

Cm1(T)

H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

-0.04
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0.8
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-0.14
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1.00
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周期（秒）
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10.00

周期（秒）
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0.006
H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

0.004

Cd(T)

Ch(T)

0.020

H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

0.005

0.003
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0.000
0.000
0.01

0.10

1.00

-0.001
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0.01

0.10

周期（秒）

10.00

周期（秒）

0.00007

1.0

H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

0.00006
0.00005

H：最短距離式
V：最短距離式
H：等価震源距離式
V：等価震源距離式

0.0
-1.0

0.00004

Co(T)

Cdh(T)

1.00

0.00003
0.00002

-2.0
-3.0
-4.0

0.00001

-5.0
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0.01

0.10

1.00
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0.015
H：最短距離式

H：等価震源距離式

V：最短距離式

0.012

10.0

V：等価震源距離式

C(T)

C1(T)

8.0
0.009
0.006

6.0
4.0

0.003

2.0

0.000
0.01

0.10

1.00

0.0

10.00

0.01

周期（秒）
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周期（秒）

図-Ⅳ.4.3.5 ダム距離減衰式の回帰係数
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10.00

2.0
スペクトル補正倍率（鉛直方向）

スペクトル補正倍率（水平方向）

2.0

1.0
タイプA（等価震源距離式）
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(a)水平方向

(b)鉛直方向
図-Ⅳ.4.3.6 加速度応答倍率

式-Ⅳ.4.3.1 及び式-Ⅳ.4.3.2 の係数と周期の関係を図

の傾向は、以前発表した論文

4)5)あるいは、H20

式に

-Ⅳ.4.3.5 に示す。
これらのパラメータは、
前述の通り、

おける補正係数の傾向と同様であるが、地震種別 α（プ

地震種別によらない値として算出したものである。凡

レート内地震）については断層中心深さに応じた地震

例における H および V はそれぞれ水平方向および鉛

種別の区分は行わないこととしたため、H20 式では浅

直方向を意味する。

いプレート内地震に関する補正係数は大きく深いプレ
ート内地震に関する補正係数は小さかったが、これら

地震種別毎に加速度応答スペクトルは異なった特徴

を一括処理することで全体的に平準化された。

を有するが、図-Ⅳ.4.3.6 は平均的な地震動に対する地

また図-Ⅳ.4.3.6 (b)に示すように、鉛直成分について

震種別毎の割合（補正倍率）を求めた結果を示したも

も同様な傾向が見られる。

のである。図-Ⅳ.4.3.5 に示した回帰式の係数を用いて
平均的な地震動として加速度応答スペクトルを算出し
た後、図-Ⅳ.4.3.6 に示した補正倍率を乗じることで、

Ⅳ.4.3.4 ダム距離減衰式による加速度応答スペクトル

地震種別毎の加速度応答スペクトルを推定できる。こ

の推定値と実測値との比較

こで示す補正倍率は周期毎に離散的に求められたもの

新しいH23 式による加速度応答スペクトルの値とダ

であり、平均値 m に相当する。なお、地震種別 E（日

ムで観測されている実測値との比較を通じて、H23 式

本海東縁部の地震）については、H20 式と同様に、個

の適合性を検証する。

別のダム距離減衰式は作成せず、
地震タイプが類似
（地

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震

震発生箇所がプレート境界付近である）している地震

（地震種別 B、MW9.0）の震源に比較的近いダムの位

種別 B（プレート境界地震）の補正倍率を準用するこ
ととした。
図-Ⅳ.4.3.6(a)の水平成分に対する補正係数で見てみ
ると、地震種別 A（内陸地殻内地震）では、平均値に
比較して低い値となっており、全周期範囲で平均の
80%から 100%程度となっている。一方、地震種別 B
（プレート境界地震）では、全周期範囲で平均の 90%
から 110%程度となっている。地震種別 α（プレート
内地震）では、全周期範囲において一番大きな応答を
示しており、平均の 100%から 140%程度となってい
る。
H23 式における地震種別 A（内陸地殻内地震）およ

図-Ⅳ.4.3.7 震源と代表ダムとの位置関係

び地震種別 B（プレート境界地震）に関する補正係数
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置を図-Ⅳ.4.3.7 に示し、観測された地震動（加速度応

Ⅳ.4.3.14 には各ダムのデータを全て示したグラフ（計

答スペクトル、水平成分）と H23 式による計算値との

算値は平均値 m）と各ダムデータの、周期毎の平均値

比較例を図-Ⅳ.4.3.8～11 に示す。 個別ダムで比較し

m 及び平均値 m±標準偏差 s を示したグラフを併記し

た場合、ダム距離減衰式による計算値は、平均値 m±

て示す。平均値が 1 に近い程、式全体として計算値に

標準偏差 s として計算値に幅を持たせた場合には、概

偏りが少なく適合度が高いということになる。標準偏

ね計算値の閾値の間に実測値は収まるが、バラツキが

差については、式全体として計算値がどの程度のバラ

多く、周期帯によっては逸脱することもある。

ツキを示すか概観するため付することとした。なお、
1,000

加速度応答スペクトル（ガル）

加速度応答スペクトル（ガル）
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100
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等価震源距離式m+s
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等価震源距離式m‐s

等価震源距離式m‐s

1

1
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周期（秒）

1
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図-Ⅳ.4.3.8 三春ダムでの観測記録との適合性
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1
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加速度応答スペクトル（ガル）

1,000

加速度応答スペクトル（ガル）

0.1

図-Ⅳ.4.3.10 小玉ダムでの観測記録との適合性
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図-Ⅳ.4.3.11 摺上川ダムでの観測記録との適合

図-Ⅳ.4.3.9 釜房ダムでの観測記録との適合性
図-Ⅳ.4.3.12 に東北地方太平洋沖地震において各ダ

図-Ⅳ.4.3.15～19 には各ダムデータの、周期毎の平均

び等価震源距離別に整理し、基盤における観測地震動

値 m 及び平均値 m±標準偏差 s のグラフのみを示す。
図-Ⅳ.4.3.14～19 は、H20 式での結果との比較で示し

の距離減衰特性を示す。東北地方太平洋沖地震による

ている。

ムで観測された基盤加速度（T=0.02s）を最短距離及

各ダムでの基盤加速度の距離減衰特性は、H20 式によ

図-Ⅳ.4.3.14 を見ると、東北地方太平洋沖地震によ

る計算値よりも H23 式による計算値は、
いずれの式形

る地震動評価においては、H20 式による計算値（最短

においても、実測値との適合度は改善している。

距離式）は、計算値が実測値に比べて少し大きめに評

さらに、H23 式の適合性を検証するにあたり、個別

価されることが分かる。一方、図-Ⅳ.4.3.15 を見ると、

の地震に対する各ダムにおける加速度応答スペクトル

等価震源距離式の場合は計算値が過小に評価されるこ

の計算値と実測値との比を全周期帯に渡って計算し、

とが分かる。それに対して、H23 式による計算値は、

これらの平均的な適合度をもって評価することとした。

いずれの式形においても、実測値との適合度は改善し

表-Ⅳ.4.3.3 及び図-Ⅳ.4.3.13 に著名な地震事例及び位

ている。
同様に図-Ⅳ.4.3.16 及び図-Ⅳ.4.3.17 を見ると、

置図を示し、図-Ⅳ.4.3.14～19 に各地震に対する H23

2000 年 10 月 6 日の鳥取県西部地震による地震動評価

式による計算値と実測値との適合度を示す。図-

においては、H23 式による計算値は、いずれの式形に
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おいても、実測値との適合度は改善している。

形においても、精度の良い評価結果を与えているが、

図-Ⅳ.4.3.18 及び図-Ⅳ.4.3.19 には、2008 年 6 月 14

この結果は H23 式によってもほぼ変わることは無く、

日の岩手宮城内陸地震による地震動評価を示す。この

H23 式が実測値との適合度を悪化させることは無い。

地震に対しては、H20 式による計算値は、いずれの式
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図-Ⅳ.4.3.12 東北地方太平洋沖地震（2011.3.11、MW9.0）における基盤加速度の距離減衰特性

図-Ⅳ.4.3.13 著名地震位置図
表-Ⅳ.4.3.3 地震事例
地震種別

発震日

東北地方太平洋沖地震

地震名

プレート境界地震(B)

H23.3.11

鳥取県西部地震

内陸地殻内地震(A)

H12.10.6

岩手宮城内陸地震

内陸地殻内地震(A)

H20.6.14

地震の特徴
三陸沖（仙台市東方）を震源とするMW9.0の地震であり、最大震度7を観測。東
北地整が管理する三春ダム（重力式）では、基礎で195galを観測するなど、多く
のダムで強震波形を捕捉。
鳥取県米子市南方を震源とするMJ7.3（MW6.8）の地震であり、最大震度6強を観
測。鳥取県が管理する賀祥ダム（重力式）では、基礎で531galを観測など、多く
のダムで強震波形を捕捉。
岩手県内陸南部（一関市西方）を震源とするMJ7.2（MW7.0）の地震であり、最大
震度6強を観測。宮城県が管理する荒砥沢ダム（中央土質遮水壁型ロックフィ
ル）では、基礎で1024galを観測など、多くのダムで強震波形を捕捉。
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2011.3.11 東北地方太平洋沖地震
【H20式】最短距離式での比較（水平成分、MJ=8.4、タイプB）
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2011.3.11 東北地方太平洋沖地震
【H23式】最短距離式での比較（水平成分、MW=9.0、タイプB）
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図-Ⅳ.4.3.14 東北地方太平洋沖地震（2011.3.11、MW9.0）に対するダム距離減衰式（最短距離式）の適合度検討
2011.3.11 東北地方太平洋沖地震
【H20式】等価震源距離式での比較（水平成分、MJ=8.4、タイプB）

2011.3.11 東北地方太平洋沖地震
【H23式】等価震源距離式での比較（水平成分、MW=9.0、タイプB）
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図-Ⅳ.4.3.15 東北地方太平洋沖地震（2011.3.11、MW9.0）に対するダム距離減衰式（等価震源距離式）の適合度検討
2000.10.6 鳥取県西部地震
【H20式】最短距離式での比較（水平成分、MJ=7.3、タイプA）

2000.10.6 鳥取県西部地震
【H23式】最短距離式での比較（水平成分、MW=6.8、タイプA）
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図-Ⅳ.4.3.16 鳥取県西部地震（2000.10.6、MW6.8）に対するダム距離減衰式（最短距離式）の適合度検討
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2000.10.6 鳥取県西部地震
【H20式】等価震源距離式での比較（水平成分、MJ=7.3、タイプA）

2000.10.6 鳥取県西部地震
【H23式】等価震源距離式での比較（水平成分、MW=6.8、タイプA）
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図-Ⅳ.4.3.17 鳥取県西部地震（2000.10.6、MW6.8）に対するダム距離減衰式（等価震源距離式）の適合度検討
2008.6.14 岩手宮城内陸地震
【H20式】最短距離式での比較（水平成分、MJ=7.2、タイプA）
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【H23式】最短距離式での比較（水平成分、MW=7.0、タイプA）
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図-Ⅳ.4.3.18 岩手宮城内陸地震（2008.6.14、MW7.0）に対するダム距離減衰式（最短距離式）の適合度検討
2008.6.14 岩手宮城内陸地震
【H20式】等価震源距離式での比較（水平成分、MJ=7.2、タイプA）
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【H23式】等価震源距離式での比較（水平成分、MW=7.0、タイプA）
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図-Ⅳ.4.3.19 岩手宮城内陸地震（2008.6.14、MW7.0）に対する距離減衰式（等価震源距離式）の適合度検討

Ⅳ.4.3.5 まとめ
以下に本研究で得られた知見を示す。

・地震種別は、内陸地殻内地震、プレート境界地震、

・ダム基礎における最新の距離減衰式として、2011

プレート内地震、日本海東縁部の 4 つの地震に分類し

年3月11日に東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)で観測さ

た。

れた地震動およびその余震を考慮した H23 式を提案

・改良された H23 式は、Mw9.0 の東北地方太平洋沖

した。

地震での観測記録を精度良く再現でき、その他の地震

・気象庁マグニチュードの適用限界を超える巨大規模

での観測記録をも精度良く再現できる。

の地震にも一貫して適用できるよう、H23 式における

本研究で得られた成果は、「大規模地震に対するダ

マグニチュードの定義を気象庁マグニチュード MJ か

ム耐震性能照査指針（案）」に基づくダムの耐震性能

らモーメントマグニチュード MW に見直しを行った。

照査の試行において利用されている。

139

参照文献
1) 国土交通省河川局：大規模地震に対するダム耐震性
能照査指針（案）
、2005 年 3 月
2) N.Matsumoto, H.Yoshida, T.Sasaki, T.Annaka,
Response Spectra of Earthquake Motions at Dam
Foundations, 21st Congress on Large Dams,
Montreal, Q.83-R.35, Vol.3, pp.595-611, 2003
3) 松本徳久、吉田等、佐々木隆、安中正：ダムサイト
での地震動の応答スペクトル、大ダム、No.186、
pp.69-76、2004 年
4) N. Matsumoto, T.Ohmachi, N.Yasuda, T.Sano,
T.Sasaki,

T.Annaka,

Acceleration

Response

Spectra at Dam Foundations, 22st Congress on
Large Dams, Barcelona, C.9, Vol.2, pp.727-745,
2006
5) 松本徳久、大町達夫、安田成夫、佐野貴之、佐々木
隆、安中正：ダム基礎における加速度応答スペクト
ル、大ダム、No.199、pp.54-63、2007 年
6) 三石真也、島本和仁：大規模地震に対するダム耐震
性能照査について、ダム技術、No.274、pp.6-35、2009
年
7) 佐々木隆、伊藤壮志：地震動の距離減衰式の改良、
ダム技術第 338 号、pp.17-28、2014 年
8) 佐々木隆、伊藤壮志：東北地方太平洋沖地震および
その余震を考慮した距離減衰式の提案、土木技術資
料第 56 巻、第 11 号、pp.38-41、2014 年
9) 佐々木隆、伊藤壮志、山口嘉一、安中正：東北地震
を踏まえたダム基礎岩盤における地震動距離減衰式、
大ダム No229、pp.99-106、2014 年
10) T. Ito, T. Sasaki, Y. Yamaguchi、T.Annaka,
Attenuation Relationship of Earthquake Motion
at Dam Foundation in Consideration of The 2011
Tohoku Earthquake, Icold Bali 2014 International
Symposium On “Dams In Global Environmental
Challenges”, pp.II-519-528, 2014
11) 武村雅之：日本列島および周辺地域に起こる浅発
地震のマグニチュードと地震モーメントの関係、地
震第 43 巻、pp.257-265、1990 年

140

(1)構造上の留意点の検討

Ⅳ.4.4 津波防災・減災に関わるインフラの機
能拡充

1)裏法及び裏法尻での高流速のへの対応

Ⅳ.4.4.1 粘り強い海岸堤防の構造の検討
6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減災
システムに関する研究プロジェクト研究報告書、国土
技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第 52 号）
、
pp.127~141、2016.6
図-Ⅳ.4.4.1.1 堤防模型周辺の水位と断面平均流速

中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を踏まえた地

(q/h)の分布（数値は現地換算値）

震・津波対策に関する専門調査会」 の報告 1)で「設計
対象の津波高を超えた場合でも施設の効果が粘り強く
発揮できるような構造物」の考え方が示された。その

津波が海岸堤防を越流する際に、裏法及び裏法尻で、

考え方を受け、
「海岸における津波対策検討委員会」が

図-Ⅳ.4.4.1.1 に示すとおり、10m/s 以上の高流速が発

とりまとめた「平 成 23 年東北地方太平洋沖地震及び

生することから、裏法尻の洗掘や被覆工の流失への対

津波で被災した海岸堤防等の復旧に関する基本的な考

応を検討する必要がある。

え方」2)において、海岸堤防等の構造上の工夫の方向
性が示された。その中では、設計対象の津波高を超え

2)流れの中に置かれた構造物の不陸による構造物の不

る津波が来襲し、海岸堤防等の天端を越流することに

安定化とその対策

より，海岸堤防が破壊，倒壊する場合でも施設の効果

裏法尻被覆工に凹凸が生じると、流れによる力を大

が粘り強く発揮できるような構造を、以下のいずれか

きく受け、被覆工が不安定になることから、図-

の減災効果を目指した構造上の工夫が施されたものと

Ⅳ.4.4.1.2 に示す上端と下端に切り欠きを設けたブロ

している。

ックをかみ合わせることで、下のブロックが上のブロ
ックより突出しにくくする構造が有効である。

・施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くす
る。
・施設が完全に流失した状態である全壊に至る可能性
を少しでも減らす
そして、そのような構造上の工夫の方向性として、裏
法尻部への保護工の設置による洗掘防止や、裏法被覆
工等の部材厚の確保等による流失防止などが挙げられ

図-Ⅳ.4.4.1.2 ブロック形状の工夫案

ている。
ここでは、その構造上の工夫の方向性、Ⅲ.5.8 で実

3)裏法尻での洗掘と対策

施した被災分析等を踏まえ、越流に対して粘り強い構
造の留意点について、記載する。なお、本研究で得ら

東日本大震災で見られたように、
津波の越流により、

れた知見は、国総研技術速報 No.1「粘り強く効果を発

堤防陸側では洗掘が生じる。
この洗掘に対処するには、

揮する海岸堤防の構造検討（第１報）
」3)、国総研技術

図-Ⅳ.4.4.1.3 に示すように裏法尻を保護し、流れの向

速報 No.3「粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検

きを水平方向に変えることで、洗掘する場所を遠ざけ

討（第２報）4)として発出され、海岸工学論文集など

ることが有効である。

にも投稿されている

5)、6) 、7)、8)

。
裏法尻で流れの
向きを変える

本研究では、盛土により築造された台形断面を基本
とし、その表面（表法、天端、裏法）を被覆した三面

裏法被覆工

張り構造を対象とし、裏法尻の洗掘、裏法被覆高の安
定性に着目し、対洗掘抵抗性と安定性向上のための留

背後地盤

※:平場の長さ

意点を検討した。得られた主な留意点として、下記の
基礎工

7 項目が挙げられる。

図-Ⅳ.4.4.1.3 裏法尻の工夫案
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4)揚圧力への対応

6)負圧への対応

津波が襲来し、海側の水位が上昇すると、その水位

越流水深が大きくなると、天端被覆工と裏法被覆工

上昇に連動して堤体下の浸潤面が上昇を始める（図-

との接合部にあたる裏法肩付近で負圧が発生する。こ

Ⅳ.4.4.1.4）
。被覆工が不透過・不透気構造となってい

れに対応するためには、図-Ⅳ.4.4.1.6 に示すように法

ると、被覆工と浸潤面とに囲まれたところに空気が残

肩部分を天端被覆工と一体化することが有効である。

留し、圧力の上昇が発生する。この圧力上昇により、
被覆工の不安定化を招かないように、排気構造を設け

流失

るという工夫が有効である。

空気圧の上昇
浸潤面の上昇

法肩部分を
天端被覆工
と一体化

水圧
図-Ⅳ.4.4.1.6 負圧に対する法肩部分の工夫案
図-Ⅳ.4.4.1.4 空気による揚圧力
7)パイピングへの対応
5)浸透水に対する堤防裏法尻での対応

海岸堤防の海側と陸側との間で生じる水位差が大き

津波の越流水位が堤防天端まで降下した時点におい

くなると、図-Ⅳ.4.4.1.7 のように、パイピングによっ

て（高水位を経験した直後）
、裏法尻付近の浸潤線が高

て漏水や堤体の破壊が生じる恐れがある。浸透路長は

くなって、浸透水が裏法尻付近から浸出する状況が起

法勾配が急な断面では比較的短く、裏法尻での洗掘に

こりえる。このような状況になると、この付近が泥状

よってさらに短くなる可能性がある。洗掘を考慮して

になり、裏法被覆工が被災することも考えられる。例

パイピングに対する照査を行う必要がある。

えば、構造物実験水路での実験を示した写真-Ⅳ.4.4.1.1

なお、模型実験の諸元や検討結果の詳しいデータ

では、図-Ⅳ.4.4.1.5のように越流が終了する前に、裏法

については、上記の引用文献を参照されたい。

尻付近において吸い出しが発生している。こうした現
象が起こる可能性を踏まえ、矢板等により浸透を抑制
し、浸潤線の上昇を低減する構造とするなどの対策の
検討を行うことが必要である。

図-Ⅳ.4.4.1.7 パイピングと洗掘による堤体の傾き
(2)復旧海岸における構造の検討
（１）での留意点を考慮し、越流に対して粘り強い
写真-Ⅳ.4.4.1.1残留水位による裏法尻からの吸い出し

構造の留意点を踏まえて、仙台湾南部海岸の復旧工事
に反映させるべく検討した粘り強い構造を図 -
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Ⅳ.4.4.1.8 に示す。
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40
堤防天端高E.L.cm24cm

30
20

と一体化することで安定性を高める構造とした。
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また、基礎工近傍での洗掘への対策として、基礎工の

経過時間 (sec)

図-Ⅳ.4.4.1.5 吸い出しが発生した際の天端での水位

陸側及び下部に地盤改良を施した。本稿で紹介する仙
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台湾南部海岸では、セメントを混ぜて地盤を強化する

されているところである。また、南海トラフの巨大地

混合処理工法等がとられている。

震の発生が切迫している中で、既存堤防の補強が緊急

裏法被覆工には、前項で示したように、不陸が生じ

の課題となっている。そのため、前項で示した構造と

ても流れをまともに受ける面が生じにくいように、図-

違う構造の海岸堤防の補強方法についても、検討を行

Ⅳ.4.4.1.8 のブロック諸元図に示すような流れの上流

った。

側と下流側に切り欠きを設けたブロック（現地換算

１)コンクリート平張り構造の海岸堤防の粘り強い構

値：厚さ 0.5m，質量 2t）をかみ合わせることにより、

造の留意点

流れの下流側のブロックが上流側のブロックよりも突

海岸堤防の裏法被覆工については、ブロック張りの

出しにくくする構造を採用した。

他にコンクリート平張りによるものが多く用いられて

これらの検討は仙台南部海岸での復旧工事に反映さ

いる。前項で示したブロック張り構造に比べて透気性

れた。

が低く、堤体内圧上昇に対する配慮が必要となると考
えた。
そこで堤体内の圧力上昇に着目し、コンクリート平
張りの海岸堤防を対象に津波越流時の堤体内の圧力上
昇を把握するため、大規模実験（縮尺１／２）を行っ
た。
水理実験の結果から、津波の越流によるコンクリー
5.0m

1.0m
※裏法被覆のブロックの下にフィルター層
（厚さ0.5m）を設ける

ト平張りの海岸堤防の被災メカニズムは図-Ⅳ.4.4.1.9
のように整理した。

基礎工
2.25m

2.25m

1.0m
5.0m
地盤改良（無・有）

図-Ⅳ.4.4.1.9 津波の越流によるコンクリート平張
りの海岸堤防の被災メカニズム
津波の越流によって堤体内の浸潤面が上昇すること
により、裏法被覆工を持ち上げようとする力が作用す
る。その結果、裏法被覆工と裏法面との間の摩擦が減
少し、裏法被覆工が基礎工を押す力が大きくなる。一
図-Ⅳ.4.4.1.8 仙台湾南部海岸の復旧工事に反映さ

方、津波の越流によって基礎工の陸側が洗掘されるた

せるべく検討した粘り強い構造

め、裏法被覆工の自重が作用する基礎工を支える土圧
が減少する。その結果、基礎工が滑動または転倒し、

(3)施設更新時の構造上の検討

その後に裏法被覆工が移動して、裏法面に上部または

前項では、仙台湾南部海岸の復旧工事で採用され

下部に隙間が生じ、そこから堤体土の吸い出しが生じ

た裏法被覆工がブロック張り、裏法基礎工部分に地盤

る。

改良工を施した構造の粘り強さの効果の確認結果を示
2) コンクリート平張り構造の海岸堤防の粘り強い構

した。
一方で、既存の海岸堤防等についても、今後の更新

造の留意点への対応

の時期に合わせて、構造上の工夫を検討する旨が、
「平

海岸堤防が粘り強く効果を発揮するためには、
（１）

成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災し

で示したように裏法尻で越流水の流向を水平に変える

た海岸堤防等の復旧に関する基本的な考え方」2）で示

だけの保護工を設けることが有効である。しかし、そ
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のような保護工を施す用地がない箇所では、地盤改良

Ⅳ.4.4.2 海岸堤防の粘り強さ向上による減災効果

ほどの強さはないものの、基礎工に矢板を取り付ける

6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減災

ことで基礎工の移動を抑制することも考えられる。堤

システムに関する研究プロジェクト研究報告書、国土

防陸側の用地の制約を考慮した構造上の工夫として、

技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第 52 号）
、

裏法基礎工に矢板を取り付けた効果を確認するため、

pp.127~141、2016.6

大規模実験を行った。

東北地方太平洋沖地震で多くの海岸保全施設が被災

また、その際、裏法被覆工が基礎工を押す力を低減

したことを受けて、
「設計対象の津波高を超えた場合で

するように、裏法被覆工の移動を抑制するような工夫

も施設の効果が粘り強く発揮できるような構造物の技

が有効であり、堤体土の表面に捨てコンクリートを敷

術開発を進め、整備していく」とする方針が中央防災

設してから被覆工を施工することによって堤体表面か

会議等１）から示された。しかし、堤防が粘り強くなる

らの浸透及び吸い出しを抑制することで、津波の越流

ことで、どれほどの減災効果が生じるかという研究は

に対して有効であると考えた。

未だなされていない。

水理実験では、矢板の有無、被覆工下の条件などを

そこで、本研究では、堤防の粘り強さと、二線堤に

変えた 4 ケースを実施した。実験から、堤体土との間

よる減災効果を評価することを目的とした。堤防の粘

に浸透を容易にするフィルター層設置を避けて捨てコ

り強さは、越流開始からの破堤時間が遅延することを

ンクリートとすることや、堤体内の圧力上昇によって

想定した計算と堤防の残存率が低減すると想定した計

増大する裏法被覆工の移動を矢板等で抑制することが

算を実施した。具体的な計算条件を表-Ⅳ.4.4.2.1 に示

有効であることが分かった。

す。津波の設定外力ごとに、破堤時間の遅延は、６ケ

詳細は、上記文献を参照されたい。

ース、堤防の残存率が低減するパターンは５～７ケー
ス実施した。

参照文献

また、最大越流水深のケースでは、破堤の遅れ時間

1）中央防災会議、東北地方太平洋沖地震を教訓とし

に二線堤の効果を追加した効果を検証した。

た地震・津波対策に関する専門調査会報告、2011
2）海岸における津波対策検討委員会、平成２３年東

表-Ⅳ.4.4.2.1 津波の浸水計算のケース

北地方太平洋沖地震及び津波により被災した海岸堤防
等の復旧に関する基本的な考え方、2011
3）国土技術政策総合研究所、粘り強く効果を発揮す
る海岸堤防の構造検討（第１報）
、国総研技術速報、
No.1、2012
4）国土技術政策総合研究所、粘り強く効果を発揮す
る海岸堤防の構造検討（第２報）
、国総研技術速報、
No.3、2012
5）鳩貝ら、津波越流による海岸堤防の裏法尻の洗掘

津波浸水計算は津波浸水想定の設定の手引き２）に従

に関する水理模型実験、土木学会論文集Ｂ２（海岸工

い、減災効果は、図-Ⅳ.4.4.2.1 に示す緑の枠内の範囲

学）
、Vol.68、No.2、I_406-I_410、2012

で評価した。

6）加藤ら、津波の越流に対するコンクリート平張り
海岸堤防の粘り強い構造、土木学会論文集Ｂ２（海岸
工学）
、Vol.69、No.2、I_1021-I_1025、2013
7）加藤ら、津波の越流に対して粘り強く減災効果を
発揮する海岸堤防の構造検討、
土木学会論文集Ｂ２
（海
岸工学）
、Vol.70、No.1、31-49、2014
8）加藤ら、津波越流時の海岸堤防の被覆工下面に作
用する圧力に関する気液二相流解析、土木学会論文集
Ｂ２（海岸工学）
、Vol.70、No.2、I_971-I_975、2014
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表-Ⅳ.4.4.2.3 破堤延長の違いによる減災効果

（３）二線堤による減災効果の試算
海岸堤防の破堤時間遅れの計算に、二線堤効果も考
慮したケースを加えて比較したところ、家屋被害の指
標として大部分の木造家屋が全壊する浸水深 2m 以上
の面積に着目すると、どの規模の津波に対しても破堤
遅延時間が長くなるに従い、面積が減少する傾向が見
られた。越流水深 6.9m の規模の津波に対しては破堤
が 5 分遅れた場合は 3,727ha となり、越流直後に破堤

図-Ⅳ.4.4.2.1 減災効果評価した領域

する場合の 4,503ha と比べて面積が 17.2%減少した。
（図-Ⅳ.4.4.2.2）

結果を（１）から（３）に示す
（１）破堤時間の遅延による減災効果の試算
越流開始から破堤時間遅れを複数あたえることによ
り、減災効果を試算した（表-Ⅳ.4.4.2.2）。試算結果
では、越流後、破堤時間遅れが長くなるほど、浸水面
積、最大浸水深２ｍ、１ｍ以上となる浸水面積は低減
した。３分破堤が遅れた場合では、越流直後に破堤す
る場合と比べて、全浸水面積、最大浸水深２ｍ、１ｍ
以上の浸水面積はそれぞれ、4%、6%、9%低減した。
なお、この一連の検討内容については、仙台湾南部海

図-Ⅳ.4.4.2.2 二線堤による減災効果の違い

岸における事業再評価において、粘り強い堤防構造の
減災効果の試算に活用された。

なお、この一連の検討内容については、仙台湾南部
海岸における事業再評価において、粘り強い堤防構造

表-Ⅳ.4.4.2.2 破堤時間の遅延による減災効果

の減災効果の試算に活用された。また、本研究の内容
をまとめた論文 3)が海岸工学論文賞を受賞した。
参照文献
１） 中央防災会議、東北地方太平洋沖地震を教訓とし
た地震・津波対策に関する専門調査会報告、2011
2） 国土交通省水管理・国土保全局海岸室ら、津波浸
水想定の設定の手引き、平成 24 年 10 月

（２）破堤延長の違いによる減災効果の試算
試算の結果（表-Ⅳ.4.4.2.3）を見ると、破堤延長が

3） 渡辺ら、海岸堤防の粘り強さ向上による減災効果

短くなるほど、浸水深や浸水面積は小さくなることが

の感度分析、土木学会論文集Ｂ２（海岸工学）、

分かる。実際は破堤時間遅れの効果と相まって減災効

Vol.71、No.2、I_1597-I_1602、2015

果が発揮されることから、粘り強い堤防構造の工夫が
促進されることにより、陸上における減災効果が期待
される
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Ⅳ.4.4.3 自然・地域インフラの活用

害を後世に伝え、
避難を促進する）
」
、
「避難行動支援
（避

6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・減災

難を促進し、人的被害を軽減する）
」に着目し、これら

システムに関する研究プロジェクト研究報告書、国土

に該当する効果を有すると判断されたものを学術論文、

技術政策総合研究所プロジェクト研究報告（第 52 号）
、

書籍や雑誌記事等の文献、WEB 等の公開資料等から

pp.127~141、2016.6

収集・整理した。
これらの結果は、事例集として国総研海岸研究室の

ハリケーンサンディの高潮災害を受けた米国ニュー

ホームページで公開する予定である。

ヨーク州が作成したアフター・アクション・レビュー
NYS2100 では、５つの主要な自然インフラ（Natural
infrastructure）について港のレジリエンス戦略の役

（２）砂丘等による津波減災効果の分析
自然・地域インフラの中でも砂丘・浜堤は自然の海

割の一部としての活用に関するフィージビリティ調査

岸堤防として減災効果が見込まれる。

１）２）

を行うように提言している

。５つのシステムとは、

東日本大震災では、大きな津波が来襲した地域にお

沿岸洲、砂丘システム、干潟、カキ礁、近自然海岸（仮

いて砂浜が流出した地域が存在した。また、津波の高

訳）
、自然の浜堤と土堤が挙げられている。
沿岸洲・砂丘システムや、自然の浜堤・土堤は、東

さが大きくない地域では、海岸砂丘による減災効果が

日本大震災の津波において、津波の高さが高い岩手、

見受けられた一方、そのような地域においても、浜堤

宮城、福島の被災 3 県では明瞭ではなかったが、津波

が局所的に被災している箇所が存在した。津波による

の高さが比較的低かった青森や茨城、千葉では砂丘が

砂丘等の地形変化を把握するために、被災前後の空中

津波の遡上を食い止めたと考えられる事例が見られた。

写真の判読及び LP 測量データ（航空レーザ測量）の

本研究では、このように津波減災効果を有すると考え

分析をおこなった。
解 析 例 と して 、 千 葉 県旭 市 を 紹 介す る （ 図 -

られる自然の地形や地物を自然インフラとした。
また、近自然海岸として挙げられるような海岸保安

Ⅳ.4.4.3.1）。旭市では、海岸近くに護岸と人工的に構

林や、ラグーン地形を利用した宮城県の貞山運河、ま

築された浜堤が存在し、その背後には複数の砂丘列が

たは道路盛土のような半自然班人工物、および人工物

残されていた。しかし、浜堤と第１砂丘、第２砂丘が

を自然インフラと区別して地域インフラとした。
また、

津波によってほとんど侵食されて岸沖方向の起伏が消

津波の事実や教訓を伝承する施設や史跡も地域インフ

失したことがわかる。一方、第３砂丘については海側

ラとした。

の斜面の一部を除いてほとんど地形変化が見られなか
った。

しかし、津波に対して減災効果を有する地物や自然
地形についてまとめた研究や、それら有する減災効果
や効果の発揮限界を定量的に評価する研究は行われて
いない。
そこで本研究では自然インフラと地域インフラを合
わせて自然・地域インフラと位置づけ、積極的に保全
していくために、自然・地域インフラの事例収集を行
った。また海岸砂丘に着目し、それらの減災効果と効
果の発揮限界について調べた。

図-Ⅳ.4.4.3.1 千葉県旭市における津波による侵食
（１）事例収集について
（３）津波を想定した砂丘などの侵食実験

「自然・地域インフラ」として減災効果が発揮でき
るものがどの程度あるかを把握するために事例整理を

海岸砂丘に着目し、それらの減災効果と効果の発揮

行った。津波に対する減災効果として「津波減勢（津

限界について検証するために、本研究では河川堤防の

波の域大炊を低減し、被害を小さくする）
」
、
「避難場所
の提供
（津波来襲時に避難場所となる）
」
「居住制限
、
（海

植生が、堤外側の法面の侵食に与える影響を調べる水
理実験（土木研究所資料 3489 号）3）と同様の方法を

岸付近など、津波の被害が大きな地区に人が住まない

用いて、実物大の樹木の根系が砂丘表面の侵食過程に

ようにする）
」
、
「浸水範囲の明示（浸水域を示し、津波

与える影響に着目して実験を進めている。
今回は、人工広葉樹林の供試体例を紹介する。実験

の避難を促進する）
」
、
「リスク・教訓の伝承（津波の被
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では、樹木の根系を含んだままの現地地盤を乱さない

必要があり、
「津波防災」
に関係する多様な学術分野間、

ように採取した供試体を用いた。
（写真-Ⅳ.4.4.3.1(左)）

民産学官間の情報交換が重要となっている。
このため、平成 26 年度は、分野間連携の取り組み

供試体を高流速実験水路内に設置し、写真Ⅳ.4.4.3.1(右)のように津波を想定した最大約7m/sの高

のスタートとして、津波災害の伝承に取り組む民学官

流速を繰り返し作用させ、地盤表面の侵食深さの計測

を集めた
「津波災害伝承に関する勉強会」
を開催した。

を行った。

平成 27 年度は農業・食品産業技術総合研究機構農村
工学研究所において、
「巨大浸水災害に対する面的防御
のあり方に関する研究会」
と題しての研究会が行われ、
国総研も発表を行った。
参照文献
1)NYS2100 Commission 、 Recommendations to
Improve the Strength and Resilience of the Empire

写真-Ⅳ.4.4.3.1(左)供試体採取時と(右)通水実験時

State’s Infrastructure, 2012
2)諏訪、自然・地域インフラとは何か、RIVER FRONT、

供試体表面を格子状に分け、各格子の侵食深の経時

Vol.79、11-15、2015

変化を測定し、侵食深と根毛量の鉛直分布を比較した。
侵食の速度（折線グラフの傾き）は地表面に近い層

3)宇多ら、洪水流を受けた時の多自然型河岸防御工・

では小さく、その後急激に侵食が進む傾向が見られた

粘性土・植生の挙動 －流水に対する安定性・耐侵食

（図-Ⅳ.4.4.3.2）。根毛量（棒グラフ）が急激に減少す

性を判断するために－、
土木研究所資料 3489 号、
1997

る深さで侵食が進む状況が読み取れ、河川堤防のり面
を対象とした既往の侵食実験の結果と同じ傾向を示し
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定では、国総研で開発した距離減衰式を用いて、大正

Ⅳ.5 道路インフラに関わる震災対応
能力の向上

12 年関東地震の際の東京周辺での地震動を推定した
結果に基づき、レベル２地震動（タイプⅠ）の標準加
速度応答スペクトルを改定した（図-Ⅳ.5.1.1 ）
。

いわゆるハード対策とソフト対策は減災を図るうえ

それにあわせて、従来の地域別補正係数とは別に、

での両輪であり、道路の震災対策として道路施設の強

レベル２地震動（タイプⅠ）に対して適用する地域別

化が重要であることは言うまでもないが、被害の発生

補正係数を新たに設定した。その際、北海道太平洋沖

を早期に把握し交通機能を速やかに回復する能力を向

の４地震が連動する場合、東海・東南海・南海地震及

上させることも重要である。

び日向灘地震が連動する場合など、東北地方太平洋沖

東日本大震災では地震動と液状化による広域被害が

地震も含め震源域が連動する影響を考慮した上で、大

発生し、また、橋台背面盛土部の段差や津波来襲後の

正 12 年関東地震において東京周辺で生じた地震動よ

道路啓開に関しても、様々な課題が認識されたところ

りも強い影響を受けると推定される地域では地域別補

である。これらの経験を踏まえ、道路インフラに関わ

正係数を 1.2 とした（図-Ⅳ.5.1.2）
。

る震災対応能力を如何に向上させるべきか、ハード対

また、
動的解析による耐震性能の照査に用いるため、

策とソフト対策の両面から調査研究が進められた。

改定した標準加速度応答スペクトルに近い特性を有す

ハード対策としては道路橋示方書の設計地震動の改

るように振幅調整した加速度波形を地盤種別ごとに 3

定と液状化に対する舗装構造の検討が行われている。

波形ずつ示した。これらは平成 15 年十勝沖地震と平

ソフト対策としては道路橋の被害を早期に把握するた

成 23 年東北地方太平洋沖地震の際に観測された強震

めの自動通行障害把握システムの開発に加え、道路啓

記録をもとに作成しており、従来よりも大幅に継続時

開に着目し、道路啓開の効果や震災時に優先的に啓開

間が長い特徴を有している。
標準加速度応答スペクトル (gal)

すべき路線の評価手法、道路啓開計画の前提となるガ
レキ量を予測する手法等の検討が行われている。以下
ではこれらの取り組みを順に紹介していく。

Ⅳ.5.1 道路橋示方書の設計地震動の改定およ
び津波に対する配慮事項の規定
2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災に対
する国土技術政策総合研究所の取り組み－緊急対応及

3000
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び復旧・復興への技術支援に関する活動記録－、国土
技術政策総合研究所研究報告（第 52 号）
、pp.46~49、
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5

図-Ⅳ.5.1.1 標準加速度応答スペクトル（Ⅱ種地盤）

2013.1
道路橋の耐震設計では、レベル２地震動として、プ
レート境界型の大規模な地震による地震動（タイプⅠ
の地震動）と内陸直下型地震による地震動（タイプⅡ
の地震動）の２種類を考慮している。平成 23 年東北
地方太平洋沖地震と同じプレート境界型の地震である
東海地震、東南海地震、南海地震等が近い将来に発生
すると考えられていることや近年の研究成果を踏まえ、
道路橋示方書全体の改定にあわせ、これらプレート境
界型の大地震による地震動を推定した結果をもとに、
レベル２地震動（タイプⅠ）を見直した 1)。
道路橋の設計地震動は、地盤種別ごとに設定された
標準加速度応答スペクトルに、減衰定数別補正係数と

図-Ⅳ.5.1.2 レベル２地震動タイプⅠの地域別補正係

地域別補正係数を乗じることで設定される。今回の改

数
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一方、平成 23 年東北地方太平洋沖地震では、地震
動だけでなく津波の影響によっても広い範囲で道路橋
に被害が発生し、特に上部構造が流出したものは、交
通機能の回復に時間を要したものがあった。
これを教訓として、平成 24 年に改定された道路橋
示方書Ⅴ耐震設計編では、津波に関する地域の防災計
画を考慮した構造計画を行うことが新たに規定された。
これは、津波の影響を受ける可能性がある地域内の路
線に求められる性能は、基本的に、その地域の防災計
画等に基づいて設定されることになるため、道路橋の
設計においてはその性能に応じた適切な構造計画を検
討することが重要となるためである。同解説 1)には、
津波の高さに対して桁下空間を確保する、津波の影響
を受けにくいような構造的工夫を施す、上部構造が流
出しても復旧しやすいように構造的な配慮をすること
が構造計画の例として挙げられている。
1) (社)日本道路協会：道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設
計編，2012.
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Ⅳ.5.2 道路平面部の液状化による被害の影響
要因に関する検討
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、
関東地方を中心に広い範囲で液状化の発生が確認され
た。これにより一時的に道路の通行に支障が生じた区
間が発生した。
このため国総研及び土研では、道路平面部の液状化
に伴う被害について、道路の諸条件（舗装構成、地盤
条件等）を踏まえた対策手法の確立のための検討を行
ってきた。
本節では、道路平面部の液状化被災状況に関する情
報を収集し、
被災状況等と道路構造、
道路下の埋設物、
地盤条件等との相関関係を分析した成果を記載する。

表-Ⅳ.5.2.1

関東地方において液状化の発生が報告さ
れた自治体

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎
市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、取手市、つくば
市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、筑西市、
坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、
つくばみらい市、茨城町、大洗町、東海村、美浦村、阿見町、
河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

栃木県

栃木市、真岡市、大田原市

群馬県

館林市、板倉町、邑楽町

埼玉県

さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、春日部市、羽
生市、越谷市、戸田市、鳩ヶ谷市、和光市、久喜市、八潮市、
幸手市、吉川市、宮代町

千葉県

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田
市、成田市、東金市、旭市、習志野市、柏市、八千代市、我孫
子市、浦安市、袖ヶ浦市、印西市、南房総市、匝瑳市、香取
市、山武市、栄町、神崎町、東庄町、九十九里町

東京都

中央区、港区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、板橋
区、足立区、葛飾区、江戸川区

茨城県茨城県高萩工事事務所 提供

図-Ⅳ.5.2.1.1 被害路線（国道 245 号線）

凡例
被災形態
下水道函渠(245 号線)
亀裂
水平変動
鉛直変位(大)
鉛直変位(中)
鉛直変位(小)
鉛直変位
(変位量不明)

図-Ⅳ.5.2.1.2 被害位置（国道 245 号線）

神奈川県 横浜市、川崎市
※ 枠内は今回検討対象とした自治体

Ⅳ.5.2.1 東日本大震災における道路平面部の液状化
被災状況
ここでは、本検討の対象とした地区（自治体）にお
ける道路平面部の液状化の被災状況について記載する。
(1)国道 245 号（茨城県日立市）の被災状況
国道 245 号は、茨城県水戸市と日立市を結ぶ主要
な幹線道路であり、周辺には重要港湾である茨城港日
立港区や、原子力関係事業所、工場等が立地しており
重要な路線である。東日本大震災では、図-Ⅳ.5.2.1.1、
図-Ⅳ.5.2.1.2及び写真-Ⅳ.5.2.1.1に示すとおり、
陥没、
路面の波打ち、上層路盤まで達するクラック、街渠と

茨城県茨城県高萩工事事務所 提供

写真-Ⅳ.5.2.1.1 被害状況（国道 245 号日立市）
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舗装面間に生じた空隙、路面の大きな沈下、噴砂等が

Ⅳ.5.2.1.4、写真-Ⅳ.5.2.1.2）
。

確認された。当該区間は久慈川の旧河道を埋め立てた
地盤上に構築されているが、上り線側（海側）が下り
線に比べて被害が顕著であり、上記の被害も上り線に
多く確認された。
(2)千葉県香取市の被災状況
千葉県香取市の佐原地区及び小見川地区は、明治期
には利根川の水域や湿地が多く、昭和初期に埋め立
て干拓が始まっており、昭和 40 年代には現在の地形
が形成されるに至っている。この干拓によって形成さ
れた市街地の生活道路及び利根川河岸の国道 356 号に
おいて、液状化に伴う噴砂、地盤の側方移動による路

写真-Ⅳ.5.2.1.2 周辺道路の通行状況 12)
（平成 23 年 3 月 11 日 香取市撮影）

面の変状等が確認されている（図-Ⅳ.5.2.1.3、図-

(3)千葉県千葉市の被災状況
凡例
被害位置 香取市生活道路

千葉市北西部の東京湾岸に面する美浜区は、多くが
昭和 36～55 年頃までに造成された埋め立て地盤であ
る。図-Ⅳ.5.2.1.5 及び写真-Ⅳ.5.2.1.3 に示すとおり、
噴砂、亀裂、鉛直変位（沈下による段差等）等された。
凡例
被災形態
亀裂
水平変動
鉛直変位(大)
鉛直変位(中)
鉛直変位(小)
鉛直変位
(変位量不明)

図-Ⅳ.5.2.1.3(a) 被害位置（佐原市街地、生活道路）

凡例
被害位置 香取市生活道路

図-Ⅳ.5.2.1.5 被害位置(千葉市市道磯辺 132 号線)

図-Ⅳ.5.2.1.3(b) 被害位置（小見川地区、生活道路）
凡例
被災形態
亀裂
水平変動
鉛直変位(大)
鉛直変位(中)
鉛直変位(小)
鉛直変位
(変位量不明)

写真-Ⅳ.5.2.1.3 (a) 真砂磯部２号線の被災状況
（千葉市提供）

図-Ⅳ.5.2.1.4 被害位置（国道 356 号線香取市）
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写真-Ⅳ.5.2.1.3(b) 市道 72 号線（生活用道路）の被
災状況（千葉市提供）

図-Ⅳ.5.2.1.7 被害位置（神栖市）

(4)神栖市の被災状況
神栖市は、昭和 40 年代からの鹿島臨海工業地帯の

とおり、道路については、舗装部や歩・車道境界部か
らの土砂噴出により通行障害が発生するとともに、ひ

開発に伴い、鰐川の一部及び神之池を埋め立てて造成

び割れ、せり上がり、陥没など路面に変状が生じた。

された地区が存在する。これらの地域において、液状
化が発生し、路面の亀裂、鉛直変位（主に陥没、波状
変形、舗装のせり上がり）等が発生した。

図-Ⅳ.5.2.1.8 被災位置図(浦安市幹線 9 号)

（浦安市提供）

写真-Ⅳ.5.2.1.4 被害状況(路面の亀裂)

図-Ⅳ.5.2.1.6 路線位置図 （神栖市）

(5)千葉県浦安市の被災状況
1960 年代から浚渫によって造成した区域（中町、新
町地域）のほぼ全域において液状化現象が発生した。
図-Ⅳ.5.2.1.8 及び写真-Ⅳ.5.2.1.4～写真-Ⅳ.5.2.1.6 の

（浦安市提供）

写真-Ⅳ.5.2.1.5 被害状況(段差)
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亀裂、段差、陥没、占用物件の突出等）、被災程度に
ついては、平面図に図示した。また、あわせて被災時
の交通機能への影響について整理を行った。
3)道路構造等・埋設管等の諸条件に関する整理
対象路線の標準断面などの資料から舗装構成（路床
改良も含む）を整理するとともに、下水道管路の位置
情報を平面図上に整理した。
4)地盤条件の整理

（浦安市提供）

検討対象箇所周辺のボーリングデータおよび土地造

写真-Ⅳ.5.2.1.6 被害状況(舗装のせり上がり)

成の履歴等について整理するとともに、各ボーリング
地点で、東日本大震災発生時の地震動強度に基づき液
状化判定を行い液状化層厚、PL値等を求めた。

Ⅳ.5.2.2 道路平面部の液状化被害と諸条件の関係に
関する検討

更に、地下水位や液状化層厚等を、最適化原理法に
よるコンター処理を行うことによって各検討箇所直下

(1)検討方法概要
1)検討の流れ

（100m区間毎に分割）の地盤条件として割り当てた。

液状化に伴い被災した道路を対象として、各自治体
から収集した①液状化被害の箇所及び被害状況、②道
路構造・埋設管等の諸条件、③地盤条件（ボーリング
柱状図、
液状化判定結果）
に関するデータを整理した。
整理対象地域を表-Ⅳ.5.2.2.1 に示す。整理にあたって
は、被害に関する相関分析を効果的に行うことを念頭
に置き、一元的にデータを管理できるよう地理情報シ
ステム（以下、GIS という）を活用した。

(2)液状化被害の箇所及び被害状況に関する整理
1)液状化被害状況の整理
東日本大震災後の調査資料、災害査定資料、被災直
後の緊急工事や復旧工事等の記録を用いて、車道で発
生した液状化による道路地表面部の被災
（噴砂、
段差、
クラック、隆起、陥没および付帯構造物・占用物件の
損傷等）の発生箇所について整理を行った。

表-Ⅳ.5.2.2.1 整理対象地域一覧

被害箇所の位置については、平面図上に被害箇所が

地域名または路線名

記されている場合はその位置を読み取り、被害写真の

1

日立市（国道 245 号線）

み資料がある場合は Google マップのストリートビュ

2

香取市（国道 356 号線、生活道路）

3

千葉市

4

神栖市

5

浦安市

ー等を用いて、写真から位置を推定し整理した。
また、段差が生じた相対変位量やクラックの長さ等
の定量的な被害の指標については、各資料、平面図上
および写真内に被害程度の記載がある場合はそれを読
み取り整理した。写真があってもスケール等がなく定
量的な指標が判断できない場合は不明とした。
被災形態の代表的な写真を写真-Ⅳ.5.2.2.1 に示す。
噴砂が発生した場合は噴砂量が多いと地震直後は一時
的に通行が困難となる場合があるだけでなく、車道部
の土砂の除去作業のため一時的でも通行規制が発生し
たと考えられる。また、段差・隆起・陥没などの鉛直

GIS に構築した各種データをもとに、液状化被害
状況（被害形態、被災程度等）
、道路構造等・埋設管等
の諸条件、地盤条件との関連性について重ね合わせに
よる整理を行うとともに、各種パラメタ（被災状況、
地盤条件、道路諸元、埋設管情報等）を道路延長 100
ｍ区間毎の整理表に集計し、被害と各条件との相関に
ついて分析した。

変位が発生した場合は、変位量等の程度が大きいとそ

以下に、液状化被害の箇所及び被害状況、道路構造
等・埋設管等の諸条件、地盤条件の整理方法について
詳述する。
2)液状化被害の箇所及び被害状況に関する整理
整理対象となる路線（延べ140路線、延長約80km）
に対して、車道で発生した液状化による道路地表面部
の被災発生箇所について整理を行い、
被害形態
（噴砂、

の箇所の通行が困難になることが想定される。
2)被害ランクの整理
被害ランクは、対象とした被害箇所について、道路
の通行に着目した場合と構造的な変形に着目した場合
の 2 パターンでそれぞれ整理を行った。
道路通行に着目した被害ランクは、東日本大震災直
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(e)陥没
(a)噴砂

(f)付帯構造物の損傷
写真-Ⅳ.5.2.2.1 被災事例

(b)段差

沈下等の鉛直変位が生じ、かつその変位量が資料等か
ら判明している被害箇所について、変位量 5cm 単位で
ランク分けを行った。
表-Ⅳ.5.2.2.2 道路の通行に着目した被害ランク
ランク

定義

大

緊急工事、通行止めがあった

中

中長期的に復旧を行った路線

小

上記以外の路線

表-Ⅳ.5.2.2.3 構造的な変形に着目した被害ランク

(c)クラック

ランク

定義

大

鉛直変位 10cm 以上

中

鉛直変位 5～10cm

小

鉛直変位 0～5cm

(3)道路構造、埋設管、埋立履歴、交通規制情報等の諸
条件の整理方法
1)道路構造の整理
検討した液状化被害が生じた路線を対象とし、道路
構造の整理を行った。道路構造は、資料等から路線の
代表断面の路盤材料、
横断構成、
舗装構成、
設計 CBR、
路床改良の有無等を読み取り整理を行った。また、平

(d)隆起
写真-Ⅳ.5.2.2.1 被災事例

後における緊急工事や通行止めの実施、中長期的な何
らかの復旧工事の実施の有無に着目し、表-Ⅳ.5.2.2.2
の 3 つのランクに区分した。
また、構造的な変形に着目した被害ランクは、表Ⅳ.5.2.2.3 のとおり車道部の舗装において段差・隆起・

面図から路線位置、路線区間を確認し、GIS 上に路線
のラインデータとして作成した。
2)埋設管の整理
埋設管については、比較的管径が大きく道路平面部
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表-Ⅳ.5.2.2.4 整理したボーリングデータ数

の変状に影響が大きいと考えられる下水道管の占用位

地区名称
（路線等）

置について整理した。占用位置は、下水道台帳等によ
り位置を確認し、GIS 上にラインデータとして作成し
た。

日立市
(国道 245 号線)

なお、今回収集できた資料では埋設管の平面的な位
置しか確認できず、埋設深さ、施工方法、埋戻し材等

香取市
(国道 356 号)

の情報が得られなかったため、平面的な位置関係のみ
を GIS 上で整理した。

香取市
(生活道路)

3)埋立履歴の整理

千葉市
(美浜区)

埋立造成履歴の資料等を用いて、検討対象地域にお
ける埋立範囲および埋立年の整理を行った。埋立範囲

 県単道修 第 101 号 災害復旧査定設
計業務委託報告書
10
 「新・関東の地盤(2014 版)」（地盤工学
会関東支部）
 千葉県インフォメーションバンク
21
 国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」
 香取市 液状化対策検討委員会
41  千葉県インフォメーションバンク
 国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」

214

合計

した。また、埋立年は資料内の記述があればそれを整

収集資料

64  千葉市 液状化対策推進委員会

浦安市

は資料内の平面図や過去の航空写真から読み取り整理

ボーリ
ング数

 浦安市液状化対策技術検討調査委員
会

350

理し、記述がない場合は、資料内における過去の航空
写真または平面図から埋立てたことが確認できた時点
を埋立年として整理した。
なお、地盤材料、施工方法、地盤改良の有無等の情
報は得られなかったため、埋立範囲と埋立年のみにつ
いて整理した。
4)交通規制情報の整理
対象とした路線の被災後の交通規制情報の整理を行
った。東日本大震災直後の混乱した状況の中で、交通
規制状況や被災直後の緊急工事の実施状況などについ
ては、情報が錯綜しており正確な情報がとりまとめら
れていない地区が多かったが、規制区間等が資料から
把握可能な区間については、その規制内容を読み取り
GIS 上に整理した。
5)道路周辺状況の把握
対象とした路線の道路周辺状況の整理を行った。道
路周辺状況は、地形図や Google マップ等から道路周
辺の地形や土地利用状況
（平地、
住宅地、
工業地帯等）
、
近接する構造物や各種施設（立体交差、河川堤防、河
川護岸、商業施設等）を読み取り整理した。

図-Ⅳ.5.2.2.1 データベースに整理したボーリング
位置図
1)
書（平成24年） 」
、
「建築基礎構造設計指針2)」の2つの
基準類に基づき液状化判定を行った。
なお、道路橋示方書による液状化判定では、表Ⅳ.5.2.2.5 に示すように地震動タイプの補正を行う。
今回は、東日本大震災を想定しているため、プレート
境界型
（タイプⅠ）
地震動として液状化判定を行った。

(4)地盤条件の整理、液状化判定、
（非）液状化層厚、
液状化指数 PL 算定等の方法
1)地盤条件の整理

表-Ⅳ.5.2.2.5 道路橋示方書における地震動タイプ

各地区の地盤情報（ボーリング柱状図、土質試験結
果、地質断面図）を収集整理した。表-Ⅳ.5.2.2.4 に地
域毎に収集したボーリングデータ数と収集資料の一覧
を示す。ボーリングデータについては、地盤情報デー
タベース（G-Cube）に整理した。
2)液状化判定
ボーリング柱状図、土質試験結果、地質断面図に基
づき、液状化判定を行った。本検討では、
「道路橋示方

地震動
レベル

タイプ

1

－

 橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動
 比較的生じる可能性の高い中規模程度の地震

Ⅰ

 橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度
をもつ地震動
 発生頻度が低いプレート境界型の大規模な地震
 大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動

Ⅱ

 橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度
をもつ地震動
 発生頻度が極めて低い内陸直下型地震
 継続時間は短いが極めて大きな強度を有する地震動

2
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道路橋示方書における定義 ・特徴

表-Ⅳ.5.2.2.6 土質試験結果がない場合に使用した
土質物性値

3)PL 値の計算方法

PL 値は、地下水位（地下水位が地表面と一致する
場合は、地表面）より深度 G.L.-20m の間で、式(1)
を用いて求めた。式(1)の積分は、FL 値が連続的で無
いために式(2)に示したように矩形法で行なった。な

表土
シルト
砂質シルト
シルト質細
砂
微細砂
細砂
中砂
粗砂
砂れき
素掘り
粘土
粘土質シル
ト
基岩盤

お、矩形法による積分を行なうに際し、後述のよう
に土層境界深度や FL 計算深度を考慮した計算を行
なった。

PL 

 1  F 10  0.5z d
20

0

L ,Z

z

(1)

FL、Z ：深度 Z における液状化抵抗率（ただし、
FL、Z≧１の場合は、FL、Z＝1 とする）
z ：深度（m）
n

PL   (1  FL ,i )(10  0.5 zi )hi

地下水位 地下水位
平均粒径
面下の単 面上の単
D50
位重量 γt2 位重量 γt1
（mm）
3
3
（kN/m ） （kN/m ）

土質分類

(2)

細粒分含
有率
Fc
（%）

液状化判
定
の対象

17.0
17.5
18.0

15.0
15.5
16.0

0.02
0.025
0.04

80
75
65

対象
対象
対象

18.0

16.0

0.07

50

対象

18.5
19.5
20.0
20.0
21.0
18.0
16.5

16.5
17.5
18.0
18.0
19.0
16.0
15.5

0.1
0.15
0.35
0.6
2.0
0.07
0.002

40
30
10
0
0
50
100

対象
対象
対象
対象
対象
対象外
対象外

17.5

15.5

0.025

75

対象外

21.0

19.0

－

0

対象外

i 1

市再生機構「宅地耐震設計マニュアル（案）
」
（平成 20

FL、i ：矩形 i における液状化抵抗率（ただし、
FL、i≧１の場合は、FL、i＝1 とする）
zi ：FLi の計算深度
Δhi ：矩形 i の深度方向の長さ
n ：矩形の総数

年）を基本に設定した。なお、浦安市の液状化層厚に
ついては、埋立土層（Fs 層）の層厚から算出した。
1)舗装厚の算出方法
舗装厚は、アスファルト混合物層（表層・中間層・
基層）及び路盤の厚さに加えて、路床に何らかの改良
が施されている箇所についてはその改良厚さを加えて
算出した。

4)シルト層の取り扱い
建築基礎構造設計指針によると、
「埋立地盤など人工
造成地盤では、細粒分含有率が 35%以上の低塑性シル
ト、液性限界に近い含水比を持ったシルトなどが液状

2)非液状化層厚の算出方法
非液状化層厚は、図-Ⅳ.5.2.2.3 のとおり地盤面から

化した事例も報告されているので、粘土分（0.005 ㎜
以下の粒径を持つ土粒子）含有率が 10%以下、または
塑性指数が 15%以下の埋立あるいは盛土地盤につい
ては液状化の検討を行う。
」となっていることから、シ
ルト層については、原則、液状化計算対象とした。
ただし、明らかに細粒分含有率が高いと想定できる
粘土質シルトや土質試験で Ip＞15 が確認されている
場合は、液状化計算対象外とした。
5)土質物性値の取り扱い
液状化検討に使用する土質物性値は、土質試験結果
を入手できた土層に対しては土質試験結果を使用し、
土質試験結果がない場合は、浦安市については土質試

表-Ⅳ.5.2.2.7 非液状化層厚（H1）の定義

砂質土層

H1

FL≦1.0

(a)対象が全て砂層の場合

粘性土層

粘性土層

H1

H1

H2
砂質土層 FL≦1.0

H2

(b)砂質土層の上に粘性土層がある場合
(地下水位が粘性土層内）

砂質土層 FL≦1.0

(c)砂質土層の上に粘性土層がある場合
(地下水位が砂質土層内）

図-Ⅳ.5.2.2.3 非液状化層厚の設定

験結果に基づく N 値と細粒分含有率及び塑性指数の
関係式 14)を用いて物性値を設定し、浦安市以外の地区
については「道路橋示方書 Ⅴ 耐震設計編（平成 14
年）
」
に記載されている土質物性値の概略値等を参考に、
表-Ⅳ.5.2.2.6 に示す値を使用した。
(5)舗装厚、液状化層厚、非液状化層厚の算出方法
液状化層厚および非液状化層厚は、独立行政法人都

図-Ⅳ.5.2.2.4 液状化層厚の設定
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H2

連続する液状化しないと判定された土層に、舗装厚や

合、最も滑らかな曲面を与える fij を解とする手法であ

路床改良厚を加えた層とした。

る。最適化原理では原データを薄板のような弾性体に

3)液状化層厚の算出方法

作用する質点力とみなし、それによって形成された曲
面 f を汎用係数 J(f)によって評価する。

液状化層厚は、図-Ⅳ.5.2.2.4 のとおり FL が 1.0 以下
の層とし、1ｍ毎の計算深度において FL>1.0 が 2 回
（2.0m 以上）連続する層の上面までの層とした。
図-Ⅳ.5.2.2.5 に、非液状化層厚、液状化層厚の設定

最適化原理を数式で表すと、以下のようになる。
J ( f )  m1 J1 ( f )  m2 J 2 ( f )





J1 ( f )   (f / x) 2  (f / y ) 2 dxdy / S
R

例を３パターン示す。





J 2 ( f )   ( 2 f / x 2 ) 2  2( 2 f / xy ) 2  ( 2 f / y 2 ) 2 dxdy

① 最も単純な 2 層パターン

R

② 液状化層の途中に FL>1 が 2m 以上存在し非液

ここで、
積分の範囲は設定した格子の領域 R である。
m1 と m2 は J1(f)と J2(f)のバランスを指定する定数であ

状化層が挟まっていると判断したパターン
③ 液状化層の途中に FL>1 が存在するが 2m 以内

り、 S は領域 R の面積として J1(f)と J2(f)の次元を一

なので液状化層が続くと判断したパターン

致させるために含まれるものである。
この式を用い、不規則に分布する N 個の地点(xk、

1.0

FL

1.0

yk)で測定した値を zk とすると、関数 f(x、y)が満たさ

FL

なければならない制約条件は、

舗装

舗装

f xk , yk   zk  0

H1

H1

砂

砂

となる。
最適化原理は、曲面が滑らかであるとともに測定デ
ータの空間的分布則が反映された曲面を形成するもの
であり、不規則な配置をもった測定データから地層境
界面を推定補間する場合などに用いることができる。

H2

H2

粘土

深さ

深さ

(a)パターン①の例
(b)パターン②の例
1.0
舗装
+路床改良

FL

H1

砂
H2

粘土

図-Ⅳ.5.2.2.6 最適化原理法を用いた地下水位面の推

深さ

定例

(c)パターン③の例
図-Ⅳ.5.2.2.5 非液状化層厚・液状化層厚の設定例

ただし、地形境界など地層構成が急変する箇所では
誤差が大きくなる傾向がある。

(6)コンター計算
整理した地盤条件（PL 値、地下水位、液状化層厚、
非液状化層厚）については、各地盤条件の値のコンタ
ー図を作成し、コンター図から分割した路線中心地点
の地盤条件を読み取った。コンター図の作成計算は、
地層の境界面を推定する際に一般的に用いられている
「最適化原理法 3)」を採用した。
最適化原理とは、fij で曲面 f を近似的に表現した場

(7)液状化被害、道路諸条件、地盤条件等の重ね合わせ
による整理
GIS 上に構築したデータの位置情報に基づき重ね合
わせを行うことで、それぞれの関連性について整理を
行った。整理単位は道路延長を 100m で分割した区間
毎とし、分割区間毎に液状化被害状況、道路状況、埋
設管情報、埋立履歴、交通規制情報、地盤状況の整理
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を行った。

また、最大水平変位および最大鉛直変位は、直上被

1)液状化被害状況の整理

害と判断した被害箇所について(1)と同様の整理を行

図-Ⅳ.5.2.2.7 のように、分割区間毎に被害数、被害

った。
4)埋立履歴の整理

程度、噴砂発生の有無、被害ランク、最大水平変位、
最大鉛直変位を整理した。ここで、最大水平変位は区

分割区間毎に埋立地かどうか、および埋立造成年を

間内で認められたひび割れ、クラックの被害のうち、

整理した。

生じた変位量の最大値とした。また、最大鉛直変位は

5)交通規制情報の整理

区間内で認められた隆起、段差、沈下の被害のうち、

分割区間毎に交通規制区間や通行止め等の実施につ
いて整理し、通行止め等を実施していれば道路の通行

液状化被害箇所と道路 凡例
液状化被害箇所と道路
のデー
タを 重ね 合わ 被災形態
のデータを重ね合わせ
亀裂
、路線分割区間毎に被
せ、路線分割区間ごと
害状況の整理・分析を
水平変動
に被害状況の整理を行
行う
鉛直変位(大)
う
鉛直変位(中)
鉛直変位(小)
鉛直変位
(変位量不明)

に着目した被害ランクに反映させることとした。
6)地盤状況の整理
図-Ⅳ.5.2.2.9 のように、整理区間毎に地盤状況の整
理を行った。地盤状況は液状化層厚、非液状化層厚、
地下水位、PL 値についてコンターを作成し、分割区間
の中心位置におけるそれぞれの値をコンターから読み

地盤状況（液状化層厚、非
地盤状況（液状化層、非
液状化層厚、PL
値、地下水
液状化層、PL値、地下水
位）のコンターと道路のデ
位等）のコンターと道路のデ
ータを重ね合わせ、路線
ータを重ねあわせ、路線分
分割区間毎に地盤状況
割区間ごとに地盤状況の整
の整理・分析を行う
理を行う

図-Ⅳ.5.2.2.7 重ね合わせによる整理イメージ
（液状化被害状況）

生じた変位量の最大値とした。
2)道路状況の整理
分割区間毎に舗装構成、舗装厚、路床改良の有無を
整理した。
3)埋設管情報の整理
図-Ⅳ.5.2.2.8 のように、分割区間毎に埋設管（下水
道管）の直上の被害の有無、被害数、最大水平変位、
最大鉛直変位を整理した。ここで、下水道管の直上被
害の有無は、下水道管と被害位置の平面的な位置関係
から判断した。具体的には、GIS 上で作成した下水道

図-Ⅳ.5.2.2.9 重ね合わせによる整理イメージ
（地盤状況）
液状化被害箇所と道路
のデータを重ね合わせ
、路線分割区間毎に被
害状況の整理・分析を
行う

管のラインデータから 0.5m のバッファ内にある被害
箇所について、
その下に下水道管が埋設されている
（下
水道管有り）として整理を行った。

埋設管(下水道管)のデー
埋設管（下水道管）のデ
ータ（青線）の0.5mバッ
タ(青線)の0.5mバッファ内
ファ内にある被害につい
て、被害箇所の下に下水
にある被害について、被
道管が有るとした。
害箇所の直下に下水道管
が存在することとした。

・液状化被害状況
・地盤条件
・地下水位
・道路状況
・埋設管情報 など

地盤状況（液状化層、非
液状化層、PL値、地下水
位）のコンターと道路のデ
ータを重ね合わせ、路線
分割区間毎に地盤状況
の整理・分析を行う

地盤・地下水位条
件・液状化程度

凡例
香取市下水道
香取市下水道
0.5m バッファ
被災形態
亀裂
水平変動
鉛直変位(大)
鉛直変位(中)
鉛直変位(小)
鉛直変位
(変位量不明)

路線100m単位の整理表（イメージ）
区間名

P6-1

P6-2

P6-3

P6-4

延長区間

0-200

200-400

400-600

600-795

延長(m)

200

200

200

195

舗装タイプ

P6-type1

P6-type1

P6-type1

P6-type1

舗装厚(m)

1

1

1

1

路床改良有無

×

×

×

×

液状化被害有無

×

×

×

×

被害程度

－

－

－

－

噴砂発生有無

×

×

×

×

被害ランク

－

－

－

－

被害数

埋設管（下水道管）のデ
ータ（青線）と液状化被
害箇所のデータを重ね合
わせ、路線分割区間毎に
被害状況の整理・分析を
行う

埋設管（下水道管）のデ
ータ（青線）の0.5mバッ
ファ内にある被害につい
て、被害箇所の下に下水
道管が有るとした。

道路状況・埋設管情報

路線100m単位の
整理表を作成
被害無し

18

小
中

16

Ishihara(200gal)
Ishihara(300gal)

12

最大鉛直変位(cm)
0.00

0.10

0.10

0.20

13.60

14.90

7.20

5.70

PL値

大

14

最大水平変位(cm)

液状化層厚(m)
（FL値）
非液状化層厚(m)
（FL値）
地下水位(m)

20

液状化層厚(m)

埋設管(下水道管)のデー
タ(青線)と液状化被害箇
埋設管（下水道管）のデ
所のデータを重ね合わ
ータ（青線）と液状化被
害箇所のデータを重ね合
せ、路線分割区間ごとに
わせ、路線分割区間毎に
被害状況の整理・分析を
被害状況の整理を行う
行う

被害状況

データの重ね合わせ

Ishihara(400-500gal)

10
8

液状化層厚(m)
（舗装構成、地下水位を考
慮）
非液状化層厚(m)
（舗装構成、地下水位を考
慮）
液状化層/非液状化層厚
（舗装構成、地下水位を考
慮）
埋立地

6

1.2

1.2

0.9

0.8

2.40

0.00

0.00

1.10

0.00

0.10

0.10

0.20

13.6

14.9

7.2

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

☓

☓

☓

☓

住宅地

住宅地

住宅地

住宅地

埋立造成年(西暦)

4

下水道直上被害有無

2

下水道直上被害数

0
0

2

4

6

非液状化層厚(m)

相関図イメージ

図-Ⅳ.5.2.2.8 重ね合わせによる整理イメージ
（埋設管情報）

8

10

下水道直上被害の
最大鉛直変位(cm)
道路周辺状況

全路線の整理表から相関図
を作成し相関分析を行う

図-Ⅳ.5.2.2.10 データ整理および相関分析方法
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取り整理した。

Ⅳ.5.2.2.11、構造的な変形に着目した被害ランクごと

重ね合わせによるデータ整理の結果、図-Ⅳ.5.2.2.10

にプロットすると図-Ⅳ.5.2.2.12 のとおりとなる。図に

に示すとおり 100m に分割した路線ごとに液状化被害

は、参照文献 15)に記載されている、Ishihara が提案

状況、地盤条件、地下水位、道路状況、埋設管情報な

した最大加速度 200gal、300gal、400～500gal におい

どについて整理表を作成した。これを基に各要因と液

て液状化が発生する液状化層厚及び非液状化層厚のし

状化被害状況の相関図を作成し、各要因が液状化被害

きい値を併記した。ただし、(6)で述べたとおり、地盤

状況に及ぼす影響について、(8)に示すとおり相関分析

条件の推定には誤差が含まれていることに注意が必要

を行った。

である。
これによると、非液状化層厚が概ね 3m 以上になる

(8)液状化被害の程度と道路諸条件、地盤条件との相

と、液状化被害ランクの「中」および「大」の被害が

関分析

減少する傾向がみられる。

1)液状化層厚・非液状化層厚

2)液状化層厚・舗装厚

非液状化層厚と液状化層厚の関係を、道路の通行に

車道部の路床改良を含む舗装厚と液状化層厚の関係を、

着目した被害ランクごとにプロットすると、図-

道路の通行に着目した被害ランクごとにプロットする
と、図-Ⅳ.5.2.2.13 のとおりとなる。今回の調査結果で
は、舗装厚が 0.6m 以上で被害ランク「大」
、0.8m 以

20
被害無し
小
中
大
Ishihara(200gal)
Ishihara(300gal)
Ishihara(400-500gal)

18
16

液状化層厚(m)

14

上で被害ランク「中」が生じておらず、舗装厚が 1.2m
以上では液状化被害が生じていないことがわかる。
20

12

被害無し
18

小

10

0.6m 0.8m

16

1.2m

中

8

大
14

液状化層厚(m)

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12
10
8
6

非液状化層厚(m)
4

※被害なし：分割した 100m 区間内に被害なし、小：右記以外の路線、中：復旧を
行った路線、大：緊急工事、通行止めがあった

図-Ⅳ.5.2.2.11

2

液状化層厚と非液状化層厚との関係
（通行機能に着目した被害ランク）

0
0

0.5

1

1.5

2

舗装厚(m)
20

※小：右記以外の路線、中：復旧を行った路線、大：緊急工事、通行止めがあった
小
中
大
Ishihara(200gal)
Ishihara(300gal)
Ishihara(400-500gal)

18
16

液状化層厚(m)

14

図-Ⅳ.5.2.2.13 液状化層厚と舗装厚（路床改良を含
む）との関係（通行機能に着目した被
害ランク）

また、構造的な変形に着目した被害ランクごとにプ
ロットした図-Ⅳ.5.2.2.14 によれば、舗装厚が 0.95m
以上では鉛直変位 10cm 以上となる被害ランク「大」

12
10
8

が生じておらず、舗装厚が概ね 1.1m 以上で液状化に
よる被害（鉛直変位）が生じていなかった。
また、液状化層厚によらず舗装厚が薄い箇所で被害
ランクの高い液状化被害が生じており、道路平面部で
の液状化被害の程度は、液状化層厚だけでなく舗装厚
の影響も受けることが分かる。

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

非液状化層厚(m)
※小：鉛直変位 0～5cm、中：鉛直変位 5～10cm、大：鉛直変位 15cm 以上

以上の結果から、道路平面部における液状化被害を
軽微に抑えるためには舗装厚を概ね 0.8m～0.95m 以

図-Ⅳ.5.2.2.12 液状化層厚と非液状化層厚との関係
（構造的な被害ランク）
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30

20
小

18

1.0m
1.1m

16

中

25

大
20

12

被害数

液状化層厚(m)

14

10
8

15

10

6
5

4
2

0
0

0
0

0.5

1

1.5

2

4

6

8

10

非液状化層厚(m)

2

舗装厚(m)

図-Ⅳ.5.2.2.16 被害数と非液状化層厚との関係

小：鉛直変位 0～5cm、中：鉛直変位 5～10cm、大：鉛直変位 15cm 以上

30

図-Ⅳ.5.2.2.14 液状化層厚と路床改良を含む舗装厚
との関係（構造的な被害ランク）

0.3m

1.1m

25

上、液状化被害を発生させないためには舗装厚を概ね
20

被害数

1.1m～1.2m 以上確保することが必要であることが示
唆された。
3)被害数に関する分析
地震動の最大加速度と被害数（分割した 100m ごと
の区間内において発生した被害の数）の関係を図Ⅳ.5.2.2.15 に示す。この図のとおり両者の関係につい
ては、路線や自治体ごとに被害調査の整理結果が異な

15

10

5

0
0.0

ることから、有意な相関関係は得られなかった。
また、非液状化層厚と被害数の関係を図-Ⅳ.5.2.2.16
に示す。これについても両者に有意な関係は見られな

0.5

1.0

1.5

2.0

舗装厚(m)

図-Ⅳ.5.2.2.17 被害数と舗装厚との関係

り、舗装厚 0.3m 程度以上で被害数の減少が顕著であ
り、舗装厚 1.1m 以上では被害が確認されなかった。
4)地震動の最大加速度
図-Ⅳ.5.2.2.18 に、各地区に最も近い観測点における
地震動の最大加速度と、液状化に伴う最大鉛直変位の
関係を示す。これによると、最大加速度が大きい箇所

いが、非液状化層厚が概ね 3m 以上になると、被害数
が 減少 する 傾向が 見られ 、図 - Ⅳ .5.2.2.11 や 図 Ⅳ.5.2.2.12 と同様の結果となった。
図-Ⅳ.5.2.2.17 に、被害数と舗装厚との関係を示す。
概ね、舗装厚が厚くなると被害数が減少する傾向があ

において鉛直変位量も大きくなる傾向が見受けられる。

30
小

80

25

中
大

70

20

15

最大鉛直変位(cm)

被害数

60

10

5

50
40
30
20

0
0

100

200

300

400

500

10

600

最大加速度(gal)

0
0

※小：道路被害あり、中：道路被害あり＋噴砂発生、大：交通規制あり

100

200

300

400

500

600

最大加速度(gal)

図-Ⅳ.5.2.2.18 最大鉛直変位と最大加速度
との関係

図-Ⅳ.5.2.2.15 被害数と最大加速度との関係
（通行機能に着目した被害ランク）
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5)PL 値と液状化被害の関係について

が多く、非埋立地点は Ishihara(200gal)のラインに概

液状化被害の程度と PL 値との相関関係について検

ね沿った結果となった。
なお、
非埋立の被害ランク
「大」

討を行った。図-Ⅳ.5.2.2.19 に PL 値と道路の通行に着
目した液状化被害ランクの関係を、図-Ⅳ.5.2.2.20 に
PL 値と最大鉛直変位の関係をそれぞれ示す。

の地点は、最大加速度が 500gal の場所である。
また、液状化層厚と最大鉛直変位の関係を埋立・非

全体的に PL が大きくなると道路の通行に着目した

20

液状化被害ランク「小」よりも「中」が増加する傾向

18

が見られるが、
「大」については PL が低い（PL <30 程
度）箇所でも発生している。これは通行規制が液状化

16

以外の要因でも発生している影響（例えば津波等の影

12

被害無し(埋立)
小(埋立)
中(埋立)
大(埋立)
Ishihara(200gal)

液状化層厚(m)

14

響）や地盤条件推定の誤差などの影響と考えられる。
また、PL と鉛直変位には有意な相関関係はみられなか
った。
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4
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0

大
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小
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被害ランク

12
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8

※右記以外の路線、中：復旧を行った路線、大：緊急工事、通行止めがあった
6

図-Ⅳ.5.2.2.19 PL 値と液状化被害ランクの関係
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図-Ⅳ.5.2.2.20 PL 値と最大鉛直変位の関係
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6)埋立履歴と液状化被害の関係について
埋立造成履歴の資料等を用いて、液状化被害の程度

4
2

と埋立履歴との関係について検討を行った。図Ⅳ.5.2.2.21 に被害ランクを埋立・非埋立で細分した非
液状化層厚と液状化層厚の関係のグラフを示す。
今回対象とした被害箇所は、埋立造成を実施した場所

0
0

2

4

6

8

10

非液状化層厚(m)

(c) 埋立地盤＋非埋立地盤
※右記以外の路線、中：復旧を行った路線、大：緊急工事、通行止めがあった

図-Ⅳ.5.2.2.21 液状化層厚と非液状化層厚との関係
（埋立・非埋立を区分）

162

埋立で分類した図-Ⅳ.5.2.2.22 によると、有意な相関関

20

係はみられなかった。

18

被害無し(下水無)

小(下水無)
中(下水無)

埋立年と液状化による被害ランクの関係を示す図-

16

Ⅳ.5.2.2.23 によると、埋立年が新しい方が液状化によ

14

大(下水無)
Ishihara(200gal)

液状化層厚(m)

る被害が生じやすいことが確認できる。
7)下水道管位置と液状化被害の関係について
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(a)下水道無し
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小(下水有り)
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中(下水有り)
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Ishihara(400-500gal)

液状化層厚(m)

0
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図-Ⅳ.5.2.2.22 液状化層厚と最大鉛直変位の関係
（埋立・非埋立で区分）
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(b)下水道あり
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被害無し(下水無)
小(下水無)
中(下水無)
大(下水無)
小(下水有り)
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Ishihara(400-500gal)
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16
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中

大
液状化層厚(m)

1900

被害ランク

図-Ⅳ.5.2.2.23 埋立年と液状化被害ランクの関係

下水道管埋設の有無と液状化被害の関係について検
討を行った。以下に被害ランクを下水道管の有無で細
分した非液状化層厚と液状化層厚の関係のグラフを図

12
10
8
6
4

-Ⅳ.5.2.2.24～図-Ⅳ.5.2.2.26 に示す。
分析結果より、下水道管が埋設されている地点の方
が、液状化被害ランクの「中」被害が多く生じている
ことが分かった。

2
0
0

2

4

6

8

10

非液状化層厚(m)

(c)下水道無し＋下水道あり
小：右記以外の路線、中：復旧を行った路線、大：緊急工事、通行止めがあった

今回収集した資料は平面的な配置しか確認できず、
設置深さや埋戻し材等の情報が得られなかった。設置
深さや埋戻し材等の情報を得られれば、より進んだ検

図-Ⅳ.5.2.2.24 液状化層厚と非液状化層厚との関係
（下水道無・下水道有を区分）
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討を行うことができるものと考えられる。

津波による浸水の影響で通行止めになった区間がある

また、非液状化層厚と最大鉛直変位の関係について

ことに留意する必要がある。

下水道管の有無で区分を行ったが、有意な相関関係は
得られなかった。
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平地
住宅地
25
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10
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下水道管無し
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図-Ⅳ.5.2.2.27
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被害ランク

中
被害ランク

被害ランクと被害数の関係
（周辺環境で細分）

30

図-Ⅳ.5.2.2.25 非液状化層厚と液状化被害ランクの
関係（下水道無・下水道有を区分）
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図-Ⅳ.5.2.2.28
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被害ランクと最大鉛直変位の関係
（周辺環境で細分）

非液状化層厚(m)

図-Ⅳ.5.2.2.26

非液状化層厚と最大鉛直変位の関係

Ⅳ.5.2.3 まとめ
道路平面部の液状化被災状況に関する情報を収集し、
被災状況等と道路構造、道路下の埋設物、地盤条件等

（下水道無・下水道有を区分）

8)道路周辺状況の影響について
道路周辺状況の影響について検討を行った。以下に
周辺状況で細分した被害ランクと被害数および最大鉛

との関係を整理し、各パラメタ間の相関分析した。今
回の調査では、以下のような傾向が見られた。
 非液状化層厚が概ね 3m 以上になると、液状化被害

直 変 位 の 関 係 の グ ラ フ を 図 - Ⅳ .5.2.2.27 ～ 図 -

ランクの「中」および「大」の被害が減少する傾向
がみられる。
 舗装厚が 0.6m 以上で被害ランク「大」
、0.8m 以上
で被害ランク「中」が生じておらず、舗装厚が 1.2m
以上では液状化被害が生じていなかった。
 舗装厚が 0.95m 以上では鉛直変位 10cm 以上となる
被害ランク「大」が生じておらず、舗装厚が概ね 1.1m
以上で液状化による被害（鉛直変位）が生じていな

Ⅳ.5.2.2.28 に示す。
分析結果より、
「中」分類の被害が生じた場所は住宅
地および河川護岸の周辺環境が多いことが分かる。ま
た、工業地帯では「小」分類の被害のみであった。
「大」分類の被害は平地でのみ発生している結果と
なっているが、これは国道 245 号線（日立市）のもの
であり、国道 245 号線は液状化による噴砂以外にも、
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12) 香取市：-東日本大震災-香取市災害復興計画

かった。
 100m に分割した区間内の被害数に着目すると、舗

(http://www.city.katori.lg.jp/02profile/plan/pdf/02

装厚が 0.3m 以上になると液状化による被害数が低

3/hukkou-keikaku.pdf)
13) 農業環境技術研究所：歴史的農業環境 WMS 配信

減し、1.1m を超える区間では被害が確認されなかっ
た。

サービス(http://habs.dc.affrc.go.jp/)
14) 浦安市：浦安市液状化対策技術検討調査委員会

 地震動の最大加速度が大きい箇所においては、液状
化に伴う路面の鉛直変位量も大きくなる傾向が見ら

(http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/johokoukai/

れた。

shingikai/shichoukoushotsu/1002796/1004688.h

 液状化指数 PL が大きくなると、道路の通行に着目し
た液状化被害ランク「小」よりも「中」が増加する
傾向が見られるが、鉛直変位の発生との明確な相関

tml)
15) 地盤工学会：地震による地盤災害に関するゾーニ
ングマニュアル、1998
16) 千葉県香取土木事務所：一級河川小野川の復旧工

は見られなかった。
 埋立地盤・非埋立地盤の違い、下水道管埋設の有無、

事
(http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/kikaku/docum
ents/08_02_3.pdf）

道路周辺状況の影響にも着目したが、液状化被害と
の明確な相関は確認できなかった。

17) 国土交通省：ハザードマップポータルサイト（土
参照文献
1) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計
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地条件図）
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Ⅳ.5.3 センサーを用いた道路橋の自動通行障
害把握システムの開発

表-Ⅳ.5.3.2.1 被災橋梁の走行性に関する被災度と
耐荷性に関する被災度の関係
②耐荷力に関する被災度

緊急橋梁点検
1,504橋

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では緊

通行不可a

①走行性
に関する
被災度

急輸送道路の早急な交通確保の重要性が再認識され、

通行注意b
被害なしc

確実な緊急輸送道路の確保、整備が強く求められてい
合

る。また、現在、国土交通省では災害復旧等の迅速化・

落橋
As

計

大被害
A

中被害
B

小被害
C

11橋 1橋
5橋
1橋 ※1 12橋 15橋
0橋
0橋 10橋
12橋 13橋 30橋
153橋

3橋
70橋
25橋
98橋

被害なし
D

合

計

9橋
29橋
450橋
323橋 421橋
1,054橋
1,019橋
1,351橋

1,504橋

※1：仮橋を設置後、「通行注意b」となっています。

効率化に関する ICT やロボット技術の活用へ向け、調

12橋(2%)
6橋
(1%)
13橋
78橋(16%)
(3%)
10橋
(2%)
17橋(4%)

査研究を行っている。
そこで、
センサー技術を活用し、
道路における災害復旧等の迅速化・効率化を目指して
いる。その内容を紹介する。
Ⅳ.5.3.1 はじめに
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では多

伸縮装置の段差：46橋(9%)
背面土の沈下：376橋(78%)
落橋
背面土の沈下
背面土の沈下+その他
背面土の沈下+伸縮装置の段差

306橋
(63%)

43橋
(9%)

くの橋梁が被災し 1)、2)、緊急輸送道路の早急な交通確

背面土の沈下+伸縮装置の段差+その他
伸縮装置の段差
伸縮装置の段差+その他
その他

保の重要性が再認識された 3)。また、今後発生が懸念
合計:485橋

されている南海トラフ地震等の大規模地震に備え、確

※2：その他は軽微な損傷であり、支
承の損傷、高欄･防護柵の損傷、橋台
の損傷等

実な緊急輸送道路の確保、
整備が強く求められている。
特に大規模地震による損傷の恐れのある道路橋につい

図-Ⅳ.5.3.2.1 道路橋の被災原因別の内訳

てはハード対策だけでなく、迅速かつ効率的な道路啓
開を可能にするためのソフト対策として地震後の道路

ての内訳を整理したものである。
上記①の通行障害となった 450 橋のうち、
「通行不

橋の早急な被災状況把握が重要である。
そこで、大規模地震発生後に迅速かつ効率的に道路

可」となったものが 29 橋（落橋 11 橋、瓦礫の存置 10

啓開を行うことを目的として、東日本大震災での道路

橋、その他 8 橋）であり、
「通行注意」となったもの

橋の被災状況を分析し、地震後の道路橋の被災状況把

が 421 橋であった。
「通行注意」のうち、
「路面段差に

4)～8)。道路橋の通行障害を

よる通行注意」は 376 橋であり、
「落橋による通行不

把握する計測手法については、実物大実験や長期観測

可」は 1 橋、付属物等の損傷による「その他の通行障

を通して、具体的な仕様及び手法を検討した。また、

害」は 44 橋であった。
「路面段差による通行注意」の

試行フィールドとして構造形式等の異なる道路橋を抽

376 橋（図-Ⅳ.5.3.2.1 の※印より延べ数は 397 橋）は

出し、各橋梁の構造特性に応じた計測方法を具体化し
た。実際にそれらの橋梁に計測装置を設置して実験的

通行障害となっている 450 橋の 84%を占めている。
図-Ⅳ.5.3.2.1 より約 8 割が桁端支点部付近で変状が

観測を行うとともに取得データを分析し、計測技術の

発生していることが分かり、東日本大震災では桁端支

信頼性を検証した。

点部の変状（段差量等）を把握することで道路橋の殆

握手法を検討してきている

どの通行障害を把握することにつながるという結果と
なった。

Ⅳ.5.3.2 被災状況と通行障害の整理
東日本大震災後の東北地方整備局による緊急点検結

また、今回は通行障害の中でも「路面段差による通

果（直轄国道の本線橋 1,504 橋）を基に被災橋梁の構

行注意」の 376 橋に着目し、これらについてフォール

造特性や被災要因、通行障害等に着目して、被災状況

トツリー分析（以下「FTA」という。FTA は Fault Tree

との関連性について整理した。①「走行性に関する被

Analysis の略である。
）を行い、被災要因を整理し、

災度」の被害があった 450 橋と②「耐荷力に関する被

通行への影響度を分析した。なお、FTA は JIS C

災度」の被害があった 153 橋の内訳を表Ⅳ.5.3.2.1 に

5750-4-4 で故障の木解析といい、設定した頂上事象の

示し、被災原因別の内訳を図-Ⅳ.5.3.2.2 に示す。なお、

発生原因、潜在的に発生の可能性がある原因又は発生

①と②の重複は 118 橋であり、①、あるいは②の全数

要因を抽出し、頂上事象の発生条件及び要因の識別及

は 485 橋である。図-Ⅳ.5.3.2.2 は、この 485 橋につい

び解析を行う手法である。FTA の結果、約 90%が橋台
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路面段差量（ｍｍ）

背面アプローチ部で発生し、その要因は「橋台背面土
の沈下･流出」であった。残り約 10%は桁端支点部で
発生し、その要因は「伸縮装置の損傷」や「支承本体
の損傷」であった。その内訳を図-Ⅳ.5.3.2.3 に示す。
以上を踏まえ、計測位置を絞り、経済性や効率化を
図った道路橋の地震被災把握手法、システムの検討を

450
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200
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0

踏掛版有
踏掛版無

沈下量：100mm

0

行った。
路面の段差「通行注意b」
397橋(※)（100%）

頂上事象
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橋台高さ(ｍ)
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図-Ⅳ.5.3.3.1 橋台背面土の沈下量と踏掛版の有無

※橋梁数の合計としては376橋
であるが、被災事例数として
の合計(延べ数)は397橋となる。

れより、踏掛版が設置されている橋梁では 100mm 以
中
間
事
象

シナリオＡ
橋台ｱﾌﾟﾛｰﾁ部
の変状
359橋（90%）

シナリオＣ
中間支点部
の変状
0橋（0%）

シナリオＢ
端支点部(ｼﾞｮｲﾝ
ﾄ部）の変状
38橋（10%）

上の段差が発生しておらず、踏掛版設置による段差量
の低減効果と考えられる。なお、表-Ⅳ.5.3.3.1 及び図Ⅳ.5.3.3.1 は、表-Ⅳ.5.3.3.1 の①b の 323 橋のうち、車

a1
背面土
沈下
352橋
(88%)
a2
背面土
流出
7橋
（2%）
下位
事象

【伸縮装置】
b1 荷重・変位による損傷
27橋（7%）

道部に段差が発生し、沈下量が明らかな橋梁 125 橋を

【橋脚】
c1 地盤変位 0橋（0%）
c2 地盤液状化 0橋（0%）
c3 地盤流動化 0橋（0%）
c4 断層のずれ 0橋（0%）
c5 河床洗掘 0橋（0%）
c6 橋脚損傷残留変位
0橋（0%）

【支承部】
b2 支承損壊 11橋（3%）
b3 変位制限構造損壊 0橋（0%）

対象としている。
Ⅳ.5.3.4 被災把握技術の検討
本研究で開発している計測技術にて取得する計測値

【橋台】
b4 地盤変位 0橋（0%）
b5 地盤液状化 0橋（0%）
b6 地盤流動化 0橋（0%）

は、災害発生後の道路管理に活用するため、有効かつ

b7 断層のずれ 0橋（0%）
b8 河床洗掘 0橋（0%）
b9 橋台損傷残留変位 0橋（0%）

確実な情報を取得することが必要である。道路橋の橋
台背面アプローチ部の沈下量（段差量）は、地震被害

図-Ⅳ.5.3.2.3「路面段差による通行注意」の FTA 結果

で最も多く発生する可能性がある被害であるが、その
計測方法は確立されたものがない。また、桁端部の変

Ⅳ.5.3.3 地震被害による通行障害への影響
「路面段差による通行注意」の被災要因について、

位量は環境条件に応じて、理論値により算定できるも

その変位量を整理し、橋梁被災による通行障害への影

のが殆どであるが、車両荷重のように積載重量が規定

響を分析した。橋台背面土の車道部の段差量と舗装摺

値以上となることで予測困難なこともあり、その影響

り付けの有無の関係について、表-Ⅳ.5.3.3.1 に整理し

を把握する必要がある。そこで、これらを検証するた

た。その結果、橋台背面土の沈下において段差量

めに、本節では実大実験、あるいは実橋による実験を

100mm 未満の場合で舗装摺り付け（応急復旧）をせ

行った結果を説明する。

ずに車両が通行可能であったと推察される。
これから、
(1)

実際に通行可能であった段差量は 100mm 未満であっ

橋台背面アプローチ部の計測技術検証

本研究で開発した道路橋の被災状況把握手法に用い

たと推定できる。
次に、橋台背面盛土の沈下量と踏掛版の有無の関係

た計測装置は、経済性に優れ、確実に計測できる接触

について整理し、その結果を図-Ⅳ.5.3.3.1 に示す。こ

型のワイヤー式変位計とした。しかし、桁端支点部（桁
端部）に設置する変位計とは違い、橋台背面アプロー
チ部の計測については道路交通の影響を避けるために

表-Ⅳ.5.3.3.1 車道部橋台背面土の沈下量と舗装摺

盛土内に計測装置を設置する必要がある。その計測精

り付けの有無
背面土の段差量
50mm未満
50mm以上～100mm未満
100mm以上～150mm未満
150mm以上～200mm未満
200mm以上
合 計

度等の確認が必要であるため、図-Ⅳ.5.3.4.1 のように

舗装摺り付けの有無
有り
無し
合 計

22
14
3
2
3
44

橋
橋
橋
橋
橋
橋

64
17
0
0
0
81

橋
橋
橋
橋
橋
橋

86
31
3
2
3
125

盛土内に設置した橋台背面アプローチ部の計測装置の
橋
橋
橋
橋
橋
橋

沈下板が地盤の沈下に追従し、正確に道路面の段差量
（沈下量）を計測できるかを構内での実物大実験によ
り検証した。その結果、図-Ⅳ.5.3.4.2 に示すように計
測装置の沈下板の地盤沈下に対する追従性を確認でき
た。その沈下板の形状の違いによる沈下追従性の大き
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な差異は発生しなかった。検証結果を踏まえ、後述す

表-Ⅳ.5.3.4.1 橋台背面アプローチ部の計測装置仕様

る試行設置にて用いた橋台背面アプローチ部の計測装

特 長
取付方法
ワイヤー長
出力抵抗
精 度
沈下板形状
沈下板重量

置の仕様を表-Ⅳ.5.3.4.1 に示す。
(2)

道路橋の桁端支点部(桁端部)の計測精度検証

実際に設置された計測装置は、
外部環境条件
（電力、
温度、湿度、風、紫外線、雨水、車両荷重、動植物及

大容量，可変抵抗式
橋台背面の保護BOXに固定
0～1000mm
0～10kΩ
1mm
□200mm、ｔ＝16mm
5kg以上

びその排泄物、凍結、粉塵、塩分、材料特性（コンク
リートのクリープ、乾燥収縮）
）の影響を受けることに

まず、桁の温度変化による変位量（橋軸方向）と理

より計測誤差の発生が考えられる。本研究ではこれら

論値（計算値）の誤差は殆どなく、その結果は図-

の外部環境条件のうち、特に影響が大きいと想定され

Ⅳ.5.3.4.3 の通りである。この理論値である温度変化

る温度変化や車両荷重、雨水、電力について検証を実

による桁の伸縮量∆ は道路橋示方書

施した。その検証内容と結果は、表-Ⅳ.5.3.4.2 の通り

算定した値である。

9)の式(1)により

である。なお、温度変化や車両荷重の検証は、影響が
∆ ∙

∆

大きくなると考えられる鋼橋であり、一般的な橋梁形

∙

(1)

式（2 径間連続鋼非剛性鈑桁橋、橋長 89m）の道路橋
ここで、∆ は気温の変化量、 は鋼の線膨張係数

で行った。電力については、Ⅳ.5.3.5 にて詳述する。

（1.2×10-5）
、 は伸縮桁長（89m）である。
0.6m

次に、交通荷重による水平変位量（橋軸方向）につ
45°

盛土

沈下
（沈下板沈下量Smm）

値）6mm 程度に対して小さいことが確認できた。な

沈下

3.0m

伸縮
保護管

であり、軸方向の閾値 100mm 程度及び理論値（計算
お、理論値（計算値）とは活荷重たわみによる移動量

0.3

変位計

ワイヤー

いては図-Ⅳ.5.3.4.4 に示すように実測値は 2mm 程度

沈下（盛土天端沈下量Smm）
コンクリート板

沈下

∆ を式(2)により算定した値である。

沈下

油圧ジャッキ

（ｼﾞｬｯｷ沈下量smm）
沈下板

∆

10cm～20cm

∙

∙

(2)

沈下量
Smm

Ｌ型擁壁

3.0m

砕石層

ここで、 は桁高（1,900mm）
、 は桁の回転角（道路
橋支承便覧 10)の表-3.4.7.より 1/150 とした。
）
である。

図-Ⅳ.5.3.4.1 橋台背面アプローチ部の計測装置概

雨水に対する防水機能については、計測装置の変位

要図（左）と実物大実験概要図（右）

計内に浸水しないかを確認した。通常の降雨を想定し
0
‐50
沈下板沈下量 S (mm)

た散水試験では浸水は確認されず、特に問題はなかっ

CASE1：沈下板（10×40cm,t=16mm,横長）
CASE2：沈下板（10×40cm,t=16mm,縦長）
CASE3：沈下板(20×45cm,t=8mm,横長）
CASE4：沈下板（20×45cm,t=8mm,縦長）
盛土天端沈下量

‐100

たが、水中に浸した場合では変位計内への浸水が確認
された。これより設置時の防水対策の必要性を再確認
することができた。

※1回の実験にてCASE1～4の沈
下板（4基）を設置して実施。

‐150

表-Ⅳ.5.3.4.2 計測装置の検証内容と検証結果

‐200

対象項目

全てのCASEで沈下板変位
（沈下板沈下量）とｼﾞｬｯｷ沈
下量がほぼ一致

‐250
‐300

環境条件

‐50

‐100 ‐150 ‐200 ‐250
ｼﾞｬｯｷ沈下量 s(mm)

温度変化による変位量

車両荷重

たわみ(桁端回転)による水平
変位
たわみ(桁端回転)による鉛直
変位

常時

恒温・同変位による値の変化

変化は生じない

温度

温度による影響

-5℃～50℃：問題ない

雨水

計器内への水の浸入
(散水試験・水中試験)

太陽光

電圧低下量

散水試験：問題ない
水中試験：ｾﾝｻｰ内に浸水確認
12.5V 以上を確保
(使用限界電圧：11.5V）

①桁変位

‐300

図-Ⅳ.5.3.4.2 実物大実験結果

‐350

②計測装置の
作動
③計測装置の
防水
④太陽光パネ
ルの妥当性
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検証結果
橋軸：最大 9mm(理論値は 10mm)
理論値と整合している
鉛直：1mm 未満

温度

‐350
0

検証内容

最大換算値 3mm(理論値は 6mm)
最大 0.1ｍｍ程度

気温変化による変位量（理論値（計算値））
計測装置（今回製作）
検証用計測機器（既存センサ：高感度変位計）

桁の伸縮量（mm）

10
5
0
‐5

‐10

理論値（計算値）と計測装置計測値、検
証用計測値はほぼ同値となっている。
H27
3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/12

3/13

観測期間

変位(mm)

図-Ⅳ.5.3.4.3 温度変化による計測誤差の検証結果
1.0
0.5
0.0
‐0.5
‐1.0
‐1.5
‐2.0

橋軸（桁下）
鉛直

0

2

4

図-Ⅳ.5.3.5.1 システム概要

片車線に大型車が通過した際の水平変位（橋
軸方向）1.7mm
⇒最大換算値（上下線分）約3mm
（※理論値（計算値）：6mm程度）

橋軸（桁上）

6

8

10 12
時間（s）

14

16

18

確保といった基本的な機能が重要となる。
20

これを踏まえ、災害時の電源・通信確保の具体策と
してシステムを確実に稼動させるために必要な電源確

図-Ⅳ.5.3.4.4 交通荷重による計測誤差の検証結果

保（太陽光発電及び風力発電）について、国総研構内
及び試行フィールドにおいて検証した。その結果、日

Ⅳ.5.3.5 道路橋被災把握システムの構築

照時間・発電量との関係は図-Ⅳ.5.3.5.3 の通りとなり、

前述した検討結果を踏まえ、道路橋の地震被害や通

6w の太陽光パネルでは必要な使用電圧 12V を下回り、

行障害を面的情報としてリアルタイムに把握し、その

60w であれば大きく上回る。風力発電の場合は発電を

情報を道路管理者等へ発信するシステム（図-

しない場合とほぼ同様の電圧低下の状況となった。こ

Ⅳ.5.3.5.1）の構築を行った。また、道路橋の被災状況

れより本研究で構築したシステムに必要な電力は約

把握装置を試行フィールド（5 橋、図-Ⅳ.5.3.5.2）に実

30W であることを確認した。また、風力発電ではシス

装して試行運用を開始した。

テム稼働時に必要な発電量が得られず、太陽光発電の

(3) 被災状況把握の信頼性確保のための対応

方が確実かつ十分な発電量が得られることを確認した。

東日本大震災時には停電や光ケーブルの断線、電話

通信確保については、東日本大震災時の被災事例を踏

回線の不通・混線等が発生し、
情報収集機能が麻痺し、

まえ、携帯電話網だけでなく光回線も利用できるシス

被災状況把握に時間を要した。地震等の災害時にリア

テム仕様としてリスク低減を図った。

ルタイムで情報を入手するためには、地震発生時の計
測手法・計測値の確実性だけでなく、電源確保、通信

図-Ⅳ.5.3.5.2 試行フィールドでの設置事例（上段：計測装置設置状況、下段：各試行フィールドの遠景）

169

(4) 被災情報の可視化
震後対応は、入手した被災情報を容易に理解できる
ように分かりやすく表示することが重要となる。本シ
ステムでは、道路管理者が被災情報を容易に理解でき
るように各部材・部位での変位量に対して閾値を設け、
その入手情報を基に、①津波による被害（落橋）
、②通
行不可（警告）
、③通行注意の 3 段階にランク分けし
て表示することとした。被災情報（変位量）について
は、橋梁のどの部材や方向に対して発生したのかを容

図-Ⅳ.5.3.5.5 標示板設置事例

易に理解できるように、一般図や定期点検結果等と照
らし合わせて被災情報を確認できる画面構成とした。

Ⅳ.5.3.6 まとめ

具体のイメージを図-Ⅳ.5.3.5.4 に示す。

今回、地震による橋梁の通行障害を把握するには橋

また、大規模地震発生後には地震被害や渋滞等の影

台背面アプローチ部と桁端支点部に着目した変位計測

響で震後点検等を迅速にできないことが想定され、被

が有効であると確認でき、その結果を踏まえ、地震後

災発生から道路利用者への情報提供までに空白時間が

の橋梁における被災の発生部位・部材に着目して道路

生じることが考えられる。そこで、図-Ⅳ.5.3.5.5 のよ

橋の被災状況把握装置を試行フィールドに実装して試

うに地震発生後の被災状況をリアルタイム情報として

行運用を開始した。今後も試行フィールドでの観測を

迅速に道路利用者へ知らせるための路側警報装置（標

継続して計測状況等を整理・分析し、改良を重ねなが

示板）も提案した。

ら確実性及び信頼性の高い道路橋の地震被災把握技術

日照時間

60W 太陽パネル

6W 太陽パネル

風力発電

発電なし

13.1

バッテリー電圧（Ⅴ）

12.9

発電なしの場合
電圧低下あり
（－0.0334V/日）

太陽光 60w
電圧低下なし
（－0.0V/日）

12.7

風力発電
電圧低下あり
（－0.0308V/日）

12.3
12.1
11.9

12

その上で、本成果を現場での地震災害時の対応に活

10

用させていきたいと考えている。ただし、この被災状

8

12.5

太陽光 6Ｗ
電圧低下あり
（－0.0225V/日）

を確立していきたいと考えている。

14

6

日照時間（hr）

13.3

況把握装置を全国の橋梁に設置することは無理である。
そこで、耐震補強を実施しなければならない橋梁のう
ち施工条件や予算上の制約から耐震補強の実施時期が

4

使用電圧 12.0V

11.7
11.5

見通せない橋梁や、被災橋梁のうち本復旧までに長期

2

間を要する橋梁等に対し、道路橋被災把握システムは

0
3月

4月

5月

6月

有効であると考えられるため、引き続き、技術向上を

7月

観測期間

16

図っていきたい。

電圧(V)

15

また、
ICT 技術の普及や新技術・新材料の開発が日々

14

進んでいるため、新たな技術を取り入れることも検討

13
通常時の使用電圧12V

12

し、道路管理者が緊急点検で得る情報と同等の情報を

使用限界電圧11.5V

11
2月

図-Ⅳ.5.3.5.3

観測期間

入手できるように研究を進めていきたい。さらには、

3月

風力発電と太陽光発電の検証結果(上

今後、各方面において、それらの新技術・新材料を道

図：構内実験、下図：試行フィールドで

路管理の場に取り入れられることも想定できるため、

の太陽光パネル発電(32W)の実証実験)

その際の検証方法の確立に資する検討をしていきたい
と考えている。
謝辞：本研究での被災調査に関する資料収集やヒアリ
ング、試行フィールドへの計測装置の設置等にあたっ
ては、国土交通省北海道開発局、東北地方整備局、関
東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中
国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局の協
力を得た。ここに感謝の意を表す。

図-Ⅳ.5.3.5.4 被災状況の表示画面イメージ
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Ⅳ.5.4
討

道路啓開優先路線の選定法に関する検

時間的フェーズ
1日後

発災

需給バランスの逆転
3日後

数日後

数ヵ月後

水・食料

東北地方太平洋沖地震では，地震及びその後の
津波により道路機能が大きな範囲（ネットワーク
全体）で被害を受けた。津波により運ばれた大量
のガレキが道路上を覆ったため、救急車等の緊急
車両が被災地域内を走行できるよう、ガレキを除
去する「道路啓開」がクローズアップされ、その
必要性が再認識された。
道路は消火活動や負傷者の救出といった災害
時の対応行動を行う各機関にとって、連絡、輸送、
移動等に無くてはならないインフラであり、道路
管理者にはこれら災害時に対応する機関等の要
求に応じた迅速な啓開・復旧が求められる。
しかしながら、災害時対応する各機関の要求は
様々であり、道路啓開・復旧が要求に即したもの
である必要がある。
Ⅳ.5.4.1では、東北地方太平洋沖地震において
実際に対応した各機関の状況と道路啓開状況を
時系列で比較することにより道路啓開作業を検
証し、課題の抽出を試みた1)。
Ⅳ.5.4.2では、地震時において緊急に必要とさ
れる機能に着目して、道路ネットワークの区間の
重要度についての評価手法を検討した。また、そ
れを応用し道路啓開の優先路線(区間)を抽出する
ための手法の開発を行った2),3)。
Ⅳ.5.4.3では、首都直下地震等の都市部での大
規模地震で大量のガレキが発生することが想定
されるため、既往のガレキ発生量の予測式を改良
すると共に、放置車両の発生台数の予測式を作成
した4)。

備蓄対応

搬送不足

搬送充足

物資の不足

物資の充足

物資搬送

避難所の物資需要量（計画）

避難所の物資供給量（実際）
1日後

初災

3日後

図-Ⅳ.5.4.1.1

数日後

数ヵ月後

調査イメージ

(2) 調査対象避難所
発災直後から開設された避難所を調査対象と
し、収容人員の大きいもののうち地形区分、道路
啓開時期の違うものとして山田町（山田高校）、
女川町（総合体育館）、山元町（中央公民館）の
３箇所を選定した。図－Ⅳ.5.4.1.2に選定した避難
所の位置図及び一覧表を示す。

Ⅳ.5.4.1 現地調査に基づく道路啓開状況と避難所
物資供給状況の関係分析
本項では、避難所において避難者に供給される、
水・食料に注目して、道路啓開状況と物資供給量
の関係について調査の説明を行う。
(1) 調査の進め方
まず、東北地方太平洋沖地震により開設した避
難所へのヒアリング調査により避難者数及び、供
給物資量（水・食料）の充足した時期と道路啓開
状況を確認し、道路の啓開状況と，避難所におけ
る供給物資量（水・食料）の充足期の間に何らか
の関係があるか確認した。（図-Ⅳ.5.4.1.1参照）
次に、より詳細に道路啓開と供給状況を確認す
るため、時間フェーズで確認出来る物資の需要
（計画）と供給の図（図-Ⅳ.5.4.1.1調査イメージ）
を作成し道路啓開の各段階でどのように、需給バ
ランスに影響を与えたか確認した。

備蓄＆搬送不足

国土交通省東北地方整備局 HP より抜粋

図-Ⅳ.5.4.1.2

避難所位置図

表-Ⅳ．5.4.1.1 避難所一覧表
◆調査対象避難場所
県名
市町村

避難所

岩手県

山田町

山田高校

宮城県

女川町

総合体育館

宮城県

山元町

山元町中央公民館

収容人数
1267名
(3/20)
779名
(5/11)
500名
(5/11)

地域区分

道路啓開時期

リアス式

3/15(臨時搬入路開設)

リアス式

3/18(R398)

平野部

3/11(仙台方面)

(3) 道路啓開時期と供給量（水・食料）充足時期
の関係
選定された避難所の運営者、特に支援物資管理
者に対してヒアリングをおこない、物資の充足時
期の確認を行った。ヒアリング結果をまとめたも
のを表-Ⅳ.5.4.1.2に示す。
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表-Ⅳ. 5.4.1.2 ヒアリング結果
山田町
女川町
山元町
山田高校
総合体育館
中央公民館
3/15頃～
3/18頃～
仙台方面
道路啓開時期
臨時搬入路開設
R398啓開
交通遮断なし
被災直後
1,100人
1,600人
1,500人
避 最大
1,277人（3/14）
2,500人（3/12）
1,500人（3/11）※
難 物資充足期（食料） 4/7
4/12
4/10
者 避難者数
662人（4/7）
750人（4/12）
900人（4/7）
数 物資充足期（水） 3/28に通水
3/25に通水
4/6に通水
避難者数
693人（3/31）
750人（4/12）
900人（4/7）
※資料では1500人だが、ヒアリングでは4,000人近くいたとの発言もあった。

表-Ⅳ.5.4.1.1より、食料の充足期については啓
開の必要のなかった山元町（中央公民館）と道路
啓開が一番遅れた女川町（総合体育館）では、大
きな差はない結果となっている。これは、山元町
では避難所に入らず食事だけ支援を受けていた
方が、被災直後で4,000人以上いたということも
あり、交通が遮断されなかったことにより食料を
求めて人が集まり、避難者数と食料を供給した人
数が一致していないことが考えられる。山田町と
女川町の比較では道路啓開が早かった山田町の
方が若干充足時期は早くなっていることが確認
できる。
水については、上水道の損害の程度が把握でき
ていないこと、各避難所の条件が違うことがあり、
また井戸水で対応していたという人もいる。以上
の要因から、通水時期と啓開時期の関係について
統一的に比較することは出来なかった。
(4) 需給バランスと道路啓開との関係
道路啓開状況の細かい事項が比較的確認出来
た山田町について、食料に対する需要と供給の時
間的な連関図に道路啓開作業の進捗とを重ねた
ものを図-Ⅳ.5.4.1.3に、道路の啓開状況を図－
Ⅳ.5.4.1.4に示す。図-Ⅳ.5.4.1.3の作成においては
ヒアリング及び資料収集により避難者数、避難所
での食料供給量を確認した。また、需要（計画）
については避難者数に岩手県の地域防災計画に
記述されている「被災者：１食当たり精米200ｇ」
から、一日当り朝夕2食として400ｇ/日・人で換
算して入力した。
避難者数及び食料供給推移（山田高校）

1400

避難者数

食料（計画）

食料（実情）

臨時搬入路
R4 5 開通
開設

避難者数（人）

1200

1000
800

1000
800

600

600

400

400
200

200

食料供給量（kg)

国道4 号～
宮古市まで開通

0
3月11日
3月12日
3月13日
3月14日
3月15日
3月16日
3月17日
3月18日
3月19日
3月20日
3月21日
3月22日
3月23日
3月24日
3月25日
3月26日
3月27日
3月28日
3月29日
3月30日
3月31日

0

図-Ⅳ.5.4.1.3 道路啓開と食糧の需給との
関係
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図-Ⅳ.5.4.1.4

道路の啓開状況

図-Ⅳ.5.4.1.3より，啓開が3/11～3/18頃の間で
ほぼ終了しており、その間に需要（計画）と供給
のギャップは少しずつ縮小していることが確認
できた。また、避難者の数もそれぞれの輸送ルー
トの道路啓開が完了後、減少に転じている。
以上のことから道路啓開によって、本格的な輸
送が行われ供給が回復するとともに、移動困難だ
った避難者の退所によって需要も減少し、需給ギ
ャップの解消がなされた可能性が指摘できる。た
だし、避難者の退所のきっかけには、移動先の確
保など種々の理由が考えられ、道路啓開の完了が
どの程度避難者の移動を促したのは不明である。
(5) 調査の課題
効率的に道路啓開・復旧を行うには、各災害対
応機関の行動について十分な把握が必要である。
この調査において、道路の啓開状況と避難所で
の食料の供給状況を中心に調べたが、輸送手段は
道路を利用した車両だけでなく船舶、航空機、ヘ
リ等多数存在する。
避難所では当然ありとあらゆる手段で物資輸
送、情報収集等を行うので道路啓開が直接避難所
の機能に影響していたかは確認が難しかった。ま
た災害対応活動を行うのは自衛隊から各行政機
関、各ボランティア等多くの機関、団体が関係し
ており。そこから避難所のように受け手の施設に
物資が供給される。このため供給の受け手の施設
のみの調査では物資の流れの真相の究明は難し
いことが解った。

Ⅳ.5.4.2 災害対応行動に基づいた道路ネットワ
ーク重要度評価と啓開優先路線選定に関する検
討
前項では、避難先の観点から道路ネットワーク
に求められる機能を検討しようとした。本項では、
地震後の被災者支援のために実施される活動を
地域防災計画等の公的な防災関連計画をもとに
整理した上で、それらの活動を実施するために、
どの様な人・物質がどの様に移動するかを把握し、
その移動のために地震後、道路ネットワークに求
められる内容を検討した。
また、その検討をベースに地震時において緊急
に必要とされる機能に着目した道路ネットワー
クの路線・区間の重要度についての評価手法の検
討について説明する。

①目的達成対応の設定

↓
②様々な災害対応組織の災害対応行動の網羅

↓
③目的達成対応毎の各災害対応行動の関連性の整理

↓
④人・物の移動をともなう災害対応行動に関する整理
「いつの時点で、誰が、どこ（拠点）
からどこ（拠点）に、何を運ぶか」

↓
⑤目的達成対応のために道路ネットワークに
求められる機能（リンク機能）の明確化

↓
⑥目的達成対応に着目した
道路ネットワーク評価手法の検討

図－Ⅳ.5.4.2.１ 研究の進め方のフロー図
(1) 研究の進め方
最初に、地震発生時に被災した人を援助する
ための目的を達成するための対応（以下「目的達
成対応」という。）について設定した。次に、援
助を行う組織(災害対応組織)を抽出し、各組織の
地震発生時の行動(災害対応行動)を網羅して書き
出した。そして、災害対応行動を目的達成対応毎
に集約し、各災害対応行動の関連性を時間的、空
間的に整理した。さらに、災害対応行動のうち、
人・物の移動をともなうものを抽出し、抽出され
た各災害対応行動について、「いつの時点で、誰
が、どこ（拠点）からどこ（拠点）に、何を運ぶ
か」について整理した。
続けて、具体的な地域において、人・物の移動
をともなう災害対応行動の拠点を道路ネットワ
ーク上におとし、拠点と拠点を結ぶために必要な
道路を整理することで、目的達成対応のために、
地震後の各時点において道路ネットワークに求
められる機能（リンク機能）について明らかにし
た。
この道路ネットワークに求められる機能は、目
的達成対応毎に整理させることになり、各目的達
成対応に求められる機能（リンク機能）を重ね合
わせることにより、重なりが多い道路ネットワー
クの区間ほど重要度が高い等、道路ネットワーク
の各区間の重要度の評価に用いることができる。
研究の進め方のフロー図を図-Ⅳ.5.4.2.１に示
す。

(2)目的達成対応の設定
災害対応行動は、多数の災害対応組織によって
多種多様に実施されるが、各災害対応行動は被災
した人を援助するという目的のために実施され
る。ここでは、多数の災害対応行動を目的に着目
して分類・整理するために、目的達成対応を設定
した。
この目的達成対応は、災害対応行動の整理をす
るときに基本となる単位であり、一つの目的達成
対応に複数の災害対応行動が存在する。災害対応
行動の関連性の時間的、空間的な整理は、目的達
成対応毎に行うこととしている。この様に整理す
ることにより、各々の災害対応行動が、被災した
人を援助する目的のために、それぞれどの様に貢
献しているかが、わかりやすく整理される。
以下、目的達成対応の設定を示す。
まず、災害対応を実施する国、都道府県、市町
村、防災関係機関等の１２４機関の災害対応行動
の概要を、防災業務計画、地域防災計画、任意の
計画及び公開文献（東日本大震災の対応実績等）
から収集した。ここでは、幅広い機関から情報を
収集することを主目的とし、災害対応行動に関す
る情報は概要にとどめた。
次に、収集した災害対応行動の概要を、防災基
本計画に災害応急対策として記される９分類を
用いて整理をした。整理は、９分類をさらに細分
類した２０細分類について、１２４機関毎に災害
対応行動がカバーしている範囲を示すことで行
った。
ここで、災害応急対策９分類（２０細分類）を
表-Ⅳ.5.4.2.1 に示す
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表-Ⅳ.5.4.2.1 災害応急対策９分類の概要
１．発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立
１－１．被害状況把握、地域・関係機関への情報伝達
１－２．職員の参集・活動体制の確立
１－３．通信の確保
２．救助・救急、医療及び消火活動
２－１．救護、医療、転搬送活動
２－２．救出・救助、捜索活動
２－３．消防活動、危険物・毒劇物の保安活動、その他災
害予防活動
３．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
３－１．交通・車両の確保
４．避難収容及び情報提供活動
４－１．避難支援・安全確保
４－２．広報
４－３．災害時要援護者対応
４－４．被災自治体支援、被災者生活支援
５．物資の調達、供給活動
５－１．物資の調達・供給、人員の確保、物資・人員の輸送
６．保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動
６－１．遺体の取扱い
７．秩序の維持、物価の安定等に関する活動
７－１．治安の維持
７－２．金融に関する措置
７－３．証券に関する措置
８．応急復旧及び二次災害・複合災害の防止活動
８－１．業務継続
８－２．災害復旧・復興
９．自発的支援の受入れ
９－１．ボランティア
９－２．海外からの支援受入れ

１２４機関から、それぞれが、災害応急対策９
分類（２０細分類）についてカバーしている範囲
を考慮して、文献調査等を実施する３０機関（表
-Ⅳ.5.4.2.2）を抽出した。この３０機関に関して、
① 法定計画、② 任意の防災関連計画、③ 東日
本大震災等における対応実績の公開文献、④ ヒ
アリング調査による入手資料により、災害対応行
動の具体的な内容について情報を収集し整理し
た。また、このうち１１機関については、ヒアリ
ング調査を実施することにより災害対応行動に
関する情報を収集した。
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表-Ⅳ.5.4.2.2 文献調査等を実施した機関
No. 分類
機関
1
行 政 関 係 警察庁
機関
2
消防庁
3
厚生労働省
4
国土交通省
5
海上保安庁
6
日本赤十字社
7
高速道路
8
空港
9
旅客鉄道
10
ガス
11
日本通運(株)
12
電力
13
通信
14 地 方 公 共 岩手県
15 団体
市町村
管
内
関
係
16
災害拠点病院(公立・民間)
17 機関・団体 （社）岩手県医師会
18
社会福祉協議会
19
報道・メディア
20
農林漁業組合
21 民 間 事 業 トラック事業者
22 者
タクシー事業者
23 (物流・倉庫 バス事業者
24 業)
海運会社
25
港湾事業者
26
航空会社
27
倉庫業者
28 民 間 事 業 コンビニエンスストア
29 者
スーパーマーケット
30 (小売業)
薬局
収集した情報をもちいて、３０機関の災害対応
行動を、行動の関連や目的に着目して集約し目的
達成対応を設定した。ここで、目的達成対応は、
全ての災害対応行動をカバーする様に設定し、そ
れらを災害応急対策９分類により分類した。目的
達成対応数の 45 項目を明示した一覧を、表Ⅳ.5.4.2.3 に示す。

表－Ⅳ.5.4.2.3 目的達成対応の一覧

7-2 物価の安定
7-2-1 物価の安定のための体制の確立
8 応急復旧及び二次災害・複合災害の防止活動
8-1 道路 8-2 河川 8-3 上水道 8-4 下水道
8-5 電気 8-6 電話(NTT 回線) 8-7 ガス
9 自発的支援の受入
9-1 災害ボランティア受入体制の確立

防災基本計画による災害応急対策の内容
目的達成対応
1 発災直後の情報収集・連絡及び活動体制の確立
1-1 発災直後の情報収集・連絡及び活動体制の確立
2 救助・救急、医療及び消火活動
2-1 救急救命
2-1-1 初期救急救命体制の確立(48 時間以内)
2-1-2 救命のタイムリミット(72 時間以内)
2-1-3 救急・救命体制の維持
2-2 医療
2-2-1 初期医療体制の確立(48 時間以内)
2-2-2 透析等各疾患者への医療サービスの提供体制確
立
2-2-3 避難所等への診療体制の確立
2-2-4 患者の後方輸送(被災地外への輸送)
2-2-5 心療サービスの提供
2-3 消防
2-3-1 被災地域内の消火体制確立
2-3-2 被災地域外の応援態勢確立
3 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
3-1 交通確保
3-1-1 啓開対応の体制確立
3-1-2 交通規制の体制確立
3-2 緊急輸送活動
3-2-1 輸送体制の確立(被災地外)
3-2-2 輸送受入体制の確立(被災地内)
4 避難収容及び情報提供活動
4-1 避難所
4-1-1 避難所の開設及び維持体制の確立(生命)
4-1-2 避難所の開設及び維持体制の確立(保健衛生)
4-1-3 避難所の開設及び維持体制の確立(メンタル)
4-1-4 情報提供
4-2 福祉避難所
4-2-1 福祉避難所の開設及び維持体制の確立(生命)
4-2-2 福祉避難所の開設及び維持体制の確立(保健衛
生)
4-2-3 福祉避難所の開設及び維持体制の確立(メンタ
ル)
4-2-4 情報提供
5 物資の調達、供給活動
5-1 生活維持のための食糧・生活用品
5-1-1 被災地内物資調達体制の確立(人員、車両確保)
5-1-2 被災地側の受入体制確立(広場、仕分ける人員確
保)
5-2 生活再建に向けた応急仮設住宅
5-2-1 被災地内物資調達体制の確立(人員、車両確保)
5-2-2 被災地側の受入体制確立(広場、仕分ける人員確
保)
5-3 インフラを補完する応急給水
5-3-1 被災地内物資調達体制の確立(人員、車両確保)
5-3-2 被災地側の受入体制確立(広場、仕分ける人員確
保)
6 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動
6-1 保健衛生
6-1-1 ゴミ処理体制の確立
6-1-2 屎尿処理体制の確立
6-2 防疫
6-2-1 防疫体制の確立
6-3 遺体の処理
6-3-1 検死体制の確立
6-3-2 身元確認のための体制確立
6-3-3 遺体の最終処分のための体制確立
7 秩序の維持、物価の安定等に関する活動
7-1 秩序の維持
7-1-1 警邏実施体制の確立

(3) 目的達成対応毎の災害対応行動の関連性の整
理
目的達成対応毎に、災害対応行動の関連性の時
間的、空間的な整理を行う。
最初に、岩手県の地域防災計画を用いて、計画
内の災害対応行動を全て網羅して整理した。岩手
県の地域防災計画を使用した理由は以下のとお
りである。
①東日本大震災により大きな被害を受けた県の
一つである
②特に沿岸部では津波により大きな被害を受け、
被災者支援のため、人・物資が、内陸部から沿岸
部へ広域的に移動したこと
③東日本大震災後に地域防災計画が改訂され、東
日本大震災から得られた教訓を活かして大規模
地震時に対応した内容になっていること
岩手県の地域防災計画には、岩手県のみなら
ず、市町村、指定行政機関、指定公共機関、等の
各防災関係機関の災害対応行動が記されており、
岩手県内で被災者を支援する組織の災害対応行
動は概ね網羅して記されている。また、他機関の
防災に関する活動計画も必要に応じて使用し、情
報の不足を補った。
次に、整理した災害対応行動を目的達成対応毎
に分類した。分類された災害対応行動を、縦軸に
災害対応組織、横軸に地震後の経過時間をとり、
災害対応行動間の時間的な関連性を整理した。
図-Ⅳ.5.4.2.2 に目的達成対応「2-1 救急救命
（2-1-1 初期救急・救命体制の確立、2-1-2 救命の
タイムリミット、2-1-3 救急・救命体制の維持）
」
について整理した事例を示す。各災害対応組織の
災害対応行動が互いに関連しながら時間の経過
とともに一番上の行に記す目的達成対応に集約
されていく様子が示されている。続けて、災害対
応行動の空間的な関連性を整理した。図Ⅳ.5.4.2.2 で整理した災害対応行動のうち、人の
移動をともなうものを抽出して、それぞれの行動
がどこからどこに移動するのかに着目し、空間的
な関連性を整理した。ここで、人の移動の範囲は、
被災地域内外との位置関係がわかるように整理
している。その事例を図-Ⅳ.5.4.2.3 に示す。
図-Ⅳ.5.4.2.3 から、目的達成対応「2-1 救急救
命」を達成するための一連の災害対応行動を、直
接援助する場所（図-Ⅳ.5.4.2.3 では「被災現場」
）
における災害対応行動、「被災現場」にいたるま
での災害対応行動、「被災現場」から離れながら
被災した人の援助を継続する災害対応行動に分
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対応時間

２
４
Ｈ

７
２
Ｈ

2‐1‐1 初期救急救命体制の確
立（48時間以内）

2‐1 救急救命（救助）

2‐1‐2 救命のタイムリ
ミット（72時間以内）

１
週
間

2‐1‐3 救急・救命体
制の維持

医療及び助産，救出に係る消防機関又
は自衛隊への派遣要請等

県本部長

消防活動の連絡調整

県（総務部）
自衛隊の災害派遣要請

県（保健福祉部）
県

災害救助法の適用時における
救出の事後事務

県（県土整備部）
県土整備企画室
土木班

救出に係る重機等の確保

救出・救助活動

公安部長

生命身体が危険
な状態にある者

県（公安部）

及び生死不明者
の捜索、救出

消火、救助その他災害の発生を防
ぎょし、又は、災害の拡大を防止する
ために必要な応急措置の実施

警戒区域の設定及び当該区域への
立入りの制限等
災害にかかった者の救出

市町村本部長

県本部長に対する自衛隊の災害派遣要請
災害により生命及び
身体が危険な状態にあ
る者、又は生死が不明
の状態にある者の捜索
又は救出

相互応援協定を締結している市町村に対する応援要請
消防職員・団員を主体とする救出班の編成及
び救出活動の実施
孤立化した地域における救助・救出、物資補給
等のための、県本部長へのヘリコプターの出動

応援要請の受入体制の整備（ヘ
リポート及び補給基地の確保

災害派遣要請に基づく消防活動の支援

陸上自衛隊
岩手駐屯部隊

災害派遣要請に基づく救出

市町村本部長の命令又は要請による消防応急活動等の実施
緊急消防援助隊の活動

消防機関

救急・救助活動の実施
緊急消防援助隊（救助部隊）による要救助者の捜索、救助活動
緊急消防援助隊（救急部隊）による救急活動

図-Ⅳ.5.4.2.2 災害対応行動間の時間的整理
目的達成対応「2-1 救急救命（2-1-1 初期救急・救命体制の確立、
2-1-2 救命のタイムリミット、2-1-3 救急・救命体制の維持）」
市町村本部長、県土木部、建
設業協会等

④救出に係る
重機等の確保

被災地域内

県公安部（警察）

県内消防機関
被災現場

被災地内消防本部
被災地内消防署・消防団

②被災現場へ
の移動
（陸路・空路）

③被災現場における
要救助者の捜索・救出・救助活動

広域応援部隊の集結地となる
広域防災拠点・
野営地等
⑤傷病者等の搬送
①被災地内の活動拠点への移動
（陸路・空路）
陸上自衛隊岩手駐屯部隊

県外消防機関・消防本部
（緊急消防援助隊（救助部隊等））

現場医療救護所・救護所・後方医療施設等

被災地域外

⑥重症者等の広域搬送

県外の後方医療機関等

図-Ⅳ.5.4.2.3 災害対応行動の空間的な関連性の整理
目的達成対応「2-1 救急救命（2-1-1 初期救急・救命体制の確立、
2-1-2 救命のタイムリミット、2-1-3 救急・救命体制の維持）」
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1

ヶ

発
災
直
後

対象機関

月

行われることが必要である。また、①の行動につ
いても、被災現場への移動を考えると２４時間よ
り早い時間に行われる必要がある。
表-Ⅳ.5.4.2.4 の整理により、目的達成対応毎に、
どの様な人・物の移動が必要となるかが具体的に
明らかになった。特にどこ（拠点）からどこ（拠
点）に移動する必要があるかは、道路ネットワー
クにおいてどこ（拠点）とどこ（拠点）が地震後
も移動できる状態にある必要があるかと、関連づ
けて整理することができる。
同様の作業を表-Ⅳ.5.4.2.2で整理した全ての目
的達成対応のうち、人・物の空間的移動が伴わな
い災害対応行動が大半を占めることが明らかな
４つを除いた４１の目的達成対応について行っ
た。

類し、空間的な関連性を把握することができる。
ここで、この目的達成対応「2-1 救急救命」によ
る貢献度は、「援助される被災者の人数」により
評価することができ、その数は、直接援助する場
所「被災現場」における被災者数から把握するこ
とができる。
同様の作業を表-Ⅳ.5.4.2.2で整理した全ての目
的達成対応の45項目うち、人・物の空間的移動が
伴わない災害対応行動が大半を占めることが明
らかな「１発災直後の情報の収集・連絡及び活動
体制の確立」「７秩序の維持、物価の安定等に関
する活動」「９自発的支援の受入」にある４つの
項目を除いた４１の目的達成対応について行っ
た。
(4)

人・物の移動を伴う災害対応行動に関する整
(5)

目的達成対応に着目した道路ネットワーク
の評価方法
目的達成対応のための災害対応行動のうち
人・物の移動をともなうものに関して、その移動
のために道路がどの様に役立つか（移動できるよ
うに連結しているか）に着目して道路ネットワー
クを評価することを試みる。
災害対応行動のうち人・物の移動をともなうも
のについては、(2)で表-Ⅳ.5.4.2.4 のように整理し
た。ここで整理した「どこ（拠点）からどこ（拠
点）へ」は、拠点の種類の組み合わせを示したも
のであり、実際の現場においては、ほとんどの種
類の拠点は複数存在する。道路ネットワークにお
いて拠点間（「どこ（拠点）からどこ（拠点）へ」）
の連結性について整理する場合は、どちらも複数
の拠点であることを前提とした連結性について
評価することになる。

理
(3)で整理した結果を用いて、表-Ⅳ.5.4.2.4 に目
的達成対応「2-1 救急救命」について人の移動を
ともなう災害対応行動を整理した結果を示す。例
えば、災害対応行動「①被災地内の活動拠点への
移動」では３つの該当する移動があり、陸上自衛
隊岩手駐屯部隊が駐屯地から広域防災拠点へ、県
外消防機関が消防本部から広域防災拠点へ、県外
消防機関が消防本部から被災地内消防本部へ、発
災直後～２４時間後までに、それぞれ移動してい
ることがわかる。ここで、表-Ⅳ.5.4.2.4 の表頭に
記載している「時間」は、各災害対応行動がそれ
までに行われなければならない時間を示してお
り、「災害発生から７２時間が経過すると生存率
が急激に低下する」ことを考慮して設定されてい
る。災害対応行動⑤、⑥は７２時間までに行われ
る必要があるし、被災者を捜索する時間を考える
と被災現場への到着（②～④）は２４時間までに
表－Ⅳ.5.4.2.4

人・物の移動をともなう災害対応行動の整理

目的達成対応「2-1 救急救命（2-1-1 初期救急・救命体制の確立、2-1-2 救命のタイムリミット、2-1-3 救急・救命体制の維持）
」

①

②

誰が

どこから

陸上自衛隊
岩手駐屯地

駐屯地

県外消防機関
（緊急消防援助隊
（救助部隊等））
県外消防機関
（緊急消防援助隊
（救助部隊等））

どこへ

発災直
後

発災直 ２４時間
７２時間 １週間～ １か月以
後～２４ ～７２時
～１週間 １か月
降
時間
間

行動

何を

広域応援部隊 広域防災拠点

被災地域内の活動
拠点への移動

応援部隊

○

消防本部

広域応援部隊 広域防災拠点

被災地域内の活動
拠点への移動

応援部隊

○

消防本部

県内消防機関

被災地内消防 被災地域内の活動
拠点への移動
本部

応援部隊

○

県公安部
（警察）

誰に

要救助者

被災現場

被災現場への
移動

人

○

被災地内消防
本部

要救助者

被災現場

被災現場への
移動

人

○

広域応援部隊 広域防災拠点

要救助者

被災現場

被災現場への
移動

人

○

要救助者

被災現場

被災現場における
要救助者の捜索・救
出・救助活動

人

○

要救助者

被災現場

救出に関わる重
機等の確保

重機

○

県内消防機関

③

救助者

被災現場

④

市町村本部長

⑤

医療救護班

被災現場

疾病者等

現場医療救護所・
救護所・後方医療
施設等

疾病者等の搬
送

疾病者

○

⑥

医療救護班

現場医療救護所・
救護所・後方医療
施設等

重傷者等

県外の後方医 重傷者等の広
療拠点
域搬送

重傷者

○
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この複数の拠点と複数の拠点について、連結す
る組み合わせ（１拠点と１ないし複数拠点）を設
定し、ある一つの組み合わせについて連結する道
路ネットワーク上の道路を抽出する。抽出は、例
えば「拠点と拠点を最短経路で連結する」などの
ルールにより行う。抽出された道路は、ある一つ
の組み合わせのために必要な道路である。これ
を、全ての組み合わせについて行うことにより、
ある災害対応行動について必要な道路を抽出す
ることができる。道路ネットワークの区間につい
て着目すると、必要とされる組み合わせの数が多
いほど、より重要な区間であると評価することが
できる。
以上の作業を他の災害対応行動に関しても実
施し、それらを合わせて評価することにより、あ
る目的達成対応に関して、必要な道路を抽出した
り、道路の各区間の重要度について評価したりす
ることができる。
以下、岩手県の緊急輸送道路を対象として、道
路ネットワークを評価した事例を図-Ⅳ.5.4.2.4～
Ⅳ.5.4.2.7 を用いて説明する。
まず、図-Ⅳ.5.4.2.4 に岩手県内の緊急輸送道路
のネットワークを示す。緊急輸送道路は、災害時
の救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊
急物資の供給等に必要な人員及び物資等の輸送
を行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれ
らを連絡する幹線的な道路、さらに、これらの道
路と地方公共団体の庁舎、緊急支援物資の備蓄地
点、広域避難地等を連絡する道路をあらかじめ道
路管理者により「緊急輸送道路ネットワーク計画
等策定要領」に基づき指定しているものである。
図-Ⅳ.5.4.2.4 の太い線が緊急輸送道路を示し、細
い線は緊急輸送道路以外の一般国道、主要な県道
を示す。
続けて、図-Ⅳ.5.4.2.5 に、緊急輸送道路ネット
ワークとある災害対応行動に関する拠点の分布
を示す。対象とした災害対応行動は、表-Ⅳ.5.4.2.3
の目的達成対応「３－１交通確保」の災害対応行
動「道路啓開応援のための人の移動」であり、拠
点「被災地外の県の地方支部」から拠点「被災地
域内の市町村役場」への移動が計画されている。
ここで、被害の想定は東日本大震災と同じ被害
とした。岩手県では東日本大震災の時に、特に東
側の沿岸部において主に津波による大きな被害
を受けており、被災地域外の県の地方支部（□印）
は内陸側に、被災地域内の市町村役場（○印）は
沿岸部に分布している。
図-Ⅳ.5.4.2.6 は、災害対応行動「道路啓開応援
のための人の移動」に必要な道路を示したもので
ある。ここで、拠点「県の地方支部」と拠点「市
町村役場」の組み合わせはお互いの距離が近いも
のとし、「最短経路で連絡する」ルールにより拠
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点間を結ぶ道路を選択した。また、拠点を結ぶ道
路の重なりの程度を、道路ネットワークの区間の
線の太さで表現した。 図-Ⅳ.5.4.2.6 に示される
道路が、災害対応行動「道路啓開応援のための人
の移動」に必要な道路となり、線の太さが太いほ
ど重要な区間として評価される。ここで、目的達
成対応「３－１交通確保」に関連する他の災害対
応行動について同様の作業を行い、結果を重ね合
わせて表示することで、目的達成対応「３－１交
通確保」に必要な道路、区間毎の重要度を評価す
ることができる。また、災害対応行動毎に、例え
ば表-Ⅳ.5.4.2.4 に示すように移動する時間帯が示
されているため、移動する時間帯毎に、災害対応
行動を集約することにより、時間帯毎に必要な道
路を示すことができる。
図-Ⅳ.5.4.2.7 は、道路ネットワークのある区間
と、それに関連する拠点を示したものである。太
線で示した区間は、１つの「県の地方支部」と３
つ「市町村役場」と関連づけられる。これは、太
線で示した区間が地震後に不通となった場合に、
３つの「市町村役場」が災害対応行動「道路啓開
応援のための人の移動」を受けることができなく
なることを示している。同様の作業は他の区間で
も行うことができ、道路の各区間が貢献している
拠点について明らかにすることができる。

図-Ⅳ.5.4.2.6 災害対応行動に必要な道路
災害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」

図-Ⅳ.5.4.2.4
岩手県内の緊急輸送道路ネットワーク

図-Ⅳ.5.4.2.7
道路ネットワークの区間と関連する拠点

図-Ⅳ.5.4.2.5
緊急輸送道路上の災害対応行動の拠点の分布
災害対応行動「道路啓開応援のための人の移動」
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(6) 道路啓開優先路線(区間)選定手法の開発
(5)では災害対応行動について拠点間の最短経
路を重ねて表示させ、重ね合わせられた経路の数
が比較的多いものを「災害対応行動」に必要な道
路として評価する手法を検討した。
さて、実際の災害時における緊急輸送道路の道
路啓開の順序についての詳細な定めは無く、各地
方整備局での道路啓開計画策定で改めて、啓開ル
ートの選定と啓開の順序設定が行われている状
況である。そこで、ここではこういった道路啓開
計画策定の際に定量的且つ視覚的に道路啓開の
優 先 度 を 検 討 す る 手 法 と し て (5) の 手 法 ( 図 Ⅳ.5.4.2.6 にあるように災害対応行動ごとの拠点
間の最短経路を重ね合わせ、重なり合った災害対
応行動の数に応じて道路の必要性を評価する手
法)を改良することについて説明する。
ここでは(5)の成果をベースに発災直後～3 時間
後、3 時間後～24 時間後、24 時間後～72 時間後
までの 3 つの時間帯において、災害対応行動の最
短時間経路と対応必要人数から道路啓開の優先
度を評価し、道路啓開を優先して行う路線(区間)
を抽出する手法の検討を行った。
1)ネットワーク評価に際しての災害対応行動の集
約
①集約の概要
(5)で検討した手法では、一つの災害対応行動で
も拠点の数だけの経路を扱う必要があり膨大で
あるため、ここでは現場での適用のしやすさを考
慮し、最短経路の重なり具合が極端に変わらない
範囲で災害対応行動の集約(抽出)を試みた。
集約(抽出)は、図－Ⅳ.5.4.2.8 のフローにより岩
手県をモデルとして行った。災害対応行動は地域
段階

A

集約前の災害対応行動
・災害発生直後～３時間後
・３時間後～２４時間後
・２４時間後～７２時間後

災害対応行動
の種類(数)

114 行動

防災計画等の各種防災計画を元に定義づけして
おり、タイムスパンも発災後１ヶ月以降のタイミ
ングで行われる行動も含まれている。ここでは道
路啓開の目的に鑑み、災害発生後 72 時間後まで
の多くの災害対応行動の中(段階 A)から、中継拠
点を経由する行動(トリップチェーン)を考慮した
集約(段階 B)を行い、次に被災者の「人命を救う」
ことに直結する代表的なものを抽出(段階 C)し、
さらに「人命を救う」ために重要と考えられるも
のを抽出した上で、組み合わせを変え（④で後述）、
最短経路の重なり具合の変化について感度分析
をした上で集約(段階 D)を行った。
その結果、災害対応行動は 114 行動から 31 行
動まで集約出来た。
②段階Bでの集約
段階Bではトリップチェーンとして人の移動だ
けでなく、モノ(支援物資等)の移動についても着
目し、空間的ダイヤグラムを作成した上で集約化
を行った。図-Ⅳ.5.4.2.9に救命救急や緊急輸送活
動の例を示す。自衛隊や消防隊は被災現場である
市町村の外から被災現場まで駆けつける際、広域
防災拠点や当該市町村内の消防本部を中継基地
としており、被災現場までの一連の行動をひとつ
の災害対応行動として集約するものである。緊急
輸送活動においても、緊急輸送物資の避難所まで
の一連の移動や、物資の仕分けをする担当者の仕
分けを行う体育館までの一連の移動をひとつの
災害対応行動として集約した。
③段階Cでの集約
段階Cでは「人命を救う」ことに直結する代表
的な行動として、「救急救命(救助)」「医療(処置)」
「消防(消火・警戒)」
「緊急輸送活動」に分類され

B
災害対応行動の
繋がり(トリップチェ
ーン)を考慮し集
約

91 行動

C

D

「人命を救う」ことに
直結する代表的な
災害対応行動を予
備的に抽出

さらに重要と考えられ
るものを抽出し、組み
合わせを変え、感度
分析をした上で集約

60 行動

図-Ⅳ.5.4.2.8 災害対応行動の集約化の過程
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図-Ⅳ.5.4.2.9 トリップチェーンによる災害対応行動の集約の例

31 行動

る災害対応行動を抽出した。
④段階Dでの集約
段階Dにおいては、まず、段階Cで抽出された
災害対応行動から、さらなる絞り込みを行うため、
「人命を救う」ために集約に当たり道路ネットワ
ークで「支えるべき」災害対応行動として重要と
考えられる条件を下記のように設定した。
イ：被災現場に直結する災害対応行動
被災現場に直接接続する災害対応行動はよ
り重要だという趣旨で設定した。

ロ：長時間継続して行われる災害対応行動
複数の時間帯で行われる災害対応行動はそ
の継続性のため、より重要だという趣旨で設定
した。

ハ：トリップチェーンを形成する災害対応行動
トリップチェーンを形成した場合、地理的に
より広範囲な行動となるため、より重要だとい
う趣旨で設定した。

感度分析は、この３つの条件の組み合わせを変
えて(表-Ⅳ.5.4.2.5の試行①～試行⑦)、各条件の組
み合わせに合致する災害対応行動を抽出し、時間
帯毎に経路一致率の変化を調べた。
経路一致率は段階 C で選定された道路の実延長
に対する各試行で選定された道路の実延長の割
合とした。例えば、段階 C で選定された道路ネッ
トワークとして図-Ⅳ.5.4.2.11(左図)を考える。こ
のネットワークの例で図-Ⅳ.5.4.2.11(右図)の道路
がある試行で選定された場合の経路一致率は
81.8%となる。
時間帯毎に条件の組み合わせを変えた際の行
動数と経路一致率の折れ線グラフを作成したと
ころ、3時間後～24時間後の時間帯で試行⑤にあ
たる組み合わせにおいて、経路一致率の折れ線グ
ラフの屈曲点が明瞭に現れた(図-Ⅳ.5.4.2.12の赤
線の赤丸、経路一致率93.0%)。

なお、段階Cで抽出された災害対応行動60種類
と上記３条件に合致する災害対応行動との関係
は図-Ⅳ.5.4.2.10のようになる。

イ：被災現場に直結する行動(２２行動)

段階 C での
抽出総数
=60

8
6
10

4

4

2

5

ロ：長時間継続して行
われる行動(２２行動)

ハ：トリップチェーンを形成
する行動(１５行動)

図-Ⅳ.5.4.2.10 段階Cで抽出された災害対応行動と
“「人命を救う」のに重要と考えられる３つの条件”に合致する災害対応行動との関係
(円内の数字はそれぞれの条件に合致する災害対応行動の数)

行動数
試行①
試行②
試行③
試行④
試行⑤
試行⑥
試行⑦

22
22
15
34
31
29
39

表-Ⅳ.5.4.2.5 試行ケース一覧
「人命を救う」ために重要と考えられる条件
被災現場
に 直結
する行動
●

長時間継続
して行われ
る行動

トリップチェーン
を形成する行動

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
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各時間帯毎の行動数

～3
時間後

3～24時
間後

24～72時
間後

5
12
5
12
12
7
12

21
22
11
33
27
24
34

7
13
7
14
17
13
18

段階 C での経路重ね合わせ図

ある試行での経路重ね合わせ図

リンク a
リンク b
リンク e
リンク c

リンク d
リンク
実延長
(km)

ａ
1

ｂ
1

ｃ
1.5

ｄ
1

ｅ
1

上記試行の経路一致率
段階Dで選択された道路の実延長

リンクa, b, c, eの実延長の和

段階Cで選択された道路の実延長

リンクa, b, c, d, eの実延長の和

1
1

1
1

1.5 1
1.5 1 1

4.5
5.5

0.818

図-Ⅳ.5.4.2.11 経路一致率の計算の例
災害対応行動の集約にあたり、出来るだけ少な
い災害対応行動で全体の特性を効率よく表現で
きることが必要であり、本項では行動数の増加に
対しての経路一致率の上昇率が少なくなる限界
点、つまり折れ線グラフの屈曲点で災害対応行動
の組み合わせを決めることが最適だと判断した。
それ以外の時間帯(直後～3時間後、24時間後～

72時間後)での試行⑤の経路一致率も3時間後～
24時間後の経路一致率と大差がない(それぞれ
100.0%(図-Ⅳ.5.4.2.12の青線の赤丸)と88.2%(図Ⅳ.5.4.2.12の緑線の赤丸))ことが分かった。
したがって、試行⑤にあたる組み合わせ(31行
動)を集約(抽出)結果とした。
集約(抽出)結果を表-Ⅳ.5.4.2.6に記す。

図-Ⅳ.5.4.2.12 各試行による経路一致率の変化
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表-Ⅳ.5.4.2.6 災害対応行動の集約(抽出)結果

３
４
５

)

２

救急救命 救 助

１

分類

(

番
号

行動主体

出発地

中継地

救急隊
救急隊
自衛隊
警察隊
DMAT

消防本部
(被災地外)
消防本部
(被災地外)
駐屯地
警察署
医療機関
(被災地外)
医療機関
(被災地外)
県立病院

被災現場

○

○

被災現場
被災現場
被災現場

○
○

○
○
○

自衛隊
駐屯地

－

９

医者・
看護師

赤十字病院

－

重症患者

被災現場

重症患者

被災現場

重症患者

避難所

市役所等 職
員
医者・
看護師

市役所等
市町村営
医療機関

－

15

保健師

都道府県庁
等

－

16
17

傷病者
傷病者

被災現場
被災現場

18

消防隊

消防本部
(被災地内)
消防本部
(被災地外)
消防本部
(被災地外)

医療 処置

医者・
看護師

(
)
)

21

(

20

警戒
消防 消火・

19

消防隊
消防隊

消防隊

消防本部
(被災地外)

72 時間

消防本部
(被災地内)
広域防災拠点
－
災害拠点病院
(被災地内)
空港

８

14

24 時間～

24 時間

○

医者・
看護師

13

3 時間～

3 時間

○

７

12

直後～

被災現場

DMAT

11

道路利用のタイミング

広域防災拠点

６

10

目的地
(括弧内の斜字体
は災害対応行動の
補足説明を示す)

－

災害拠点病院
(被災地内)
救急告示病院
(被災地内)
救急告示病院
(被災地内)
－

－
広域防災拠点
－
－
－

－

被災現場
避難所・
医療施設
(被災地内)
避難所・
医療施設
(被災地内)
避難所・
医療施設
(被災地内)
広域防災拠点

○
○

○

○

○

○

○

○

広域防災拠点

○

広域防災拠点

○

救護所
(設置)
救護所
(医療班の編
成・派遣)
救護所
(保健指導の実
施)
緊急ヘリポート
災害拠点病院
(被災地外)
被災現場
被災現場
(消火活動)
被災現場
(特殊消火活
動)
被災現場への
出動(輸送・補
給活動)

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

（次ページに続く）
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番
号

分類

行動主体

石油会社等

23

石油会社等

24

物流会社等

25
緊急輸送活動

27

中継地

目的地
(括弧内の斜字体
は災害対応行動の
補足説明を示す)

22

26

出発地

油槽所・
精油所
油槽所・
精油所
他都道府県
庁

物流会社等

他都道府県
庁

広域防災拠
点・体育館

物資の仕分け
要員
物流会社等

都道府県庁
等
市町村
(被災地外)

広域防災拠点

広域防災拠
点・体育館
広域防災拠点
－

28

物流会社等

空港

29
30

物流専門家
物流会社等

31

物流会社等

県トラック協会
流通団地・流
通センター
大型小売店
(被災地内)

道路利用のタイミング
直後～

3 時間～

24 時間～

3 時間

24 時間

72 時間

－

ガソリンスタンド

○

○

－

病院・公共機関

○

○

広域防災拠
点・体育館

避難所(国から

○

の緊急支援物
資の輸送)
避難所( 都道府
県からの緊急支
援物資の輸送)

○

○

○

避難所( 市町村

広域防災拠
点・体育館

－

体育館

○
○

からの緊急支援
物資の輸送)
避難所
体育館
大型小売店
(被災地内)
流通団地・流通
センター(不要
品の回収)

○
○

○
○

○
○

○

○

2)災害対応行動の重み付けの試行
1)では「災害対応行動の数」で道路ネットワー
クの評価を行った。次に、災害対応行動に必要な
「量」を反映させることで重み付けをした評価を
行った。「量」を表す典型的なものとして「負傷
者数」といった人数に関連するものが多いので、
1)で集約化された災害対応行動に応じた重み付け
(この場合、災害対応行動を必要とする対象者の人
数の算出)を行い、道路ネットワークの評価を試み
た。モデルである岩手県の場合、東日本大震災で
の被災実績を参考に重み付けを行った(表Ⅳ.5.4.2.7)。
表-Ⅳ.5.4.2.7 災害対応行動ごとの指標
災害対応行動
重み付けの指標
救急救命
要救助者数
医療
死者・行方不明者・
負傷者数
消防(消火)
焼死者数
緊急輸送活動 飲料水供給者数※

図-Ⅳ.5.4.2.13 モデルでの道路ネットワーク評価
(発災後 3～24 時間後の例)

※「飲料水輸送量(１日)/1 人１日あたりに必要な水分量」で計算

その結果、災害対応行動による道路ネットワー
クの評価を「行動数」から「負傷者や(緊急物資を
必要とする)避難者等、救援を必要とする人の数」
で行うことが可能になった(図-Ⅳ.5.4.2.13)。
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モデルでは過去の災害の実績のデータを用い
て重み付けを行ったが、他の地区では地域防災計
画等に記載されている被災想定を使って算出す
ることになる。

これら４つの比較整理項目が記載されており、
3) 地方整備局や地方自治体における道路啓開計
かつ地域と策定主体のバランスを考慮し、対象計
画の事例収集と比較
画を下記の３つとした。
一方、いくつかの地方整備局や地方自治体にお
□中部版くしの歯作戦(H26.5 更新)
いて既に道路啓開計画が策定されており、これら
□首都直下地震道路啓開計画(初版)
を横断的に比較整理することで、道路啓開計画に
(H27.2 策定)
関する問題認識を明らかにした。
□愛媛県道路啓開計画(H26.3 策定)
道路啓開計画の比較整理に先立ち、対象とする
比較整理の結果(表-Ⅳ.5.4.2.8)、路線選定に当た
計画を抽出するにあたり、以下のように比較整理
っては災害対応拠点を結ぶ緊急輸送道路を基本
項目を設定した。
としているが、被災地到達までの迅速性が求めら
○路線選定に当たっての考え方
れていることから、被災の少なさ、耐震性の高さ
○路線選定上の課題
を考慮している計画もあった。あるいは発災後に
○啓開オペレーション上考慮すべき課題
被害の少ない路線に変更して啓開作業を行うこ
○さらなる取り組みの状況
とを想定している計画もあった。
上の２つは道路啓開を優先して行う路線(区
間)の考え方や問題認識を把握するために設定し、
下の２つは実際の道路啓開作業を行う上での問
題認識を把握するために設定した。
表-Ⅳ.5.4.2.8 道路啓開計画の比較

中部版くしの歯作戦

首都直下地震道路啓開
計画(初版)
平成27年2月策定

愛媛県道路啓開計画
(概要版)
平成26年3月策定

外海は地震発生後10分以内
に１ｍの高さの津波が到達
(p7)
大規模地震発生後は津波警
報発令中であり、パトロール
車による沿岸部のパトロール
が出来ない。
(p22)
主に緊急輸送道路の中か
ら、３つのSTEPに分けて選定
する。
(p13)
災害協定業者から報告され
た資機材・人員確保状況と被
災状況等により作業計画の
検討を実施する。
(p28)

都心部には想定される被災者数や
被害規模に比べ、道路啓開等に
必要となる人員、物資や機材が不
足している。
(p3)

大規模災害が発生した直後にお
いては、被災状況の把握が不十
分な状況の中で、啓開作業着手
を余儀なくされることが予想され
る。
(p4)

都心に向けた八方向毎に優先啓
開ルートを設定
各道路管理者が連携・協力のもと、
八方向毎に、高速道路、国道、都
道の被害が少ない区間を交互に
利用する。
(p4)
発災時には、被災箇所・被災規模
が比較的少ない路線・区間を交互
に組み合わせ優先啓開ルートを設
定する。
(p12)

道路管理者間で災害協定業
者が重複しないよう担当区間
を事前調整する。(p19)

特に環状八号線の内側を中心に、
深刻な道路交通麻痺等の発生が
懸念されている(p20)

緊急輸送道路を啓開路線に選
定することが基本である。
目標地点の重要度を考慮し、ス
テップ(Ⅰ～Ⅲ)を設定した。
なお、ステップⅠ及びⅡ時点で
は、資機材を集中し目標地点に
対して早くアクセスすることを重
視し、１つの目標地点に対して複
数路線の啓開は考えないことに
した。(p4)
道路啓開作業と並行して、道路
の被害状況及び復旧見込み等
の情報整理を進める中で、適切
な緊急輸送ルートを選定し、啓
開路線を決定することが必要とな
る。(p12)
障害物等の除去及び集積
(p14)

事前の対策箇所を抽出す
る。(p32)
各ルートの道路啓開の難易
度を評価する。
(p33)

より効率的に車両を撤去出来るよう
新たな撤去技術に関する研究開
発を進める。
(p53)

平成26年5月改訂
路線選定上の
課題

路線選定に当
たっての考え
方

啓開オペレー
ション上考慮
すべき点
選定路線にお
いて啓開作業
をより効率化
させるための
取り組み

※括弧内はそれぞれの計画の出典ページを指す
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各市町を網羅する道路啓開サポ
ートマップを作成
(p3)

4) 今後の課題等
本項では拠点間移動の需要面から事前に啓開路線を
決めておく、という意図から道路ネットワークの評価
を行ってきた。具体的には災害発生直後に必要な「災
害対応行動」を行う際の拠点および最短経路を地図上
に重ねて表示させ、表示された経路の数(もしくは重み
付けされた数量)により災害対応行動に必要な道路と
して評価する手法を開発した。しかし、災害対応行動
を集約する上で
「経路一致率」
の感度分析を行ったが、
経路一致率はリンクの実延長に左右されるので、感度
分析結果は今回のモデル地域での結果に過ぎず、他の
地域での結果は異なる可能性がある。
また、評価の観点として災害対応行動の拠点の位置
関係を元にした評価であり、路線の機能や性能(幅員や
耐震補強の進捗)を反映したものでは無いことに留意
する必要がある。
一方、既往の道路啓開計画においては、事前に啓開
路線を計画の中で位置づけるだけでなく、発災時に被
災状況を確認した上で啓開路線を決定していた。
さらに、道路啓開作業に必要な資機材の調達・配置
や実際の被害状況の早期把握、
道路交通麻痺への対応、
瓦礫の集積、等様々な課題を想定していた。
したがって、事前に啓開路線を想定する際、需要の
他に被害想定や資機材の準備状況を定量的に評価し考
慮する必要があると言える。
さらには大規模災害になると、被災地外から多くの
支援部隊が駆けつけ支援業務を行うことにもなるため、
被災状況の把握から道路交通麻痺への対応も含めた作
業部隊の移動・運用、瓦礫の集積までの各段階での状
況把握と関係者間の情報共有・各種調整を円滑に行う
ための研究が今後必要になると考えられる。
特に、首都直下地震が発生した際には深刻な道路交
通麻痺が想定されており、円滑な道路啓開を行うため
にも対処方法を検討しておく必要があると言える。東
日本大震災の後、警視庁での交通規制方法の変更や東
京都等での帰宅困難者対策等が進められていることも
あり、それらを踏まえた検討が必要であると言える。
今後、各地整等において道路啓開計画を策定・改訂
される予定であるので、今回開発された手法をベース
に上記改善点や各地整でのニーズ等を踏まえた改良を
進めていきたい。
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Ⅳ.5.4.3 道路上のガレキ量予測に関する調査

表－Ⅳ.5.4.3.1 航空写真の判読対象
道路種別
直轄国道
補助国道
主要地方道
その他の幹線道路
計

本項では、道路啓開計画づくりに必要な基礎資料と
して首都直下地震等都市部を襲う地震を対象とし、緊
急輸送道路等において道路交通機能の低下をもたらす
障害（震災ガレキ・放置車両）の程度を明確化すると
ともに、
それらへの予測手法の検討について説明する。
具体的には、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の

震災ガレキ発生箇所数
52 箇所
14 箇所
33 箇所
59 箇所
158 箇所

道路延長
31.5 km
10.5 km
95.7 km
258.4 km
396.1 km

(2) 幹線道路上の震災ガレキ量の予測式の作成

際に撮影された航空写真を判読することによって、沿

震災ガレキ発生の予測式は家田等の提案した式（以下、

道建築物等の倒壊によって幹線道路上に生じた震災ガ

家田式）があり、地区内の細街路を対象としてガレキ

レキの発生状況と、放置車両の発生状況を整理し、次

幅 a は式-１のように表される。

に幹線道路上に発生する震災ガレキの発生頻度や道路

a=2.32・X10.379+0.189・X22.23+4.41・X312.0･･（式-１）

へのはみ出し幅、ガレキの量等の予測手法の検討を行

X1：建物全壊率=(全壊または大破の建築物)／（全

った。

建築物-火災による損傷建築物－未調査・不明

(1) 幹線道路上に発生した震災ガレキの実態整理

建築物）

平成 7 年兵庫県南部地震の際に撮影された航空写真

X2：平均階層（建築延べ床面積／建築面積）

を判読することによって、沿道建築物等の倒壊により

X3：建築密度（建築面積／宅地面積）

幹線道路上に発生した震災ガレキの実態を整理した。

家田式を幹線道路にも適用して、(1)で整理したデー

ここで、路上に発生する震災ガレキについては過去に

タを用いて回帰分析を行った。ここでは建物全壊率に

調査された事例 5)があるが、これらの調査は細街路を

変えて建物倒壊率を用いて式-2のように表すこととし、

対象としたものや、震災ガレキの処理がある程度進ん

回帰分析の結果、相関係数Rは0.39となった。

だ地震数日後の国道を対象としたものであり、幹線道

（式-2）
a=0.08・X10.379+0.30・X22.23+8.85・X312.0 ・・

路上に発生した震災ガレキの実態は十分に把握されて

X1：建物倒壊率 X2：平均階層 X3：建築密度

いない。そこで、本項では、兵庫県南部地震によって

ここで幹線道路を対象とした予測式を新たに検討し

幹線道路上に生じた震災ガレキを調査対象とすること

た。その際、予測のために建築密度，平均階層等取得

とした。震災ガレキの実態として整理したのは以下の

が難しいデータに変えて、用途地域等の比較的入手し

データである。

やすいデータを用いることとした。

【震災ガレキの発生状況を表すデータ】

調査対象とした震災ガレキの発生箇所は(1)で用いた

・震災ガレキの道路上へのはみ出し幅・長さ

幹線道路の箇所に加えて、
新たにデータを追加した 106

・震災ガレキの由来（沿道建物，電柱等） 等

箇所について、航空写真からガレキ幅(a)、ガレキ高さ

【震災ガレキの発生に影響を与え得る要因】

(h)、ガレキ長さ(L)を計測した。その結果、発生ガレキ

・倒壊建物の属性（木造・非木造，低層・高層）

の平均幅は 5.8m であった。表－Ⅳ.5.4.3.2 に建物倒壊

・沿道街区の建物倒壊率

率ランクと震災ガレキの発生箇所数及び画像判読の対

・震災ガレキが発生した道路の道路種別

象とした道路延長を示す。

・ガードレールの有無，歩道幅員，分離帯幅 等

震災ガレキ幅(a)の予測式は２ケースを回帰分析によ

航空写真で画像判読の対象とした道路延長や画像判

り各変数の係数を算出し、式を設定した（式-3,4）
。ケ

読で道路上に確認された震災ガレキの発生箇所数を道

ース１では利用データが「建物階数」
「建ぺい率」
「容

路種別ごとに整理した結果を表－Ⅳ.5.4.3.1 に示す。

積率」
「用途地域」
（都市計画総括図等より入手可能）

本項では同表に示した合計158 箇所の震災ガレキの発

である。ケース２では「建ぺい率」の代わりに倒壊率

生に対し、震災ガレキが道路上にはみ出した幅や長さ

ランク（被害想定結果より入手可能）を用いた。式-4

等の情報や、倒壊建物の属性（木造・非木造，低層・

で、倒壊率ランク X1,容積率 X3 の係数がマイナスにな

高層）等について整理した。

っているのは、倒壊率ランクが 0％の場合にガレキ幅 0
ｍのデータがないことや倒壊率ランクが小さい場合で
もガレキの発生量が多くなる場合があったことなどに
より、偏ったデータになっているものと考えられる。
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相関係数 R は式-3 で 0.55（図－Ⅳ.5.4.3.1 参照）
、式-4

表-Ⅳ.5.4.3.2 震災ガレキ発生箇所数

で 0.50 となり、さらなる改善の必要がある。

道路種別 倒壊率ランク
50～100％
25～ 50％
直轄
12.5～ 25％
国道
0～12.5％
0％
50～100％
25～ 50％
主要
12.5～ 25％
地方道
0～12.5％
0％
計
－

(ケース１)
a=-3.479＋0.621･X1＋7.509･X2/100
＋0.607･X3/100＋X4 ･･･(式-3)
X1：建物階数 X2：建ぺい率(%) X3：容積率(%)
X4：用途地域：住居地域:0.585，近隣商業地域-0.311
商業地域:-2.585，準工業地域:1.155，
工業地域:2.857
(ケース２)
a=5.284－0.493･X1＋0.812･X2

震災ガレキ発生箇所数 道路延長
45 箇所
6.3km
23 箇所
10.8km
13 箇所
11.4km
2 箇所
5.4km
0 箇所
3.7km
9 箇所
2.4km
0 箇所
4.7km
7 箇所
10.2km
6 箇所
8.4km
1 箇所
0.9km
106 箇所
64.2km

－0.426･X3/100＋X4 ･･･（式-4）
(3) 放置車両の量を予測する手法

X1：倒壊率ランク 倒壊率50％～100％:0.75，
25%～50%:0.375，12.5%～25％:0.1875，

震災時の放置車両の量の予測手法は検討例が少ない

0%～12.5%:0.0625，0%:0.0
X2：建物階数

ため、兵庫県南部地震時の航空写真を活用して発生状

X3：容積率(%)

況を調査した。放置車両の量は兵庫県南部地震当日の

X4：用途地域 住居地域:-0.528，

１７日午後の撮影と翌日１８日午前の撮影の写真を比

近隣商業地域:0.166，商業地域:1.797，

較し、同じ場所に同じ車両があれば放置車両と判別し

準工業地域:-0.300，工業地域:0.716

た。表－Ⅳ.5.4.3.3 に結果を示す。地震発生が早朝のた
めあまり多くの放置車両は発生していない。

10.0
計算値(m)

表－Ⅳ.5.4.3.3 航空写真判読による放置車両の発生
状況
路線

区間延長

台数

台数／延長

国道２号(直轄国道)
山手幹線(主要地方道)

19.2km
12.5km

52 台
78 台

2.7 台／km
6.2 台／km

0.0
0.0

10.0

20.0

放置車両の量の予測手法は、上記の値をもとに予測

計測ガレキ幅(m)

対象となる道路の延長や交通量等の条件により放置車

図-Ⅳ.5.4.3.1 計測と予測式の関係（ケース１）

両の発生状況が想定可能となるように表－Ⅳ.5.4.3.4

ガレキ高さ(h)、ガレキ長さ(L)は、ガレキ幅(a)の関数

のように細分化して、単位あたりの放置車両台数とし

として、計測値を用いて回帰分析を行い式-5，6のよう

て整理した。具体的には、一般国道では、2 車線とそ

に設定した。

れ以上の区間での放置車両の台数をそれぞれ計数し、

またガレキを三角柱であると仮定すれば、ガレキ幅

１ｋｍあたりの放置車両台数として表現した。また、

(a)、ガレキ高さ(h)、ガレキ長さ(L)を用いて、式-7のよ

地震発生時刻の交通量を基準として、そのほかの時間

うに体積を求めることができる。さらに，撤去すべき

帯ではその時間帯の交通量を元に換算して表現した。

道路区間上の震災ガレキの発生量は、式-7の体積と表－

ここで交通量は H6 道路交通センサス交通量を使用し

Ⅳ.5.4.3.2から求められる単位延長（km）あたりのガレ

た。地震発生時の午前 6 時台の交通量比率は H17 セ

キ発生箇所を乗じることにより予測できる。
h=0.32･ａ＋0.853

・・・
（式-5）

L=1.089･ａ＋7.487

・・・(式-6)

V＝a × h × L ／ 2

・・・(式-7)

a：ガレキ幅(m)

ンサス 24 時間調査測定値から算出し、時間交通量が
得られない場合も想定し 12 時間交通量についても計
算した。これにより、対象路線、区間を設定すること
で区間距離と交通量から、放置車両の概算台数を求め

h：ガレキ高(m)

ることができる。

L：ガレキ長さ（路側延長）(m) V：ガレキ体積（㎥）
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表-Ⅳ.5.4.3.4 放置車両の発生量
km 延長あ
道路種別

たり台数
(台/km)

2) 梶尾辰史、長屋和宏、松本幸司、地震発生時の道路

1 時間･km 延長 昼間 12 時間･km
あたり台数
(台/千台

橋の被災状況把握技術の開発、国総研レポート2015、

延長あたり
台数

pp.76、2015．

(台/千台

km･h)

km･12h)

3) 松本幸司、長屋和宏、梶尾辰史、道路橋の地震被害

2 車線

1.8

4.7

0.24

計測技術の研究、土木技術資料、pp.44-45、2015.5．

多車線

2.8

1.7

0.08

4) 伊藤茂也、貴史豊、梶尾辰史、道路橋の地震被災状

区別無

2.7

1.7

0.09

況把握技術の研究事例、第31回日本道路会議論文集、

主要地方道 多車線

6.2

7.8

0.27

No.2,P05、
、2015.10．

一般国道

5) 梶尾辰史、長屋和宏、松本幸司、変位計による道路
橋地震被災把握システムの開発に関する考察、第6回

(4)まとめ

インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム講演

兵庫県南部地震の際の航空写真を判読し、沿道建築

集、pp.118-123、平成27年10月．

物等の倒壊による幹線道路上に生じた震災ガレキの発
生状況等を整理し、予測式を作成した。また、放置車

6) 松岡一成、金子正洋、現地調査に基づく道路啓開状

両の発生量を整理した。これらにより震災後の道路上

況と避難所物資供給状況の関係について、日本地震

のガレキ量等がある程度予測が可能となり、必要な機

工学会大会2012概要集、pp.354-355、平成24年11月．
7) 金子正洋、間渕利明、神田忠士、松本幸司、大規模

材等事前の準備に活用することが望まれる。

地震時の被災者支援に必要な道路ネットワーク機能
参照文献

に関する研究、土木計画学研究・講演集、Vol.51、

1) 松岡一成・金子正洋、現地調査に基づく道路啓開状

平成27年6月．

況と避難所物資供給状況の関係について、日本地震工

8) 神田忠士、間渕利明、金子正洋、松本幸司、災害時

学会・大会-2012 梗概集、pp354-355、(一社)日本地震

の道路啓開における路線の優先度の評価に関する研

工学会、2012.11

究、土木計画学研究・講演集、Vol.51、平成27年6月．

2) 金子 正洋・間渕 利明・神田 忠士・松本 幸

9) 神田忠士、松本幸司、災害時に道路啓開を優先すべ

司、大規模地震時の被災者支援に必要な道路ネットワ

き路線を抽出する手法の開発、土木技術資料、第58

ーク機能に関する研究、土木計画学研究・講演集、

巻.第3号、pp.22-25、平成28年3月．
10) 間渕利明、金子正洋、高宮進、中尾吉宏、道路上の

Vol.51 CD-ROM所収、(公社)土木学会、2015.6
3) 神田 忠士・間渕 利明・金子 正洋・松本 幸

震災ガレキ量の予測手法について、日本地震工学

司、災害時の道路啓開における路線の優先度の評価に

会・大会2012概要集、pp.346-347、平成24年11月．
11) 家田仁、上西周子、猪股隆行、鈴木忠徳、阪神・淡

関する研究、土木計画学研究・講演集、Vol.51
CD-ROM所収、(公社)土木学会、2015.6

路大震災における「街路閉塞現象」に着目した街路

4) 間渕利明・金子正洋・高宮進・中尾吉宏、道路上の

網の機能障害とその影響、土木学会論文集、1997年1

震災ガレキの予測手法について、日本地震工学会・大

月．

会-2012 梗概集、pp346-347、(一社)日本地震工学会、
2012.11
5) 国際交通安全学会、阪神・淡路大震災の実態調査に
基づいた震災時の道路交通マネジメントの研究、1998
6) 家田 仁・上西 周子・猪股 隆行・鈴木 忠徳、阪神・
淡路大震災における「街路閉塞現象」に着目した街路
網の機能障害とその影響、土木学会論文集 1997.10
参考文献
1) 梶尾辰史、金子正洋、長屋和宏、地震後の道路橋の
通行障害に関する調査、第30回日本道路会議論文集、
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次に国総研沿岸海洋・防災研究部では、東北地方太

Ⅳ.6 沿岸・港湾関係インフラの防災対

平洋沖地震津波の避難行動の津波避難シミュレーショ
ンを行い、再現性を検証した。対象は、岩手県釜石市

策について

中心市街地における徒歩避難者の避難行動である。シ
ミュレーションでは、建物・街路ネットワーク上に約

港湾分野においては、成果を防災計画及び技術基準

4,700 人を配置し、収容可能人数の制約がある条件付

の改訂に反映させることを目指して関連研究を行って

きで最寄りの避難場所への最短経路を選択する経路選

きた。平成 25 年度からはプロジェクト研究「港湾地域

択モデルを用いた。また、アンケートで得られた「65

における津波からの安全性向上に関する研究」を開始

歳以上比率」及び「グループ歩行比率」を満たすよう

し、津波避難シミュレーションと短波海洋レーダによ

に避難者の歩行速度の初期値を与えた。シミュレーシ

る津波観測手法の高度化といった課題に取り組んでき

ョンで得られた避難完了者の時間的増加を示す曲線は、

た。また、レベル 2 津波に対する港湾技術基準の改訂

長距離を避難する行動など再現できていない部分はあ

のための基礎データ収集などに取り組んでおり、成果

るものの、青壮年を中心としたアンケートの結果と近

の一部は「防波堤の耐津波設計ガイドライン」に反映

く、リアス式海岸沿岸部の徒歩避難者の避難行動に津

された。本節においては、こうした研究の一連の成果

波避難シミュレーションをある程度適用できることが

について述べる。

分かった。なお、図-Ⅳ.6.1.1.1 にアンケート結果とシ
ミュレーション結果との対比を示す。シミュレーショ
ン結果に近い方が釜石港湾事務所によるアンケート結
果を示しており、一点鎖線で示したのが都市局による
アンケート結果である。詳細は参照文献 2)を参照され
たい。

Ⅳ.6.1 防災計画
本節では、津波避難シミュレーションモデルの構築
や短波海洋レーダによる津波観測技術の高度化に向け
た研究についての内容について述べる。これらは、ア
ウトプットを防災計画に反映させることを意図したも
のである。
Ⅳ.6.1.1 津波避難シミュレーションによる避難安全
性の評価
国総研沿岸海洋・防災研究部では、東日本大震災で
避難が出来ずに犠牲者が増えたことを踏まえて、港湾
地域を対象とした津波避難シミュレーションの高度化
に取り組んでおり、津波避難シミュレーションモデル
の開発や津波避難シミュレーションを用いた東日本大
震災時の避難行動の再現性検証等に取り組んでいる。
まず国総研ほかは、津波避難施設の最適配置計画を
数理計画問題としてモデル化した。地理データを数理
計画モデルに変換し、また市販の数理計画ソルバ（連
立方程式を解くプログラム）の出力を配置計画に変換

国総研ほかは、地震時の津波避難行動を再現するよ
うな津波避難開始時間の数理モデルについて検討した。
その結果、避難開始理由によって避難者を「自発的避

するプログラムの開発、国内都市データを用いた妥当
性評価を行った。本研究で開発したプログラムでは、
都市部の居住者や交通に関する地理データから、幾つ
かの施設配置問題モデルを生成する。本研究で取り扱
う津波避難施設の配置では既存の建築物から避難施設
の候補を抽出し、避難施設の収容人数を考慮した制約
条件を付し、その上で総避難距離を最小化するための
定式化を行う。詳細は参照文献 1)を参照されたい。

難群」
「非自発的避難群」
「津波切迫避難群」の 3 群に
分類し、各群の避難開始時間の数理モデルを与え重ね
合わせることにより、2011 年東北地方太平洋沖地震時
の避難開始時間の累積分布曲線を提案した。また、岩
手県釜石市及び宮城県仙台市を対象に各群の構成比を
変化させて適用したところ、構成比以外のパラメータ
設定手法についてはより詳細な検討が必要であるもの
の、両市の同地震時の避難開始時間の累積分布曲線を

図-Ⅳ.6.1.1.1 アンケート結果と
シミュレーション結果との比較
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ある程度再現できることがわかった。詳細は参照文献

白浜町）に設置し、レーダの改良、システムの開発に

3)を参照されたい。

取り組むこととした。海洋レーダの設置については観

発生頻度は低いが規模は大きい津波に対し、避難を
軸とした総合的な対策を講じることになっているが、

測範囲が和歌山県南西沖ＧＰＳ波浪計とオーバーラッ
プするように配置した。

その際の避難計画を立案するためには、避難者の動き

リアルタイムで津波を検知するために、連続的にデ
ータを取得できるようにシステムを改良した。次に、

を把握する必要があると考え、国総研沿岸海洋・防災
研究部では、可搬式で屋外での利用が可能な、レーザ
センサを用いた人流測定システムを構築するともに、

津波襲来時に計測される表面流速（潮流や吹送流など

南海トラフ地震の津波が想定される静岡県下田市にお

用いて津波成分流を抽出できるシステムを開発した。

いて避難訓練の際に徒歩避難者の人流測定を行った。
その結果、測定精度の向上が今後必要であるが、市街

②船舶や航空機のノイズ軽減手法の開発

の背景流と津波成分流が混在）から自己回帰モデルを

地の街路の延長約 20 m の区間を通過する避難者の位
置の時系列データを取得できた。また、避難者はグル

数十分から数時間程度の周期を持つ津波を海洋レー
ダで検知するためには、数分間の A/D データからドッ

ープ歩行と単独歩行とに分化していたこと、グループ

プラースペクトルを計算しなければならない。
その際、

間で歩行速度に違いがあることが分かった。詳細は参

ノイズに対するシグナルの比（S/N 比）が低下するた

照文献 4)を参照されたい。

め、海洋レーダで津波を検知するためには、ノイズを
軽減して S/N 比を高めることが極めて重要となる。
このため、ウェーブレット変換を適用して主要なノ
イズである航空機及び船舶に起因するノイズ成分を軽

1) 大江悠介ほか、津波避難施設の最適配置のための数
理計画モデル生成、日本オペレーションズ・リサーチ
学会 2012 年春季研究発表会アブストラクト集、
pp.130-131、平成 24 年 3 月
2) 熊谷兼太郎、2011 年東北地方太平洋沖地震津波の
避難行動の津波避難シミュレーションによる再現性の
検証、土木学会論文集 D3（土木計画学）
，Vol. 70、
No.5，pp.I_187-I_196，平成 26 年 12 月

減するアルゴリズムを開発した（片岡ら（2015）
）
。
③被災地予測のためのレーダを活用した津波インバー
ジョン手法の活用
津波による激甚被災地を迅速に把握することは防災対
策上、重要である。津波初期水位の精度よい情報が与え

3) 熊谷兼太郎ほか、津波避難開始の数理モデル、土木
学会論文集 D3（土木計画学），Vol. 71、No.5，
pp.I_171-I_180，平成 27 年 12 月
4) 熊谷兼太郎、レーザセンサを用いた津波避難の人流
測定、土木計画学研究・講演集，Vol.49、平成 26 年 6
月

られれば激甚被災地は推定できる。海洋レーダは面的に
流況を観測するものであり、通常の観測機器よりもデー
タ量で優位性が高いため、激甚被災地を精度よく推定す
ることが可能と考えられる。
このため海洋レーダを用い、
インバージョン解析による津波初期水位推定を行う
ための基礎的な検討、具体的には海洋レーダの観測
時間及び流速分解能がインバージョン解析の推定精
度に与える影響について検討を行った（藤ら（2013）
）
。

Ⅳ.6.1.2 海洋レーダによる津波検知技術の開発
国土交通省港湾局では、三大湾及び有明海沿岸に短
波海洋レーダ（以下、
「海洋レーダ」と呼ぶ。
）を設置
し、流況観測、ゴミ回収等に活用している。このうち
紀伊水道に設置していた海洋レーダが平成23年(2011

④性能評価のための津波仮想実験手法の活用
津波の襲来頻度は少ないため、実観測に基づく津波
検知技術の性能評価は困難である。そこで、仮想津波

年)東北地方太平洋沖地震による津波と副振動を捉え
ることに成功した（Hinata et al.（2011）
、日向ら
(2012)）
。このため沿岸域システム研究室では、リアル
タイムで津波検知を可能とする海洋レーダの技術開発
を行い、以下のような課題に取り組んだ。
①リアルタイムデータの取得、津波成分抽出のため
のシステムの開発
当研究室所有の海洋レーダを和歌山県沿岸
（美浜町、

シミュレーションを用い、海洋レーダの実観測結果と
津波シミュレーションによる計算結果を合成すること
で、実際に本技術の性能評価を行い、その適用性を確
認した（藤ら（(2015)）
。
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参照文献

第二に、錨泊時の個別船舶の水域占用面積について

1) Hinata et al. (2011): Propagating tsunami

分析を行い、現行の港湾施設の技術上の基準・同解説

wave and subsequent resonant response

（以下「技術基準」
）における単錨泊円に対する水域規

signals detected by HF radar in the Kii

模（半径＝Loa＋6*d：Loa は対象船舶の全長、d は錨

Channel, Japan, Estuar., Coast. and Shelf Sci.

泊水域の水深）に収まることを確認した。

95(1), 268-273.
2)日向ら (2012): 紀伊水道における短波海洋レー

面積の総量を算定し、さらにその総量と東京湾での現

ダを用いた津波・副振動観測, 土木学会論文集

存の錨泊可能水域の総量とを比較することで、今後整

B2(海岸工学), 68(2), I_196-I_200.

備が必要となる水域面積を推計した。

第三に、上記の結果により東京湾での必要錨泊水域

3)藤良太郎・日向博文(2013)：海洋レーダを利用した

本研究による成果は、東京湾での避難水域整備の際

インバージョン手法に基づく津波初期水位の推定

の資料として活用された他、今後の技術基準に反映さ

精度に対するレーダ観測時間の影響,国総研資

れる予定である。

料,No.739

詳細は上記文献を参照されたい。

4)藤良太郎・日向博文・藤井智史・永松宏・小笠原勇・
伊藤浩之・片岡智哉・高橋智幸(2015)：仮想津波実

Ⅳ.6.2.2 海岸保全施設の耐津波設計について

験に基づく海洋レーダ津波検知距離の検討,土木学

13.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所

会論文集B2(海岸工学),70(1),351-355
5) 片岡智哉・藤良太郎・日向博文・永松宏・小笠原勇・

資料（第 810 号）、淺井正、東北地方太平洋沖地震津波
による防潮壁の被災特性に関する検討、2014.9

伊藤浩之・高橋智幸(2015)：短波海洋レーダによる津
波観測のためのノイズ軽減手法の開発,日本リモート

沿岸海洋・防災研究部沿岸防災研究室では、東日本
大震災の被災調査結果をもとに、海岸保全施設のうち
港湾内で一般的に用いられている防潮壁を対象にして、

センシング学会学術講演会論文集、vol.50,65-66

施設の種類や構造諸元、津波の諸元を用いて被災状況
の傾向を分析した。分析結果より、設計津波を超える
津波による波力や越流により生じる洗掘が被災に与え
る影響が大きいと考えられたため、防潮壁の代表的な

Ⅳ.6.2 技術基準の改訂に資する研究
Ⅳ.6.2.1 避難水域整備に関わる港湾計画基準について

東日本大震災における地震発生後の津波の来襲によ
り、東京湾においては錨泊船舶の密集した水域が多く
発生した。当時、錨泊時に事故が発生したという報告
はないものの、今後発生が予想される巨大地震による

断面を設定して、津波による越流の影響について数値
計算を行い、検討した。この成果の一部は、国土交通
省港湾局１）が港湾における防潮堤（胸壁）の耐津波設
計ガイドラインを策定する際の参考資料として活用さ
れた。
図-Ⅳ.6.2.2.1 は数値計算結果の一例を示す。洗掘が
ない場合の計算結果では、越流の落下地点で圧力水頭
が大きくなり、洗掘の進行に寄与するものと考えられ

津波に対応するため東京湾での避難水域整備の必要性
が認識された。しかし津波発生時の錨泊に対応した水
域規模の推計手法が存在しないことから、本研究では
東日本大震災後の津波発生時の船舶挙動を AIS デー

る。洗掘がある場合、とくに洗掘形状を正弦近似した
場合では、圧力水頭が静水圧程度であった。洗掘部で
発生する渦のためエネルギー散逸が大きくなり、堤体
陸側の速度水頭は洗掘なしと比べて約 40%であるこ

タ等により分析した上で、その結果を踏まえて避難水
域規模推計の考え方を検討し、東京湾での必要規模を
検討した。具体的な検討項目と成果の概要は以下の通
りである。
第一に、東京湾における津波発生時の船舶動静につ
いて時系列的に分析することで、東京湾においては港
湾の外で錨泊し避難する船舶が多いことを確認し、ま
たその概算数を把握した。

とが確認された。
図-Ⅳ.6.2.2.2 は、数値計算結果による波力（水圧の
積算値）を、大村ら 2)が提案する波力公式（水工研提
案式）による波力と比較したものである。堤体側面の
波力は計算結果の 1.1～1.3 倍、天端部では約 1.2 倍で
あった。防潮壁堤体に作用する圧力分布の形状を比較
すると、大村らの実験結果は数値計算でよく表現でき
ており、水工研提案式のパラメターは全体的に安全側

26.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所
資料（第 782 号）、安部智久ほか，東京湾における津波
来襲時での避難水域規模推計に関する研究、2014.3
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となっている可能性が確認された。

また、
防潮壁と陸閘の接続部分で流れが集中するため、

洗掘形状や洗掘幅により数値計算で得られる越流や

圧力の値が増大することも示された。このような被災

圧力の状態は変化する。越流による堤体陸側地盤への

に与える影響を抽出し、被災リスクの低減に向けた対

影響を適切に評価するためには、実際の現象にあわせ

策の可能性について考察した。

て洗掘形状を適切に与える必要があることが示された。
その詳細については上記文献を参考にされたい。
陸閘

防潮壁
図-Ⅳ.6.2.2.1 防潮壁を超える流れ（数値計算結果）
図-Ⅳ.6.2.2.3 陸閘の天端を超える流れによる
地盤面の圧力分布（数値計算結果）
参照文献
1) 国土交通省港湾局、港湾における防潮堤（胸壁）の
耐津波設計ガイドライン（平成 25 年 11 月）
，平成 25
年 11 月．
http://www.mlit.go.jp/report/press/port05_hh_00005
8.html
2) 大村智宏・八木宏・中山哲厳・米山正樹・成田賢仁・
加藤広之・門安曇・滑川順、胸壁に作用する津波波力
に関する実験的研究、
土木学会論文集 B2（海岸工学）
、
Vol.71、No.2、I_991-I_996、平成 27 年 11 月．
3) 淺井正・樋口直人・田中聡、陸閘の被災に与える
戻り流れの影響に関する数値計算、
土木学会論文集 B2
（海岸工学）
、Vol.71、No.2、I_1111-I_1116、平成 27
年 11 月．

図-Ⅳ.6.2.2.2 数値計算結果と波力公式の波力の
比較
また、東日本大震災では、防潮壁の開口部に設置さ
れた陸閘の開閉に携わった消防団員等の一般の方々が
多く被災した。これを受けて国土交通省港湾局では、
海岸 4 省庁とともに陸閘の管理・運営に関する検討を
行っており、その一環として陸閘の設計津波を超える
津波に対するハード対策の検討を進めている。
沿岸海洋・防災研究部沿岸防災研究室では、陸閘は
防潮壁の構造上の弱点になる可能性があることから、
陸閘の被災事例をもとに被災メカニズムを検討し、ハ

Ⅳ.6.2.3 港湾施設（防波堤）の耐津波設計について
国総研では、細川ら 1)により、津波による防波堤の
被災メカニズムを分析することにより、防波堤の耐津
波設計の手法および発生頻度の高い津波を越える津波
が来襲する場合においても粘り強く、津波減災効果を

ード対策における留意点を整理した。陸閘の設計津波
を超える津波による戻り流れの影響を検討するため、
淺井ら 3)は、CADMAS-SURF/3D を用いた数値計算
を行って陸閘周辺の戻り流れの状況を示した。図Ⅳ.6.2.2.3 は、戻り流れ時の地盤面に作用する鉛直方
向の圧力分布を示しており、図の右側が海側である．
図より、陸閘の天端を超える流れが地盤面に衝突する
ことにより、圧力が増大することが明らかになった。

発揮する防波堤のあり方について検討を行った。そし
て、図-Ⅳ.6.2.3.1 に示すような防波堤の全体安定性に
関する総合的な検討手法を提案した。さらに、今回の
津波で被災した八戸港北防波堤における粘り強い構造
の検討事例を紹介した。
これらの検討成果は、平成 25 年 9 月に国土交通省
港湾局 2)により策定された「防波堤の耐津波設計ガイ
ドライン」
（以後、Ⅳ.6.2.3 ではガイドラインと呼ぶ）
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に反映された。また、これらの検討事項を参照するこ
とで、今後、新たに設置する防波堤と既存の防波堤の
両方において、粘り強く耐えられる防波堤の設計が可
能となった。
検討条件（津波、波浪、地震動等）の設定

（永続作用）
（変動作用）
波浪
レベル１地震動等

初期断面の設定（永続作用、波浪・レベル１地震動等変動作用）
防波堤の沈下量の評価（「設計津波」に先行する地震動）
「設計津波」に対応した断面諸元の設定
・基本断面
・マウンドの天端高さ、形状等
・マウンド被覆工、等

（偶発作用）
波浪
レベル２地震動
「設計津波」

防波堤位置における津波の作用の設定
（3.2(3)を踏まえた津波の作用）

直立部の滑動、転倒の照査
基礎の支持力照査

NG

OK
基礎（基礎マウンド、海底地盤）
の安定性（洗掘，地盤破壊）

NG

図-Ⅳ.6.2.3.2 開口幅比と浸水量比の関係 3)

OK
防波堤位置における津波の作用の設定
（3.2(3)を踏まえた津波の作用）

また、ガイドラインに示す防波堤の粘り強い構造化

防波堤の沈下量の評価
（「設計津波」を超える規模の津波に先行する地震動）

への工夫の一例として、宮田ら 4)は、水理模型実験の
結果から、防波堤の天端に段差（パラペット）を付け
ることにより防波堤ケーソンの背後から飛び出す水塊
の方向を変化させ、ケーソン背後の基礎マウンド等の
洗掘を避ける方法を示した。そして、図-Ⅳ.6.2.3.3 に
示すように数値解析を用いて越流水深を変化させた感
度分析を行い、パラペット断面の有効性について確認
した。越流水深が 2.5m と 4.0m の場合には、パラペ
ットの設置によりマウンド法面範囲の流速の絶対値が

「粘り強い構造」の対策案の比較・検討
「設計津波」を超える規模の津波に対応した断面諸元の設定

総合判断

NG

OK
了

図-Ⅳ.6.2.3.1 防波堤の全体安定性に関する
総合的な検討手法の例 1)

小さくなっている。越流水深が 1.5m の場合にはパラ
ペットの設置にかかわらず流速が十分小さい。越流水
深が 2.0m の場合には、パラペットを設置した場合に
ケーソン側に向かう流れが生じた。ケーソンに向かう
流れの影響や発生条件については今後詳細な検討が必
要である。
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ガイドラインにもとづき防波堤の設計を各港湾で進
めるにあたり、小原ら 3)は、港湾形状や既設防波堤の
有無による定性的な評価に加え、図-Ⅳ.6.2.3.2 に示す
ように防波堤の津波減災効果を延長、天端高，開口幅
といった具体的な形状から考察することで、詳細な津
波シミュレーションを実施する前段階で「津波減災効
果の高い(あるいは補強により高い津波減災効果を期
待できる)」港湾を選別し、補強対象港湾のスクリーニ
ングを実施しうる簡易な指標を提示した。ここで、遮
蔽効果の低い港湾とは、津波の来襲方向に対して防波
堤が開いて配置されていた港湾であり、開口幅比に関
係なく津波減災効果が低いと考えられるため、相関曲

0

終

0

（施設の重要度、費用対効果等）

1

（偶発作用）
「設計津波」を超える
規模の津波

「設計津波」から「最大クラスの津波」に至るまでの
想定される破壊モードや弱点箇所の抽出・検討

-6
0

図3
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15
20
ケーソン背面からの距離(m)

25

(b)パラペット断面（越流水深
5
10
15
20 1.5～4m）
25

30

30

ケーソン背面からの距離(m)

ケーソン背後のマウンド上面の流速平面分布
(b)パラペット断面（越流水深 1.5～4m）

(2) パラペット断面の場合
図 3 ケーソン背後のマウンド上面の流速平面分布
図-Ⅳ.6.2.3.3 防波堤ケーソン周辺の流速分布 4)
図2
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ケーソン周辺の流速分布

さらに、ガイドラインにもとづく防波堤の耐津波設
計を高度化するために資する汎用データの蓄積を目的

1.4

として、宮田ら 5)は防波堤ケーソンを津波が越流する

1.2

背面静水圧補正係数 αr

際の水理特性を把握するための水理模型実験を実施し
た。実験結果に基づき、ケーソンを越流した水脈がケ
ーソン背面から飛び出し、背後水面へ打ち込む際の位
置・角度・流速を簡易に推定できる手法を提案すると
ともに、図-Ⅳ.6.2.3.4 に示すように、その推定精度を
示した。
また、ガイドライン発行時点では、実験による検討

0.2

0.5

1.0
d'/d1

1.5

2.0

さらに、小竹ら 6)は、津波が防波堤を越流する際に、
越流水脈と港内側の水面およびケーソン外面に囲まれ

あることが分かり（図-Ⅳ.6.2.3.5）、ガイドラインの
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09
改訂（平成
27 年
12 月）において、これらの結果があ
R10 R11
R12
R13 R14 R15 R16 R17 R18
らたな知見として追加された。
R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27
R32

0.4

R02
R10
R12
R14
R16
R18

図-Ⅳ.6.2.3.5 背面静水圧補正係数と無次元化水位
差の関係 5)

ような値を有するか不明であった。本水理模型実験の
結果から、背面波圧係数が 0.9 より小さくなる場合が

R31
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R11
R13
R15
R17

0.0

圧から水圧がどの程度低減するかを示す係数）がどの

R30
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部前後の水位差が大きい場合の防波堤の背面静水圧補
正係数 αr （防波堤越流時に防波堤背面において静水

R29

0.8

有川ら(2003)

が不十分であり、特に防波堤の背面水深が浅く、直立

R28

1.0

た空気相がナップを形成し、そこに負圧が生じると防
波堤ケーソンの安定性が低下する恐れがあることから、
ナップやそれに伴う空気層の負圧に着目した．
そして、
単相層流解析と 2 相流解析で水理模型実験の再現計算

R33
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相の影響を考究した。図-Ⅳ.6.2.3.6 に示すように、こ
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図-Ⅳ.6.2.3.4 ケーソンを越流した水脈の背後水面
への打込距離と打込角度の推定値の評価 5)

図-Ⅳ.6.2.3.6 防波堤（パラペットあり）周辺の水位
分布（数値計算結果）6)
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こで対象とした実験結果に対しては、単相流解析の再

いて過去の地震による被災事例の検証解析を行い、岸

現性の方が妥当であった。これは、2 相流解析の場合

壁の変形量や岸壁の被災にともなう復旧工費・復旧工

に付着ナップが形成されたことによるものであり、今

期を解析した結果である。その結果、重力式岸壁や矢

後、実現象でのナップの形成状況について検討を進め

板式岸壁における地震時変形量の抑制効果を考慮でき

ることが重要である．

ないことや耐震強化岸壁を対象外としているなどと言
った課題はあるものの、復旧工費と復旧工期を一定の

参照文献

精度で推定できることを示した。その詳細は上記文献
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ての係留施設の被害程度の推定手法の提案、2015.4

東北地方太平洋沖地震の際，震源断層に比較的近い
宮城県から茨城県にかけての多くの地点で観測された
地震動の速度波形は明瞭なパルスによって特徴づけら
れている。過去において 1995 年兵庫県南部地震や
1994 年ノースリッジ地震の際,震源近傍で生じた強震
動パルス（工学上重要な周波数帯に表れるパルス）が
大被害をもたらしたことはよく知られている。これに
対して、海溝型巨大地震がもたらす強震動パルスにつ

港湾空港部港湾施設研究室では、港湾における BCP
策定等の前提条件となる係留施設の地震時被害程度や
施設被害に伴う復旧工費・復旧工期の推定手法を提案
した。推定手法は、1 次元化地震応答解析を行うこと
による係留施設のバース単位での残留水平変形量の推
定と、復旧工費と工期を推定するモデルから構成され
る。図-Ⅳ.6.2.4.1 および図-Ⅳ.6.2.4.2 は、A 港および
B 港の 2 種類のモデル港湾を設定して、提案手法を用

いては、これまであまり重要視されていなかった。今
後、海溝型巨大地震に対してとくに耐震設計を目的と
する強震動予測を行う場合には，強震動パルスの生成
を意識した震源のモデル化を行うことが極めて重要と
考えられる。
これまで強震動パルスを再現するために設定してい
た「アスペリティ」と呼ばれる領域は、①常時は固着
しており、②地震時に大きく滑って、③強い地震波を

Ⅳ.6.2.4
て

港湾施設の耐震設計と地震被害推定につい

27.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所
資料（第 836 号）、宮田正史・竹信正寛・野津厚・渡部
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出すという 3 つの条件を満たす断層面上の領域であっ
た。しかしながら、東北地方太平洋沖地震時において
は大きく滑った領域と地震動を生成した領域とが必ず
しも一致しないことが明らかになっている。そこで、
野津・長尾 1)は、断層面上で強震動パルスを生成した
と考えられる領域を強震動パルス生成域（SPGA,
Strong-motion Pulse Generation Area）と定義して、
震源パラメターを経験式で表すことにした。
まず、海溝型巨大地震による強震動パルスの生成事
例を示した。次に、海溝型巨大地震による強震動パル
スの再現を目的として構築された既往の震源モデルを
整理した。そして、図-Ⅳ.6.2.4.3 に示すように、断層
面上で強震動パルスを生成したと考えられる領域
（SPGA）の諸特性と地震規模との関係について検討
し、地震動の予測のための震源パラメターの経験則を
示した。
本研究で得られた経験式は、海溝型巨大地震を対象
とする当面の強震動予測では有用なものと考えられる。
ただし、強震記録の得られている海溝型巨大地震はま
だ少ないため、今後さらに事例を蓄積して信頼性を向
上させる必要がある。
また、竹信ら 2)は、被災報告書等から、被災事実と
の整合性の取れる耐震設計法の構築および技術基準へ
の反映を目指すことを目的として、港湾における岸壁
の被災・無被災事例を収集し、岸壁の代表的な構造形
式である重力式岸壁を対象として、現行設計法の妥当
性について検証を行った。港湾における係留施設の耐
震設計におけるレベル 1 地震動の照査用震度は、水深
7.5m 以深の岸壁に対する数値解析を用いたキャリブ
レーション結果を用いており、これまで被災事例によ
る検証はなされていなかった。図-Ⅳ.6.2.4.4 に示すよ
うに被災検証結果は、現行の設計法について、照査用
震度算定式のキャリブレーション範囲である水深範囲
において概ね整合していた。一方、水深の小さい範囲
では設計法の改善が必要であることがわかった。今後
も、過去の地震被災調査結果を活用して，現行基準の
耐震設計法に関する検証作業を引き続き進めていくこ

図-Ⅳ.6.2.4.3 強震動パルス生成域（SPGA）の
低周波レベル、高周波レベルおよび
SPGA の数と地震規模との関係 1)

ととしている。
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の性能の過不足や対策の優先順位も不明のままであっ

Ⅳ.7 空港における減災対策の検討

た。
東日本大震災では、空港の被災とその復旧過程につ

国総研の役割として、研究成果の全国的な政策・事

いて経験的なデータが得られたので、原子力施設や損

業への反映を目指している。空港分野においては、成

害保険設計に用いられているリスクの代表的な定量化

果を防災計画策定のための施策に反映させることを目

手法（システムモデルやイベントツリー分析など）を

指して関連研究を鋭意進めているところである。
以下、

導入し、得られたデータを活用し、評価手法を構築し

本節において研究成果を紹介する。

た。
空港総体の性能と期限の評価方法として二つを提案

Ⅳ.7.1 震災リスクマネジメントの応用

した。日数単位で復旧される民間航空機運航にあって
は、無数にある復旧過程を、経過日数別に性能を期待
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旧過程を網羅し期待値で代表して示したもので、これ

リスク評価における財務影響分析に関する研究、

により対策の合理的な検討や関係者間の合意形成が可

2014.3
31.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究

能となる。また、発災直後から時間単位で空港の使用

所資料（第 830 号）
、小野正博ほか、空港の性能維持・

は、経過時間別の使える確率である「健全度確率」を

早期復旧に関する地震リスクマネジメント、2015.3

提案した。これは、例えば発生 2 時間後に緊急輸送機

32.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究

がどの程度離発着できるか、通常時を 100%として確

所資料（第 55 号）
、中島由貴ほか、公共施設運営権

率値で示すもので、パイロット等が出動可否を判断す

設定下の地震リスクマネジメントに関する研究～空

る際に助けとなるものである。併せて、復旧を遅らせ

港を例として～、2015.3

る要因や対策の優先順位を把握するための指標を検討

33.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究

し、対策の範囲や優先順位付けを行う方法を示した。

所資料（第 863 号）
、中島由貴ほか、空港総体での安

また、会社管理空港や公共施設運営権設定空港にお

全評価の問題点と地震リスクマネジメントに関する

いては、施設集合体を一の会社が管理を行うため、地

ガイドラインの試案、2015.9

震時に復旧費用の支出や復旧まで収益減少により、会

国土交通省航空局は、2007 年に「地震に強い空港の

社が倒産等経営困難に至ることが考えられる。そのた

あり方」により、施設集合体である空港総体の地震災

め地震時の会社管理空港の財務影響分析方法が必要で

害時の役割として、救急救命、緊急物資・人員輸送、

ある。会社の経営状態を示す普遍的な財務指標の一つ

民間航空機運航の三つを示し、それぞれにおける性能

である流動比率等に着目し、シナリオ地震の地震動強

の復旧とその期限について目標を示した。

さ順に流動比率を表す財務ストレス関数を提案した。

を求められる救急救命・緊急物資・人員輸送にあって

空港は、国管理の滑走路･エプロン、県等管理のアク

これにより、地震のため資金繰りがショートし経営困

セス、民間管理の旅客ターミナルビル・燃料貯蔵タン

難に至る分界点を明示することができた。併せて、損

クなど、総体として構造様式・管理者が多種多様の施

害保険により流動比率の悪化をどの程度防げるか、損

設の集合体である。施設集合体である空港総体の復旧

害保険の効果を計測できるようにした。

にあたり、これら施設別の復旧の進捗状況を評価する

これら知見については、空港のリスクマネジメント

必要がある。個々の施設の復旧過程は無数にあり、そ

ガイドライン試案としてとりまとめた。今後、期限別

の復旧過程そのものが確率事象であり、それらが束ね

に目標とする復旧性能が確率値で示されたことにより、

られる空港総体の復旧過程も確率事象となる。

信頼性理論の考え方に基づく空港の耐震設計要領への
反映を目指すこととしている。詳細は上記文献)を参照

しかしながら、確率事象としての空港総体の復旧過

されたい。

程について、その性能と期限の定量的な表現方法や評
価方法そのものが見当たらず、目標に対する現行施設
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Ⅳ.7.2 震災初期段階での緊急対応に求められ
る空港機能の分析
34.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究
所資料（第 718 号）
、中島由貴ほか、津波災害の初期
段階における代替空港に関する検討、2013.3
仙台空港は被災域内唯一の拠点空港であったが津波
によって被災した。同空港の応急復旧期間中、陸上自
衛隊霞目飛行場及び海上自衛隊艦艇等が、同空港の代
替空港施設として、回転翼機（ヘリコプター等）の拠
点として使われた。
本研究では、関係者の理解と配慮を得て、ヒアリン
グ等を通じ、救急救命の回転翼機の運航の実態を明ら
かにした。大量の燃料消費、荒天候・夜間による有視
界飛行の制約、高頻度の整備・点検、同時多離発着の
管制など、空港設計では余り考慮されない回転翼機に
ついて、固定翼機と大きく異なる災害時の運用特性に
ついて貴重な知見が得られた。
また、
回転翼機の実態データを整理することにより、
救急救命段階の空港の離発着性能、地震災害に必要な
空港の要件等を整理した。
さらに、調査結果を踏まえ、津波被災の恐れのある
空港について、定性的なリスク評価手法を用いて空港
間での津波対策の必要性の優先順位付けを行い、南海
トラフの巨大地震時に代替空港のない低地空港の津波
対策が最も優先されるものとした。
詳細は上記文献を参照されたい。
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これにより、図-Ⅳ.8.1.1.1、図-Ⅳ.8.1.1.2 のとおり、

Ⅳ.8 建築物の地震動・津波・地震時火

従来の津波避難ビル荷重設定では、浸水深の一律 3 倍
の静水圧が規定されていたところを、立地状況等を勘

災への対処能力向上

案して浸水深の 2 倍又は 1.5 倍の静水圧にまで緩和で
きるようになり、
また、
浮力による転倒に関する検討、
洗掘や漂流物の衝突への設計上の配慮等についても明

東日本大震災では、津波により建築物が多大な被害
を受けたが、外壁材は流されつつも構造躯体は残存し
た例も見られた。また、被災地から遠く離れた首都圏

確化がなされた。

や大阪湾岸の超高層建築物において、長周期地震動に
よる長く続く揺れが観測された。そのほか、天井材や
エレベーター等の非構造部材の被害や湾岸地域等で発
生した大規模な液状化被害など、特徴的な被害が多数
今回の震災を踏まえ合理化

発生している。
こうした建築物等における様々な被害の発生を受け
て、国総研では建研と連携し、津波避難ビルの構造要
件の検討、建築物の長周期地震動への対応、火災に備
えた緊急点検・対応計画の検討、天井等の落下防止対
策やエレベーター等の脱落防止対策の検討、地盤の液
状化判定法の開発などの課題に取り組み、その成果を
それぞれ告示等の技術的基準として取りまとめている。

図-Ⅳ.8.1.1.1 津波荷重の設定の合理化
津波波圧算定式
qz＝ρg(ah－z)
qz：構造設計用の進行方向の津波波圧（kN/㎡）
ρ:水の単位体積質量（t/㎥）
g：重力加速度（m/s2）
h：設計用浸水深（m）
z：当該部分の地盤面からの高さ (m)
図-Ⅳ.8.1.1.2
津波波圧算定式
a：水深係数。３とする。ただし、次の表に掲げる要件に該
当する場合は、それぞれ a の値の欄の数値とすることがで
きる。
要 件
a の値
(一) 津波避難ビル等から津波が生じる方向に 2
施設又は他の建築物がある場合（津波を軽
減する効果が見込まれる場合に限る）
(二) (一)の場合で、津波避難ビル等の一が海岸 1.5
及び河川から 500m 以上離れている場合

Ⅳ.8.1 津波避難ビルの構造基準の検討
Ⅳ.8.1.1 津波避難ビル等の構造基準の検討
35.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究
所資料（第 673 号）
、津波避難ビル等の構造上の要件
の解説、2012
東日本大震災では、津波により多くの建築物が滅
失・損壊し、多くの尊い命が犠牲になったところであ
り、特に津波来襲時の一時避難先となる津波避難ビル
等の建築物においては、津波に対する構造耐力上の安
全性確保の重要性があらためて認識された。
このため、国土交通省住宅局及び国総研では、津波
に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等について、
現地建築物被害調査を実施するとともに、これを踏ま
え早急に検討を行った。
本検討は、国土交通省補助事業（建築基準整備促進

図-Ⅳ.8.1.1.2 津波波圧算定式

本検討結果は、次のとおり、基準化に至っている。
・住宅局発出の技術的助言「津波に対し構造耐力上安
全な建築物の設計法等に係る追加的知見について（平
成 23 年 11 月 17 日付国住指代 2570 号）
」で示された
「東日本大震災における津波による建築物被害を踏ま
えた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」
（国土交通省ホームページの次を参照。
http://www.mlit.go.jp/common/000172861.pdf）

事業）を活用し、東京大学生産技術研究所と建研との
共同研究として行った調査研究を基にして、既存の津
波避難ビルの設計法の合理化に関する知見をとりまと
めたものである。
設計法等基準案は、国総研に設置された「建築構造
基準委員会」
（委員長：久保哲夫東京大学名誉教授）の
審議を経て策定された。
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・津波防災地域づくりに関する法律に基づく告示「津

検討の結果、ピロティ形式のような開口率の大きな

波浸水想定を設定する際に想定した津波に対し安全な

建築物では内部構面に作用する波力についても考慮す

構造方法等を定める件（平成 23 年国土交通省告示第

る必要があること、射流では背面の空洞化により抗力

1318 号）
」
（国土交通省ホームページの次を参照。

係数がフルード数に依存すること、木造建築物では壁

http://www.mlit.go.jp/common/000214459.pdf）

内断熱層の空気体積も浮力として作用すること等が明
らかになった。

なお、その後、津波避難ビルの設計法等の解説及び
当該設計法等に基づいた津波避難ビル等の設計例が掲
載された「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」を
作成し、平成 24 年 2 月から全国 7 箇所で講習会を開
催し、周知に努めた。（（一財）日本建築防災協会ホ
ームページの次を参照。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/tsunami_
text.html）

図-Ⅳ.8.1.2.1 開口の有無による浮力の違い

Ⅳ.8.1.2 津波避難ビル等の構造基準の合理化に資す
る検討
東日本大震災以降、国土交通省では津波避難ビル等
の構造基準の合理化に資することを目的とした建築基
準整備促進事業を平成 24～26 年度の三ヵ年にわたっ
て実施した。同事業では建築物の津波波力・波圧に及
ぼす影響を定量的に調べるため水理実験および数値シ
ミュレーションを実施している。
図-Ⅳ.8.1.2.2 水理実験(黒)および解析結果(赤)の
(1) 平成 24 年度

比較例

平成 24 年度建築基準整備促進事業において２次元
および３次元の建築物縮小模型を作成し、水理実験を
行うことで建築物に作用する水平波力について検討し
た。パラ―メータは開口の有無とした。 検討の結果、
建築物の開口率に応じて波力が低減すること、開口を
有することにより浮力が低減すること，堰上げ高さが
フルード数(波の伝搬速度に対する流速の比率で流体
の流れの勢いを表す指標)と相関を有していること等
を実験的に確認した。また、CADMAS-SURF/3D を
用いた水理実験の数値解析を行い、既存の汎用的な解
析手法により建築物に作用する水平波力が追跡できる
ことを確認した。

(3) 平成 26 年度

(2) 平成 25 年度
平成 25 年度建築基準整備促進事業においてピロテ
ィ架構形式の構造物に作用する抗力について水理実験
により検討した。また、防潮堤を想定した遮蔽物の有
無がもたらす津波波力の差異について水理実験により
検討した。東日本大震災において被災した木造建築物
について壁内断熱層による浮力の寄与について検討し
た。

平成 26 年度建築基準整備促進事業においてピロテ
ィ架構形式の構造物に作用する抗力について VOF 法
(液体と気体の界面(自由表面)にのみ圧力をかける流体
解析法)に基づく数値シミュレーションにより検討し、
開口率の異なる構面を有する建築物および複数構面の
波力分布に関する考え方について検討した。また、防
潮堤を想定した遮蔽物に加えて地表面粗度の有無がも
たらす津波波力の差異について理論式および数値シミ

背面の水位はこれ以上下がらない

(記号 Fr はフルード数とする)
図-Ⅳ.8.1.2.3 背面の空洞化による作用波力の模式
図
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階の保護に寄与する可能性があることが示唆される。

ュレーションにより試行した。

しかし、現行の告示「津波浸水想定を設定する際に

検討の結果、ピロティ建築物では構面数に応じて全
体波力が概ね線形的に増加すること、また、その傾向

想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件」

はフルード数に依存しないことなどを明らかにした。

（平成 23 年国土交通省告示第 1318 号）及び「東日本

遮蔽効果については(1)傾斜、(2)地表面粗度に応じて水

大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波

深係数が 3.0 から 1.5 に低減するまでの海岸線までの

避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」による津
波荷重算定式では、開口部については荷重低減が可能

距離の算定方法に関する理論式を提案した。

であるものの、通常の外壁材については、破壊条件等
が実験で明確にされていないことから、当面の安全側
の措置として、外壁材の脱落による荷重低減は考慮せ
ず、構造躯体を設計することが原則となっている。そ
のため、津波荷重が過大となり、部材断面、杭本数等
への影響により、構造設計が困難となっているのが現
状である。
上記の背景を踏まえ、国土交通省総合技術開発プロ
ジェクト「災害拠点建築物の機能継続技術の開発」
（平
成 25 年度～28 年度）では、外壁材の脱落による津波
荷重低減を考慮した耐津波設計法を開発することを目

図-Ⅳ.8.1.2.4 架構構面数を変化させた場合にピロ
ティ
架構に生じる津波波力の変化

的として調査研究を行った。

(4) まとめ
これらの研究成果から(1)開口により浮力が低減す
ること、(2)フルード数により抗力係数が変化すること、
(3)ピロティ建築物では第一構面以外も波力を負担し
うること等の新しい知見が得られ、国総研ではこれら
の知見の取りまとめを行った。本研究の成果は、今後
の津波避難ビル等の構造基準の見直しや地方自治体に
おける津波避難ビル等の指定に当たっての技術的根拠
として活用されることが期待される。
写真-Ⅳ.8.1.3.1 東日本大震災の調査で見られた
外壁材の脱落事例（岩手県宮古市）

参照文献
1) 東京大学ほか 国土交通省 平成 24～26 年度 建
築基準整備促進事業「津波避難ビルの構造基準の合理
化に資する検討」 報告書、 2012-2014

検討においては、鉄骨造建築物に取付く代表的な外
壁材である ALC パネルを対象として、静的加力試験
及び実大規模の水理実験を実施した。静的加力試験で
は、外壁材の終局強度等の基礎データを取得した。水
理実験では、実際に水圧がかかった条件下での外壁材

Ⅳ．8.1.3 外壁材の脱落を考慮した耐津波設計法の開
発
東日本大震災における津波による鉄骨造建築物の被
害では、写真-Ⅳ.8.1.3.1 のように外壁材が破壊され流
失したものの構造躯体は残存した例が多く見られた。
これは、津波到達時に外壁材が早期に流失したことに
より、構造躯体に作用する力が減少したことが一因で
あると考えられる。このことから、外壁材の脱落によ
る津波荷重低減が構造躯体の残存、津波避難ビル上層

の破壊性状、脱落強度等のデータを取得した。水理実
験の一例として ALC 縦壁ロッキング構法の場合の実
験状況を写真-Ⅳ.8.1.3.2 に示す。本実験では、鉄骨フ
レーム面内の 1 層 1 スパン（約 3m×3m）の 領域に外
壁材を設置し、その面で仕切られる片方の空間に水を
溜め、水圧により外壁材を破壊させる水理実験を実施
した。
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（a）
（b）

（波圧分布）
（柱）
（a-a’）

（受圧面側）

（梁，外壁材）
（b-b’）
（波力）
（脱落）

（縦張り）

＋

（b’）
（a’）

水位上昇時

破壊時

図-Ⅳ.8.1.3.1 外壁材の脱落を考慮した津波波
力の算定イメージ
外壁材の脱落を考慮した浮力の算定の概略は以下の
とおりである。図-Ⅳ.8.1.3.2 に算定イメージを示す。
外壁材の脱落を考慮する場合、脱落に伴う水の流入を

破壊直後

考慮できる。浮力の値については、脱落直前に水没し

終了時

た建築物体積の浮力と脱落後最終状態までに水没した

写真-Ⅳ.8.1.3.2 水理実験の状況

体積の浮力の最大値を採用する。

実験の結果、脆性的に破壊し接合部を起点に全面脱
落する ALC パネルについては、静的加力試験におけ
る終局強度から脱落強度を推定できることを明らかに
した。最終的には、その結果に基づき、外壁材の脱落
による津波荷重の低減を考慮した耐津波設計法（外壁
材の脱落判定方法、津波波圧の算定方法、津波波力の
算定方法、浮力の算定方法）を構築した。
外壁材の脱落判定方法の概略は以下のとおりである。
外壁材の脱落判定式を式-Ⅳ.8.1.3.1 に示す。
Rmax > Ru
式-Ⅳ.8.1.3.1
ここで、

（浮力）

（波圧分布）

設計用浸水深

（波圧分布）
脱落浸水深

(a)外壁材が脱落する
直前の浮力

（脱落）

（水位上昇）

(b) 外壁材が脱落した後の
最終状態の浮力

図-Ⅳ.8.1.3.2 外壁材の脱落を考慮した浮力の算
定イメージ

Rmax：告示の津波波圧算定式で算定される津波波圧に

最後に、本設計法に基づく設計例を作成し、外壁材
の脱落を考慮した本設計法は、転倒や滑動に対して効
果が高いことを確認した。本研究で実施した静的加力
試験及び水理実験、設計法及び設計例の詳細について
は、文献 1),2),3）を参照されたい。なお、開発した本設
計法については、
今後、
国総研資料としてとりまとめ、
告示の特別な調査又は研究の事例として位置付ける予
定である。

より外壁材に生じる最大応力

Ru：外壁材の最大耐力（水理実験等に基づいて適切に
評価された数値とする。ALC パネルの場合、実験結果
に基づき、静的加力試験におけるパネルの最大耐力、
取付け部の最大耐力に、脱落保証係数 α=3 以上の数値
を乗じた値として設定される。
）
外壁材の脱落を考慮した津波波圧の算定、津波波力
の算定の概略は以下のとおりである。図-Ⅳ.8.1.3.1 に
算定イメージを示す。外壁材脱落部については、当該
外壁材の最大耐力に相当する波圧だけが作用するもの
として、波圧を低減して算定する。建築物各層に作用

参照文献
1）岩田善裕、本多直巳、奥田泰雄、喜々津仁密、壁
谷澤寿一、都祭弘幸、冨田祐介、西畑剛：外壁材の脱

する津波波力は、算定した津波波圧を支配受圧面積で
積分する形で算定する。従来の方法の場合、(b)-(b’)断
面の波圧分布は点線で囲われる三角形分布となるが、
外壁材の脱落を考慮する場合、外壁材脱落部の波圧分
布は点線の中の小さな三角形分布となり、両者の差分
の波圧が低減される。

落による津波波力低減効果に関する実験的研究 その
1 実験概要、日本建築学会大会学術講演梗概集（近
畿）
、pp.75-76、 2014 年 9 月
2）冨田祐介、岩田善裕、壁谷澤寿一、本多直巳、奥
田泰雄、喜々津仁密、都祭弘幸、西畑剛：外壁材の脱
落による津波波力低減効果に関する実験的研究 その
2 実験結果、日本建築学会大会学術講演梗概集（近
畿）
、pp.77-78、 2014 年 9 月
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3）都祭弘幸、岩田善裕、壁谷澤寿一、奥田泰雄、喜々

れに関する意見募集（パブリックコメント）を実施し

津仁密、迫田丈志：外壁材の脱落を考慮した耐津波設

た。多くの意見を踏まえて、試案で示された長周期地

計、日本建築学会大会（関東）構造部門（荷重）パネ

震動の評価方法の妥当性について、2011 年東北地方太

ルディスカッション資料、pp.64-86、 2015 年 9 月

平洋沖地震のデータを用いて検証を行い、同手法の見
直しを行った。

Ⅳ.8.2 建築物の長周期地震動への対応

改良された手法を、南海トラフ３連動巨大地震に適
用し長周期地震動のシミュレーションおよび超高層、

36.建築研究所：建築研究資料（第 144 号）
、大川出、
佐藤智美、佐藤俊明、藤堂正喜、北村春幸、鳥井信

免震両建築物の応答特性を示した。詳しくは、上記の
引用文献 35.を参照されたい。
また、内閣府が公表した南海トラフ４連動地震など

吾、辻泰一、北村佳久：超高層建築物等への長周期
地震動の影響に関する検討 -長周期地震動作成の

の最大級とされるマグニチュード９クラスの震源モデ

ための改良経験式の提案と南海トラフ３連動地震に
よる超高層・免震建物の応答解析-、2013

ルに基づいて､長周期地震動のシミュレーションを行

37.建築研究所：建築研究資料（第 147 号）
、大川出、

詳しくは、上記の引用文献 36.を参照されたい。

佐藤智美、佐藤俊明、藤堂正喜、北村春幸、鳥井信

長周期地震動に対する超高層鉄骨造建築物の安全性
検証法確立に向けた基礎的知見を蓄積することを目的

うとともに､それら地震動の建築物への影響を示した。

吾、辻泰一、北村佳久：超高層建築物等への長周期
地震動の影響に関する検討 －南海トラフ４連動地
震による超高層・免震建物の応答解析－、2013
38.建築研究所：建築研究資料（第 160 号）
、長谷川

として，鉄骨部材，接合部，骨組の多数回繰り返し載

隆、福元敏之、田上淳、澤本佳和、久保田淳、時野
谷浩良、鈴井康正、寺田岳彦、石井大吾、成原弘之、
安田聡、金子洋文、宇佐美徹、小鹿紀英、鈴木芳隆、

を参照されたい。
以上の成果は、国土交通省住宅局が平成 27 年 12 月

荷による構造実験を行い、梁端部等の破断までの疲労
曲線を明らかにした。 詳しくは、上記の引用文献 37.

る超高層鉄骨造建築物の耐震安全性に関する検討、

に公表した「超高層建築物等における南海トラフ沿い
の巨大地震による長周期地震動への対策案について」
に盛り込まれ、これに関する意見募集（パブリックコ

2014

メント）を実施し、平成 28 年 6 月に国土交通省住宅

西山功、向井昭義、岩田善裕：長周期地震動に対す

局から地方公共団体等へ通知を行った。なお、上記の
対策案は国土交通省の Web サイトで公表されている。

平成 15 年 9 月の十勝沖地震の際に震央から約
250km 離れた苫小牧市内で、
石油タンクがスロッシン
グを起こし火災が発生した。また、平成 23 年３月の
東北地方太平洋沖地震では、首都圏や大阪湾岸の超高
層建築物において、大きな揺れが観測された。これら
については、長周期かつ長時間継続する地震動（以下、
「長周期地震動」という。
）がその原因の１つであると

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_0006
01.html

Ⅳ.8.3 高層建築物の地震後の火災対応
本章では、地震直後～復旧までの間、高層建築物が
有すべき防火性能について、居住者もしくは建物管理
者が点検する方法を提案する。点検方法の主たる部分
は、東日本大震災以前に検討を開始したが、東日本大
震災で被災したマンションへのヒアリングから得られ

して、注目されている。
国総研建築研究部は国土交通省住宅局および建研と
ともに、建築物を対象とした、既往の観測地震記録に
基づく、長周期地震動の評価手法の検討と、それを踏

た知見を基に見直しを行った。

まえた長周期地震動を考慮した設計用地震動の作成手
法の検討を、行ってきた。さらに、建築物へ影響を与
える 0.1～10 秒の幅広い周期成分を含めた設計用長周
期地震動の作成手法について平成 21 年度より検討し
てきた。
国土交通省住宅局は、国総研および建研の協力のも
と、平成 22 年 12 月に、
「超高層建築物等における長
周期地震動への対策試案について」を取りまとめ、こ

Ⅳ.8.3.1 ヒアリング結果を踏まえた状況の想定
東日本大震災を受けた高層マンションを対象にヒア
リング調査を行い、調査対象の概要（規模、竣工年、
管理・運営状況、被害状況等）
、被害状況の把握、避難
行動、被害対応等を整理した。
ヒアリング結果を踏まえると、居住者は大規模共同
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住宅では避難所の受け入れ想定人数を超えてしまい、

を一時的な補修などによって確保している状態）
では、

避難所に入れないこともあるため、被災した共同住宅

専門家による本格的な点検、及び補修部分の本格的な

で生活を継続せざるを得ない場合がある。通常の生活
に居住し続けるのであれば、建物には平常時のレベル

修復が求められ、防火性能の観点からすべての建築・
設備の完全復旧によって、フェーズ 4（通常の状態）
に至る。

に達しないものの、一定の性能が要求される。一般的

上記内容を、国総研資料として 2016 年出版予定。

を取り戻すまでの間、多少の不便はあってもその建物

な地震後防災対策の議論では、耐震性、居住性が注目

Ⅳ.8.4 天井脱落対策に係わる技術基準の検討

されるが、
建築基準法の防火規定
（建築物の防火性能）
については、あまり注意が払われていない。昨今の建

39.建築研究部，総合技術政策研究センター，(独)建築
研究所：建築物における天井脱落対策に係る技術基準

物の高層化は今後ますます拡大すると思われ、防火性
能を議論しないまま地震後対策を進めると、いざ火災

の解説，国土技術政策総合研究所資料（第 751 号）
、建
築研究資料（第 146 号）

が生じたときに住民の安全性が大きく損なわれる可能
性が高くなると危惧される。
上記内容を、国総研資料として 2016 年出版予定。

東日本大震災においては、体育館、大規模ホール等
の多数の建築物で天井が脱落し、かつてない規模で甚

Ⅳ.8.3.2 点検方法について

大な人的・物的被害を生じた。
これらの被害を踏まえ、

地震後の建物が有すべき
「防火性能」
に焦点をあて、
地震経過後の周囲の状況や被害の大きさを勘案しなが
ら、その時々で最低限必要な防火性能を定め、その性
能の有無を、住民、建物管理者（ここでいう管理者と
は建物内の常駐する者）及び専門家が各段階において
簡易な点検により判断できる方法を提案した。主とし
て 10 階建て以上の共同住宅を前提にした。
フェーズ 1（地震発生直後の一昼夜の期間）では、
出火可能性の低減、
及び、
避難動線の確保の観点から、

その防止を図るための技術基準の策定が喫緊の課題と
なり、平成 23 年度と平成 24 年度に国土交通省補助事
業を活用した調査研究が実施された。
平成 23 年度の「地震被害を踏まえた非構造部材の
基準の整備に資する検討」では、特定行政庁及び関係

住戸内の出火の有無、住戸扉等の開閉障害の有無、住
戸内及び共用廊下等での物品等の散乱状況、共用廊下
等の破損箇所の有無等の点検項目を挙げている。フェ
ーズ 2（地震発生翌日から、ライフラインの復旧・公
設消防力の復旧（公設消防そのものは動いているが
個々の建物へのサービスは期待できない状況からの復
旧）など外的条件を満たした後、住民が通常時の生活
に戻るまでの期間）では、出火可能性の低減、及び、
避難動線の確保を求めるとともに、一定の延焼防止性
能と構造耐火性能を要求することとし、具体の点検項
目を挙げるとともに、簡易な補修法を例示している。
フェーズ 2.5（ライフラインが復旧し、かつ、公設消

計算方法、天井の耐震的な仕様及び天井の耐震対策の
適用範囲に関する検討を行っている。平成 24 年度の
「吊り天井の耐震設計に係る基準の高度化に資する検
討」では、システム天井の耐震基準に係る国内外資料
の調査と技術的知見の整理・検討、天井に関する製造
業者及び施工業者への調査、実際の設計・施工を踏ま
えた天井の耐震設計の合理化のための調査・検討等に
より吊り天井の基準に関する設計上の実務的課題の検

防のサービスも期待できるが、消防隊の活動を支援す
る施設・設備の能力が欠落した状況）では、非常用エ
レベーター、屋内消火栓、連結送水管、消火用水、非
常コンセント設備などの点検項目を挙げている。これ
らは専門家による修復作業が必要であり、東日本大震
災の仙台のような激震地域で 2～4 週間を要す可能性
を指摘している。フェーズ 3（外的条件が整い、通常
の生活が可能となる一方で、防火対策は最低限の性能

築構造基準委員会」
（委員長：久保哲夫東京大学名誉教
授）の審議を経てとりまとめた。その成果として、建
築基準法に基づく告示「建築物における天井脱落対策
に係る技術基準」
（平成 25 年国土交通省告示第 771 号
ほか）が公布された。
技術基準では「脱落によって重大な危害を生ずるお
それがある天井」を「特定天井」と位置づけ、これが
適合すべき構造耐力上安全な天井の構造方法を規定し

業界団体への天井地震被害に関するアンケート調査、
現地被害調査、過去の地震被害の文献調査等から天井
被害について整理・検討し、吊り天井の吊り元の揺れ
の評価方法、固有周期及び許容耐力、地震時挙動など

討を実施している。
これらの研究を踏まえて国総研では、建研の技術的
支援を得て、天井脱落対策のための技術基準原案を作
成した。検討にあたっては、国総研に設置された「建
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ている。特定天井は 6m 超の高さにある、水平投影面

業界の指針においては、エスカレーターの設置につい

積 200 ㎡超、単位面積質量 2kg/㎡超の吊り天井で、人

て、構造躯体へ層間変位 1/100＋20 ㎜のかかり代を設

が日常利用する場所に設置されているものと定めてい

けることとされていた。

る。

今般の被害を受け、国総研で被害調査を行うととも

また、構造耐力上安全な天井の構造方法としては、

に、平成 23、24 年度に実施した国土交通省補助事業

天井と周囲の壁等の間に隙間を設けるとともに斜め部

（建築基準整備促進事業）
を活用して、
建築構造分野、

材等により地震力等による天井の振れを抑制すること

昇降機分野の有識者からなる委員会を設けて新たな技

を基本的な考え方として、①技術基準に定める仕様に

術基準原案の検討を行った。

適合する方法と、②計算により構造耐力上の安全性を

検討においては、被害分析とモデル建築物の地震時

検証する方法を規定している。いずれの方法も、斜め

における層間変位量をシミュレーションで確認するな

部材等により地震力等による天井の振れを抑制し、併

どの研究を踏まえた落下防止のための技術的知見の整

せて天井面と壁等との間に一定のクリアランスを設け

理検討等を行い、国総研に設置されている建築構造基

ることにより、天井材の損傷ひいては脱落の防止を図

準委員会（委員長：久保哲夫東京大学名誉教授）の審

ることを基本的な考え方としている。ただし、天井の

議を経て基準原案を策定した。

脱落対策については、技術開発の余地が大きいため、

エスカレーターの落下対策としては、落下の原因と

こうした考え方とは異なる構造方法であっても、大臣

なった構造躯体からの脱落を防ぐために構造躯体から
外れない十分なかかり代を設けるため、かかり代は昇

認定を受けたものであれば採用できることとしている。
また、既存建物の天井が特定天井に該当し、一定の
増改築を行う際には、この技術基準に適合させるか、
またはネット、ワイヤ等で一時的に脱落を防止する措
置を講じなければならないこととしている。
国総研では、この新たな技術基準の平成 26 年 4 月
からの円滑な施行に向けて、設計・施工、建築確認審
査、製品開発等の実務において参考となるよう、建研
と共同して同技術基準の解説書を国総研資料第751 号、

降高さ（揚程）に対し一定の層間変形角（1/24 以上等）
を乗ずるものとする等の基準案を提案した。
また、エレベーターの構造耐力上の安全性を確かめ
るための構造計算基準として、主要な支持部分の応力
度の計算方法と強度の評価方法を提案した。
加えて、エレベーターの釣合おもりの脱落防止とし
て、釣合おもりの枠の損傷、変形やたわみによる落下
を防ぐための枠に係る構造方法の基準案を提案した。

建築研究資料第 146 号として作成、公表した。
解説書では、各規定の解釈や技術上の留意事項をと
りまとめた逐条解説のほか、天井材相互の緊結状態の
確認や天井の許容耐力等の評価のための標準的な試験
方法（耐力・剛性の設定方法）を掲載している。
平成 28 年 6 月には、天井と周囲の壁等との間に隙
間を設けない新たな仕様を上記の技術基準に追加する
ための告示の改正が行われ、同 7 月には国総研が作成
に関わった同改正に関する解説書が公表された。

これらの基準案は、以下の建築基準法に基づく告示
として、基準化に至っている。
・
「地震その他の震動によってエスカレーターが脱落す
るおそれがない構造方法を定める件（平成 25 年国土
交通省告示第 1046 号）
」
・
「エレベーターの地震その他の震動に対する構造耐力
上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める
件（平成 25 年国土交通省告示第 1047 号）
」
・
「地震その他の震動によってエレベーターの釣合おも
りが脱落するおそれがない構造方法を定める件（平成
25 年国土交通省告示第 1048 号）
」
（これらの告示については国土交通省ホームページの

Ⅳ.8.5 エレベーター、エスカレーターの脱落
防止対策の検討

次を参照。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakuke
ntiku_house_fr_000053.html）

東日本大震災においては、人的被害はなかったもの
の、商業施設において、4 件のエスカレーター落下が
確認された。また、エレベーターにおいても、主索の
引っ掛かりや損傷、釣合おもりブロックが脱落、落下
する等の被害が多数発生した。
これらの対策については、建築基準法に基づく技術
基準としてはそれまで明示されていない状況であった。

Ⅳ.8.6 住宅性能表示制度に係わる住宅地盤の
液状化判定手法
東日本大震災において湾岸地区等で多数発生した戸
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建て住宅の液状化被害を踏まえ、住宅性能表示制度に

地調査結果に基づく液状化被害の程度と一定の整合性

おける表示項目（参考情報）として宅地の液状化に関

を示した。FL 法の問題として実測沈下量との比較や

する情報を提供することとなった。そのため、建築基

細粒分を多く含む砂からなる埋土層の液状化強度特性

準整備促進事業において、小規模宅地向けの簡易な地

の定量的な評価上の問題は残るものの、地表面加速度

盤調査法の検討を行うとともに、当該地盤調査法によ

（α）と地震の規模（マグニチュード M）を自由に変

る調査結果を含む表示項目の整理を行った 1)。

えて検討ができるなど、様々な敷地・設計条件に対す

なお、国総研では、ここに示す検討に先立って、個々

る判定（予測）手法としての利点もあり、後述する戸

の住宅（宅地）のみではなく周囲の道路等も含めた街

建て住宅を想定した評価手法の検討にあたっては、FL

区一体としての液状化防止対策についても検討を実施

法をベースとすることとした。

した。その概要については「IV.10.3 宅地液状化対策
に関する研究」にまとめられている。ただし、その成
果は基本的に一区画の住戸への対策ではないことから
工事の規模も大きく、したがって地盤調査も、ボーリ
ングが前提となるなど戸建て住宅向けとしては一般的
ではない。震災の教訓として社会的に求められた内容
の一つとして、具体的な液状化対策の選定や工事に先
立って、特に戸建て住宅の関係者向けに、たとえば現
に居住しあるいはこれから購入を予定する敷地につい
ての参考となる情報の提供が必要とされており、その
ため、コストや手間等を考慮して現実的に採用可能な
形で液状化判定に活用できる地盤調査法を中心に検討
したものである。

図-Ⅳ.8.6.1.2 FL 法に基づく計算沈下量と液状化に
よる建築物の被害状況との対応

Ⅳ.8.6.1 住宅地盤の液状化判定手法の開発
(1) 液状化予測手法の妥当性の検討

(2) 液状化予測や対策に係る関連調査・技術開発等に
ついての知見収集・情報整理
国土交通省各部局および液状化被害を受けた地方自

2011 年東北地方太平洋沖地震は、調査時点で提案さ
れていた各種の液状化判定手法が前提としている地震
動と比べて継続時間が極めて長く、また、本震に匹敵
する規模の余震で液状化被害が拡大したといわれてい
る。そこで、液状化被害発生の予測に用いられる各種
の液状化判定法の妥当性について、被害の実態と比較
することで検証を行った。対象とした判定方法は建築
基礎構造設計指針の液状化判定方法（FL 法）2)、小規
模建築物基礎設計指針の方法 3)、国土庁ガイドライン
の方法 4)の３種類である。
検討に当たっては、既往の地盤調査結果 5)に加えて、
東京湾岸および利根川流域の沖積低地において、今回

治体において行われている液状化予測手法や液状化対
策工法の検討について、特に戸建住宅を対象とした低
コストで対応可能な工法を中心に整理した。概要を以
下に示す。
・事前の対策として実績のある液状化対策工法は、原
則として新築時の広い敷地で実施することを前提と
している。大きな振動・騒音を伴う工法もあり、周
辺に住宅が存在する場合や、狭い敷地、既設住宅が
ある場合への適用が今後の課題である。
・軟弱地盤上の敷地に住宅を建てる場合は、液状化の
防止でなく支持力確保の観点から地盤補強が行われ
ることが多いが、これに液状化対策効果を付け加え
ることも考えられる。ただし不同沈下の防止を目的
として柱状改良または細径鋼管杭などによる地盤補
強を行った場合でも、改良深度が液状化対象層より
浅いものや液状化対象層の下に杭が十分根入れされ
ていないものでは大きな傾斜が生じた事例が多く、

地震で液状化が発生した地点を中心に新たにボーリン
グ調査とスウェーデン式サウンディング調査をセット
で 13 箇所実施した他、千葉県浦安市および同習志野
市において既存ボーリング地点の近傍でスウェーデン
式サウンディング調査を 24 箇所実施した。地盤調査
地点を図-Ⅳ.8.6.1.1 に示す。
検討の結果、図-Ⅳ.8.6.1.2 に示す通り、FL 法を適用
した場合の計算沈下量が、他の２手法と比較して、現
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図-Ⅳ.8.6.1.1 関東南部の液状化発生地点と地盤調査地点
（文献 5）に今回地盤調査を実施した調査地点を緑色○印で加筆）
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有効な対策とするためには液状化層の厚さや位置の

験箇所数は、1 箇所とする。

把握が重要である。

戸建住宅のＳＷＳ試験による調査
液状化調査用
・ＳＷＳ試験
・試料採取
・地下水位測定

土層・支持力確認用
ＳＷＳ試験

・液状化の発生に伴う住宅の沈下・傾斜被害の事後対
応として、雨水時の冠水防止のため建築物の基礎を

現地調査の項目

地下水位測定
敷地内の
調査地点配置

道路面と同等の高さに修正するジャッキアップ工法

試料採取
求める項目

ＳＷＳ試験
地表面

・地下水位測定→
表層の地下水位

を中心とした沈下修正工事が行われる場合がある。
この際に費用負担の大きさから安価な工法が選択さ

・試料採取→
SWS･Fc 細粒分含有率
(粒度試験による)

地表面

５ｍ程度
中空管設置

れ、建物の構造や基礎の構造強度を踏まえないで修
正工事が行われた結果、建物が損傷する事例や周辺

・ＳＷＳ試験→ Ｎsw (Ｗsw)

１０ｍまで
調査深度

インフラが機能不全となる被害が発生しているため、

１０ｍ

＜ 敷地内の土層が均一な場合の例 ＞

試料採取
＠１ｍ

Ｎsw測定
10ｍまで

注意が必要である。その他の考え方として、液状化

図-Ⅳ.8.6.1.3 地盤調査の概要

による地表面沈下量が比較的少ないと予想される場

２）SWS 試験による液状化判定は、地盤調査結果に基

合は予め住宅基礎に沈下修正機構を設置しておくこ

づき、SWS 試験の貫入抵抗 Nsw (Wsw) から算定し

とや、復旧費用を地震保険によって賄うことも考え

た推定 N 値と、採取試料の細粒分含有率から算定し

られる。特に後者については、従来の液状化対策が

た補正 Fc を用いて、次に従って行う。

建設コストと比べて割高であることや、液状化被害

①液状化判定は、建築基礎構造設計指針に準拠した
FL 計算、Dcy 計算により行う。

の予測精度が未だ十分とは言えないことから、制度
面の選択肢として今後の整備が期待されるところで
ある。
(3) 小規模建築物の簡易な液状化判定手法の検討
前出(1)の通り、液状化判定手法としては、建築基礎
構造設計指針に基づく FL 法が現時点では最も有効性
が高いと考えられる。したがって、これを戸建て住宅
など小規模建築物についても適用することとした。た
だし、住宅向けの地盤調査の主流はスウェーデン式サ

②液状化判定用に用いる細粒分含有率は、SWS 試験
孔の採取試料から求めた細粒分含有率（SWSFc）に
補正を行って求めた「補正 Fc」を適用する。
補正 Fc＝
0.25×SWSFc ％
(0%＜SWSFc≦40%)
1.5×SWSFc－50 ％ (40%＜SWSFc)
③土質区分は、
「補正 Fc」による土質判別（砂質土・
粘性土の区分）を適用する。
④液状化判定に用いる N 値は、SWS 試験の Nsw
（Wsw）から算出した推定 N 値を適用する。ここ

ウンディング試験であることから、
その採用を前提に、
追加的に液状化判定上必要な地下水位、土質試料の採
取などの調査を実施した結果と組み合わせることを想
定し、一定の精度を確保するための検討を行った。
提案された手法は、後述の住宅性能表示制度におい
て液状化に関する情報提供が位置付けられた際の解説
書 6)にもまとめられているが、概略としては次のとお
りである。

で、同算定式の利用は、回転貫入における空転が
無いことの確認を前提とし、液状化判定における
N 値の使用に限定する。
推定 N 値＝
2×Wsw＋0.0536×Nsw (Nsw＜150)
10.04＋0.0324（Nsw－150）
・・・・・・・・・・(150≦Nsw＜300)
14.89＋0.0237（Nsw－300）
・・・・・・・・・・(300≦Nsw≦500)
⑤土被り圧の算定に用いる湿潤密度は、土質判別に

１）スウェーデン式サウンディング試験（SWS 試験）
による液状化判定のための地盤調査は、原則として
以下の内容とする。
（図-Ⅳ.8.6.1.3）
①SWS 試験による液状化判定のための調査深度は、

応じて適切に設定する。
⑥地震外力はＬ１地震動を想定し、地表面最大加速
度αmax＝200gal とする。また、地震マグニチュー
ドは、原則として M＝7.5 を用いる。

深度 GL-10ｍまでとする。
②SWS 試験孔を用いた地下水位測定を実施する。
③SWS 試験孔を用いた試料採取は、深度 GL-10ｍま
で１ｍ毎に行う。
④採取した試料を用いた細粒分含有率試験から、細
粒分含有率を求める。

なおここで示した手法は現段階での知見に基づく提
案であり、特に SWS 試験孔を用いた試料採取方法の

⑤戸建住宅一敷地当たりの、液状化判定用の SWS 試

改善に伴う細粒分含有率の補正係数の修正など、今後
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の技術開発等の動向を踏まえた改善も十分考慮すべき

Ⅳ.8.6.2 住宅地盤の液状化に関する情報提供の検討

位置づけにあるものと考えられる。

前項（Ⅳ.8.6.1）の成果を踏まえ、H27.4.1 に施行さ

(4) 住宅に係る液状化に関する情報提供の検討
住宅の発注者・購入者等に個別の住宅の敷地の液状

れた改正品確法 1)において、住宅性能表示制度の一環
として地盤（宅地）の液状化に関する情報を住宅性能

化に関し提供することが考えられる情報の内容につい

評価書に記載できることとなった。ただし前述の通り

て、検討を行った。

手法の精度等に関しては技術的に発展途上の部分が多

情報提供にあたっては、上記(1)～(3)に示す検討を含

く、正式な表示項目ではなく、現状では「参考として

む「個別の住宅敷地の情報」
「住宅基礎の情報」に加え

提供される情報」としての位置づけに留まっている。

て、特に現状では住宅敷地の情報として示される液状

表示すべき情報のひな形が（一社）住宅性能評価・

化判定手法の精度には限界のあることを踏まえ、自治

表示協会において公表 2)されているので、参考にでき

体等から公開されている各種の「広域的情報」を合わ

る。項目及び情報の種別を表-Ⅳ.8.6.2.1 に示す。前項

せて示すことが有効であるとした。この広域的情報と

(3)で検討した簡易な手法による液状化の判定は、表中

しては、以下が想定される。地域や自治体によって整

の（ロ）ⅲ（地盤調査から得た液状化に関する指標）

備状況に差異があるが、引用する場合には、いずれも

において活用される見込みである。

数値等の位置づけが明確になるよう、出典等を明記す
る必要がある。

表-Ⅳ.8.6.2.1 地盤の液状化に関する申出書
【参考情

①地形分類（埋立地、低地、台地、丘陵地等）
②液状化ハザードマップ
③液状化履歴に関する情報
④その他の地歴に関する情報（古地図、国土地理院発
行地形図、過去に撮影された航空写真、地域の歴史
書など）
最終的な表示項目については、次項（Ⅳ.8.6.2）を参
照されたい。

報】
（抜粋）
項 目
（イ）広域的情報

情報の種別
ⅰ）液状化マップ
ⅱ）液状化履歴に関する情報
ⅲ）地形分類
ⅳ）その他土地利用履歴に関す
る資料

（ロ）液状化に関する ⅰ）敷地の地盤調査の記録
個別の住宅敷地の ⅱ）地下水位の情報
情報
ⅲ）地盤調査から得た液状化に

参照文献
1) 建築基準整備促進事業「住宅の液状化に関する情報
の表示に係る基準の整備に資する検討」
（平成 23 年
度）及び「小規模建築物に適用する簡易な液状化判
定手法の検討」
（平成 24・25 年度）
2） 日本建築学会：建築基礎構造設計指針，pp.61-72，

関する指標
ⅳ）宅地造成工事の記録
ⅴ）液状化に関連して行う地盤
に関する工事の記録・計画
ⅵ）その他地盤に関する工事の
記録・計画

2001.10.
3） 日本建築学会：小規模建築物基礎設計指針，pp.
88-92，2008.9.
4） 国土庁防災局震災対策課，建設省建設経済局宅地
開発課民間宅地指導室：小規模建築物等のための液
状化マップと対策工法，pp.78-88，1994.7.

（ハ）液状化に関する ⅰ）液状化に関連して行う住宅
当該住宅基礎等に 基礎等に関する工事の記録・計
おける工事の情報 画

5） 国土交通省関東地方整備局，地盤工学会：東北地
方太平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現象の
実態解明 報告書，p.65，2011.
6) 工学図書株式会社、日本住宅性能表示基準・評価方
法基準技術解説（新築住宅）2015

1) 国土交通省：住宅品質確保法施行規則第 1 条第 11
号（H27 年 4 月施行）
2) （一社）住宅性能評価・表示協会：地盤の液状化に
関する申出書（参考様式）
，http://www.hyoukakyo

参照文献

ukai.or.jp/download/yoshiki.html
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参考文献
1) 津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対し
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Ⅳ.9.1 応急仮設住宅の適切な供給に関する検
討

Ⅳ.9 被災者の住宅確保方策の向上
東日本大震災における住宅被害の甚大さに鑑み、住

東日本大震災における応急仮設住宅の供給の状況と

まいの復興の各段階（自宅改修・再建、仮設住宅（建

退去・解消の実態を全体的に把握するとともに、本震

設・借上げ）
、災害公営住宅）
、主体（住宅生産体制）

災における特徴である借り上げ仮設住宅（みなし仮設

に着目して、国総研は、調査研究及び技術支援を精力

住宅）に着目して、入居の経緯や居住の実態、その後

的に実施した。

の再建動向等について調査分析を行った。これらの研
究成果は、今後の災害時の応急的住まいの供給方策を
検討する際の基礎的な知見として活用が期待される。
Ⅳ.9.1.1 仮設住宅の供給及び解消の状況
(1)応急仮設住宅等の供給方法と供給戸数
東日本大震災では次の３種類の応急的住宅が供給さ
れており、戸数は表-Ⅳ.9.1.1.1 に示す通りである。
①応急仮設住宅：新規に建設される簡単な住宅。プレ

応急仮設住宅の円

住宅金融、住宅生

災害公営住宅の円

滑かつ迅速な供給

産体制の確保

滑かつ迅速な供給

ハブ建築協会規格建築部会のプレハブメーカー建設分
のほか、
同協会住宅部会のハウスメーカー建設のもの、
及び公募による地元業者建設のもの（主に木造）と、
多様な建設がなされているのが今回の特徴である。
②公営住宅等：公営住宅・ＵＲ住宅・公務員住宅等の
空き家を提供するもの。主要な被災県（岩手・宮城・
福島）の他、近隣県や全国でも広く活用されている。
③借り上げ仮設住宅：既存の民間賃貸住宅等を借り上
げて応急仮設住宅として取り扱うもの。全国的に供給

応急仮設住宅については、供給の状況と退去・解消
の実態を全体的に把握するとともに、本震災で特徴的

である借り上げ仮設住宅に着目して、
その実態の把握、 されており、
総数は応急仮設住宅の建設戸数を上回る。
分析を行った（Ⅳ.9.1）
。災害公営住宅については、本
表-Ⅳ.9.1.1.1 応急的住宅の供給戸数
省住宅局の直轄調査（国総研は建研とともに技術支援
応急仮設住宅 公営住宅等 借り上げ仮設住宅
計
を実施。
）
で作成された基本計画と検討経緯を整理した。 被 岩手県
13984
1370
3785 19139
災 宮城県
22095
1701
25789 49585
また、原発被災者向け災害公営住宅の供給計画の立案
３ 福島県
16226
2151
25234 43611
手法・整備手法、入居者に対する生活サポートの現状・
県 小計
52305
5222
54808 112335
3県以外
315
13946
12850 27111
提供スキームについて検討を行った（Ⅳ.9.2）
。
※2012年2月中旬の情報に基づく
住宅生産体制については、震災後に工務店など地域
の小規模住宅生産者がどのような体制を組み、被災住
(2)応急仮設住宅等の供給時期
宅の補修・改修、仮設住宅の建設等の展開をしたかを
３種類の応急的住宅への入居の進捗状況として、岩
実証的に明らかにした（Ⅳ.9.3）
。
手県での入居率の推移を図-Ⅳ.9.1.1.1 に示す。
また、
三次元住宅情報の長期保存技術の開発を行い、
応急仮設住宅は、被災直後に被害状況等に基づく必
様々な利活用処理方法の実現を可能とした。その一例
要戸数の算定がなされ民有地も含めた建設用地の選定
として被災前景観を基の場所に再現する AR アプリを
が進められたが、建設には時間がかかり全戸完成は 8
試作した。
（Ⅳ.9.4）
月 11 日で５ヶ月を要している。そのため７月時点で
も入居率は５割と、他と比べて遅い。
既存ストックを用いる公営住宅等は入居が早く、５
月中旬時点で約５割が入居している。同じく既存スト
ックを使う借り上げ仮設住宅では、4 月 30 日に被災者
自ら探した物件を県が借り上げる特例措置が示されて

215

から利用が進み、６月に入居戸数が急激に伸びて 7 月

地では基礎の補強工事等も計画・実施されている。

には 8 割程が入居を完了している。

100%
90%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

岩手：応急仮設住宅

80%

宮城：応急仮設住宅

70%
60%

岩手：借り上げ仮設住宅

50%

2015年9月

2015年6月

2015年3月

2014年9月

2014年12月

2014年6月

2014年3月

1/1

2013年12月

12/1

2013年9月

11/1

2013年6月

10/1

2013年3月

9/1

2012年9月

8/1

2012年12月

7/1

図-Ⅳ.9.1.1.1 岩手県の応急的住まいの入居の進捗

2012年6月

6/1

30%
2012年3月

5/1

宮城：借り上げ仮設住宅

40%

応急仮設住宅(最大13251戸)
公営住宅等(最大1370戸)
借り上げ仮設住宅(最大3986戸)

図-Ⅳ.9.1.1.2 岩手・宮城県での退去状況
(3)応急仮設住宅等の供給コスト
Ⅳ.9.1.2 借り上げ仮設住宅入居世帯の入居実態と再

応急仮設住宅の建設費に関し、災害救助法に基づく
一般基準は 238.7 万円/戸とされている。しかし土地不

建動向

足による造成を要する敷地の利用、寒冷地向け等の対

(1)岩手県全域における借り上げ仮設住宅の状況

策、他の復旧工事による資材や職人の価格高騰等によ
り、実際の建設コストは岩手県約 568 万円、宮城県約
664 万円、福島県約 574 万円となっている。
借り上げ仮設住宅に関しては、岩手県の全 4019 件
の平均賃料は 4.9 万円/月、最小 5 千円～最大 10 万円/
月である。この他、退去修繕費と仲介料が計 2.5 ヶ月

1)調査の概要
岩手県県土整備部建築住宅課と共同で実施し、借り
上げ仮設住宅を所管する岩手県復興局生活再建課の協
力を得て、岩手県と貸主及び入居者との間で交わされ
た賃貸借契約書
（2013 年 1 月までの手続分：4015 件）
の記載情報の集計・分析作業 1)、及び入居世帯へのア
ンケート（2013 年 11 月に郵送で実施：対象 3458 件、
回収 1658 件、回収率 51.1％）2)3)を行った。また大船
渡市内で物件を確保した世帯に関し、アンケートの詳

分、また生活必需品（ガスコンロ・照明器具・カーテ
ン・エアコン・給湯器）を家主が整備する際には最大
20 万円を、県が負担するとしている。これより５年間

４割程であり、建設されたものより退去は早い。
退去に伴う空家の増加を受けて応急仮設住宅の団
地全体または一部住棟の解体・撤去も行われており、

細分析と 20 世帯へのヒアリング調査を実施した 4)。
2)被災時の住所と物件の住所との関係
契約書に基づく入居世帯の被災時の住所は、被害が
多大な沿岸南部の６市町が県全体の 77.2％を占める。
これら地域での被災時の住所と借り上げ物件の住所の
関係をみると（図-Ⅳ.9.1.2.1）
、比較的大規模な３市（宮
古市・釜石市・大船渡市）では市内確保率が６～８割
強と高いが、小規模かつ市街地が広範囲に被災した山
田町・大槌町・陸前高田市は２～４割と低い。他市町
村への移転では、沿岸部の隣接する相対的に大きな市
（宮古市・釜石市・大船渡市）のほか、盛岡市など内
陸部の都市への移動がみられる。

2014 年度末までに岩手 154 戸・宮城 289 戸が解体済
である。また地権者の要望を受けて民有地を返還する
ため、残存世帯の団地間移転及び集約を進めた市もみ
られる。
このような応急仮設住宅の解体・集約を進めるため
の「集約化計画」の策定が、復興に時間を要するリア
ス海岸部の市町を中心に行われている。地域毎に選定
した拠点団地に集約する内容であり、継続使用する団

大船渡市内での確保状況をみると、元の居住地と同
学区内が 47.6％を占めるが、別の学区への移転、特に
半島部の集落から市街地部への移動が多くみられた。
3)物件の確保方法
契約書によれば災後２ヶ月（３～４月）で 35.3％が
当初の契約を開始しており、物件の確保は早い。アン
ケートでは 40.2％の世帯が「プレハブ等より早く入居
出来る」ため借り上げを選んだとしている。

借り上げる場合の費用は約 326 万円と推定される。
(4)応急仮設住宅等からの退去状況
自宅再建や災害公営住宅完成等で仮設住宅からの退
去は進んでいる。入居率の推移を図-Ⅳ.9.1.1.2 に示す。
応急仮設住宅は震災３年後（2014 年 3 月）時点で
はまだ９割弱が入居しているが、その後退去は進み４
年半後（2015 年 9 月）では６割程まで下がっている。
一方借り上げ仮設住宅は３年後で６割、４年半後では
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図-Ⅳ.9.1.2.1 居住地の移動状況
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記号は順に 被災前/借上物件/再建住宅の住所（市町村）を表す
例)AAB:被災前と借上物件が同住所、ABA:被災前と再建住宅が同住所

図-Ⅳ.9.1.2.2 住戸面積と世帯人数 図-Ⅳ.9.1.2.3 再建に伴う住所の変化

物件探しは全体の 57.5％で「親類や知人」を介して

答したのは計 370 件（全体の 22.4％）で、年収が高い

行われており、入居物件の家主が親類・知人の場合も

世帯ほど退去の割合が高い。これら再建済世帯のうち

計 39.1％を占める。早い段階で親類・知人を通じて物
件を探した世帯は同一市町村内での確保が出来ている
が、物件探しが遅れた世帯は「元の市町村で物件が見
つからず」
「すぐに入居出来る空き物件があった」ため
他市町村に移ったとしている。
家主が親類の場合、公的借上がなかった際には
34.4％の世帯が「無償か安い額」で借りる予定だった
としており、大船渡市ヒアリングでは親類所有の空き
家を借りて自己資金で修繕・改修する例もみられた。

51.9％が「移転先の土地をみつけて新築」している。
その他「被災した家を修繕・改修」
「元の敷地で再建」
も含めると、持ち家の再建が計 69.9％と多い。
再建時の住所の変化では（図-Ⅳ.9.1.2.3）
、被災前住
所の市町村内で物件をみつけ転出せずに再建する場合
(AAA)が 54.8％で最も多いが、借り上げ物件で転出し
た先の市町村で再建する場合(ABB)が 17.4％で、一旦
市町村外に転出したが再建では戻ってきた場合
(ABA:13.2%)を上回る。この状況は市町村によって異

4)住戸及び居住の状況
契約書の記載に基づく住戸面積（図-Ⅳ.9.1.2.2）は

なり、規模の小さな山田町・大槌町・陸前高田市では
借り上げ物件を市町外で確保した世帯がそのまま戻ら

平均 64.43 ㎡だが、
沿岸部 70.94 ㎡に対し内陸部 54.23
㎡と地域による差が大きい。建物についても、沿岸部
では古い戸建が多く使われているが、内陸部では相対
的に新しい共同建が中心であり、地域差がみられる。
契約書記載の入居人数（図-Ⅳ.9.1.2.3）は平均 2.58
人だが、１人 2 人世帯が計 55.7％を占める。5 人以上
の多人数は計 11.0％である。住戸面積と世帯規模との
ミスマッチもみられ、１人世帯の 46.0％が比較的広い
都市居住型誘導居住水準以上の住戸に住むのに対し、
４人５人世帯の約３割は最低居住面積水準未満となっ

ない割合が高い。

ている。
アンケートでは 37.5％の世帯が物件での生活に不

月にかけて行い、入居の経緯と生活実態を調査した 6)。
2)借り上げ物件への入居に伴う移動状況

満を覚えており、主な理由は「建物が古い」
「部屋が狭
い」
「設備の不備や故障」である。十分な広さの部屋が
確保出来なかったため、入居時には全体の 21.9％、入
居後にも 18.4％で世帯分離が生じている。
5)物件退去後の住宅再建の動向
アンケートで「既に退去」
「近々退去する予定」と回

仙台市内外及び区間での移動状況をみると（図Ⅳ.9.1.2.4）
、被災時点で元々仙台市内に住んでいたの
が 72.3％で、また従前と同じ区内での確保が 7～8 割
となっており、多くの世帯は従前居住地近くで確保し
ている。
市外からの移転は 375 件（27.7%）であり、被災時

(2)仙台市における借り上げ仮設住宅の状況
1)調査の概要
一般社団法人パーソナルサポートセンターが 2012
年 2 月に実施した仙台市内の借り上げ仮設居住世帯へ
のアンケート（郵送実施：配布 2581、回収 1369、回
収率 53.0％）に協力し、住宅関連部分の設問の設計及
び集計を担当した 5)。またこのアンケートの一環とし
て 20 世帯へのヒアリングを 2012 年 8 月～2013 年 3
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の住所は石巻市・気仙沼市といった被害の大きな県北

参照文献

の沿岸部のほか、南相馬市など福島県からの移転もみ

1) 米野史健、岩手県の借り上げ仮設住宅における契約

られた。入居した時期は元々仙台市内にいた世帯より

物件及び入居世帯の実態－東日本大震災後の借り上げ

も遅く、５月以降が中心となっている。仙台市に来た

に係る賃貸借契約書の記載情報の分析より、都市住宅

理由としては「親類・縁者がいた」
「職場・学校があっ

学 83 号、pp.85-90、2013 年 11 月、都市住宅学会

た」の回答の割合が高い。ヒアリング調査では、親類
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入居を拒否されたため仙台に来たとの意見もみられた。 るアンケート調査より、
都市住宅学 87 号、
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3)生活上の課題
2014 年 10 月、都市住宅学会
アンケートの「避難生活で困っていること」の自由

3) 米野史健・三井所隆史、岩手県の借り上げ仮設住宅

記述欄では、回答総数の 34.1％が「部屋の設備が不満」

入居世帯における住宅再建の動向－入居中及び退去済

としており、具体には「部屋が狭い」とする割合が高

の世帯へのアンケート調査より、都市住宅学 87 号、

い。世帯人数と物件間取りの関係をみても、世帯人数

pp.139-144、2014 年 10 月、都市住宅学会

が多いほど「借り上げの目安」
（借り上げに際し間取り

4) 古山周太郎・米野史健、岩手県大船渡市の借り上げ

と人数の関係を県が示したもの：1K で 1 人～3DK で

仮設住宅居住世帯の入居経緯と再建動向－市内で物件

4 人など）より狭い住戸に住む割合が高い。

を確保した世帯へのアンケート及びヒアリング調査よ

ヒアリング調査でも間取りが狭いと感じる世帯が
多く、狭さのため子世代との別居を余儀なくされた高
齢者がみられる。また、移転してきた世帯の場合、生
活環境の変化や近所づきあいの減少等で、健康状態が
悪化するケースが高齢者を中心にみられている。
4)住宅再建の見通し
アンケートでは、調査時点で再建の予定・見通しが
あるのは全体の 43.4％で、残りの半数は見通しがない。
借り上げ仮設住宅の供与期間は当初は２年間とされて

り、日本建築学会計画系論文報告集第 719 号、
pp.163-170、2016 年 1 月
5) 米野史健、仙台市内の応急仮設住宅としての民間賃
貸住宅の借り上げにおける入居の実態－東日本大震災
１年後の借り上げ仮設住宅居住者へのアンケート調査
より、日本建築学会計画系論文集、第 78 巻第 689 号、
pp.1589-1596、2013 年 7 月、日本建築学会
6) 新井信幸・米野史健、仙台市内の民間賃貸借り上げ
仮設住宅での被災者の入居プロセスと居住実態、日本

建築学会計画系論文報告集第 700 号、pp.1401-1406、
おり（その後１年毎に延長）
、64.2％の世帯が当初２年
の期間後も借り上げ物件に住み続けたいと回答するが、 2014 年 6 月、日本建築学会
現在の家賃の自己負担は難しいとしている。
ヒアリング調査では、元々仙台市内にいた世帯は従
前地域での持ち家再建を希望しており実現した場合も
ある一方で、市外から転入した世帯は戻りたいが見通
しはつかず自力再建を諦め仙台市内の災害公営住宅へ
の入居を希望する場合が多くみられた。
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図-Ⅳ.9.1.2.4 居住地の移動状況
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Ⅳ.9.2 災害公営住宅の供給促進に関する検討

Ⅳ.9.2.2 原発被災者向け災害公営住宅の整備計画の
立案支援及び入居者への生活支援スキームの提案

本節では、東日本大震災における災害公営住宅につ

福島県では、
地震・津波による住宅の被災に加えて、

いて、被災地における災害公営住宅の供給を推進する

東京電力福島第一原子力発電所事故
（以下
「原発事故」

ため、国総研が現地における技術指導等で関与し本省

という。
）により、多くの県民が避難を余儀なくされて

住宅局による調査で作成された基本計画の内容及び検

いる。

討経緯を整理するとともに、原発被災者向けの供給計

このうち、原発事故による長期避難者に対して災害

画内容の分析、復興まちづくりに関連した取組につい

公営住宅（以下「原発災害公営住宅」という。
）の供給

ての検討について述べる。

が進められている。国総研では、その的確な供給に向
けた整備計画（必要戸数、計画地、住宅の整備水準等

Ⅳ.9.2.1 災害公営住宅基本計画等事例集

の計画）の立案等に対して技術的支援を行った。本項
では整備計画における必要戸数・計画地の考え方につ

40.国土技術政策総合研究所：東日本大震災における災

いて述べる。

害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討―災

また、原発災害公営住宅への入居者は、高齢者が多

害公営住宅基本計画等事例集―、国土技術政策総合研

い、仮設住宅から再度の広域的な住み替えを伴う、異

究所資料（第 846 号）、建築研究所：建築研究資料（第

なる原発事故の被災自治体の住民が同じ団地に長期居

165 号）、2015

住する等の特徴を有するため、コミュニティの再構築

平成 23 年度以降、国土交通省住宅局により東日本大

や入居者への生活サポートの提供など福祉との連携が

震災における災害公営住宅の供給促進のための調査が

重要な課題となる。このため、入居者に対するコミュ

実施され、同調査において国総研は建研とともに、現

ニティ形成や見守り・介護予防等の生活サポートの提

地での技術指導を行った。
大規模災害の復興段階では、

供の実態・課題等について調査し、生活サポートの提

被災地における災害公営住宅の早期・大量供給が必要

供スキームを提案した。本項ではこの提案の概要につ

となるが、大半の地方公共団体ではそのための知見や

いても述べる。

体制が十分でない。今後の復興段階での行政対応の参

（１） 原発災害公営住宅の整備計画１）
1） 避難指示区域の再編・見直し完了後の状況

考や、災害対策の研究の基礎的資料とするため、復興
早期の段階（平成 23 年度から 25 年度）で前記住宅局

原発事故の発生後に設定された警戒区域及び避難指

調査の中で多くの市町村において作成された災害公営

示区域について、その後の放射線量の年間積算線量の

住宅の基本計画（岩手・宮城・福島県下 41 市町村、

予測等に基づき、
「避難指示解除準備区域」
「居住制限

延べ 156 地区（複数年度の重複地区あり）
）について、

区域」
「帰還困難区域」の３区域へと再編する見直しが

検討経緯を含めて統一様式で事例集として整理した。

平成 25 年 8 月 8 日に全ての原発事故被災自治体で完

計画概要、経緯の整理により、計画検討段階での都市

了した。表-Ⅳ.9.2.2.1 は各原発事故被災自治体につい

整備部局や福祉部局との連携・調整の必要性、コミュ

て、再編後の避難指示３区域別に被災時点で居住して

ニティ形成･高齢者配慮・防災性確保などの政策課題へ

いた人口（以下「被災時人口」という。
）を整理したも

の取組み、計画条件変更の経緯等が明らかになり、そ

のである。

れらを踏まえた早期計画策定・供給に当たっての留意

双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、浪江町の５町村

点をとりまとめた。事例集は今後の災害公営住宅供給

は、被災時人口ベースで全域が避難指示区域に指定さ

の早期供給に当たっての参考となるよう、地方公共団

れており、全住民が避難を余儀なくされている。避難

体等へ広く配布した。

指示区域の内訳は、双葉町及び大熊町では帰還困難区
域が大半を占める。富岡町は居住制限区域が中心とな
るが、帰還困難区域を含めると９割を占め、飯舘村も
８割以上が居住制限区域に含まれる。浪江町は、居住
制限区域が最も多いが、被災時人口の４割が避難指示
解除準備区域にも含まれている。一方、葛尾村及び楢
葉町は被災時人口ベースでほぼ大半が避難指示区域に
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表-Ⅳ.9.2.2.1 各原発事故被災自治体における避難指示
区域別の被災時人口の割合
避難指示区域
帰還困 居住制 解除準
難区域 限区域 備区域
6,237
0
255
双葉町
96.1%
0%
3.9%
10,571
362
23
大熊町
96.5%
3.3%
0.2%
4,273
8,821
1,319
富岡町
29.6%
61.2%
9.2%
274
5,192
784
飯舘村
4.4%
83.1%
12.5%
3,343
8,260
7,902
浪江町
17.1%
42.3%
40.5%
118
64
1,329
葛尾村
7.8%
4.2%
88.0%
0
0
7,525
楢葉町
0%
0%
99.3%
2
510
12,238
南相馬市
0%
0.8%
18.8%
0
58
276
川内村
0%
2.1%
9.8%
0
127
1,077
川俣町
0%
2.1%
9.8%
0
0
351
田村市
0%
0%
0.9%

小計
6,492
100%
10,956
100%
14,413
100%
6,250
100%
19,505
100%
1,511
100%
7,525
99.3%
12,750
19.6%
334
11.90%
1,204
11.9%
351
0.9%

避難
指示
区域外
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0.00%
50
0.7%
52,425
80.4%
2,475
88.1%
13,882
88.1%
39,645
99.1%

含まれるが、区域の指定は大半が避難指示解除準備区
域である。その他の市町村は、避難指示区域が行政区
域の一部分のみで、かつ区域の指定は避難指示解除準

総計

備区域となっている。

6,492
100%
10,956
100%
14,413
100%
6,250
100%
19,505
100%
1,511
100%
7,575
100%
65,175
100%
2,809
100%
15,086
100%
39,996
100%

このように、原発事故被災自治体ごとに、避難指示
区域の設定状況
（被災時人口の割合）
は大きく異なり、
これにより帰還や復興が可能となる見込み時期も異な
る。
2) 原発災害公営住宅への入居希望と希望市町村
全域が避難指示区域に含まれ、特に長期の避難を強
いられる５町村（双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、
浪江町）の避難者に対して、県が中心となり、当該町
村区域外の県内に原発災害公営住宅の整備が進められ
ている。
整備戸数は、復興庁・福島県・原発事故被災自治体
の共同により毎年度実施されている
「住民意向調査
（以
下「意向調査」という。
）
」の分析に基づき算定されて
いる。

出所：平成 22 年国勢調査（総務省）、経済産業省資料をもとに作成
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図-Ⅳ.9.2.2.1 原発災害公営住宅への入居希望世帯の世帯主年齢別の割合
出所：平成 25 年度実施の第２回住民意向調査（復興庁・福島県・各原発事故被災自治体）の結果をもとに作成
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双葉町

双葉町
756

50

1,843
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【平成 26 年 5 月 1 日現在の避難者の状況
全避難者数：7,032 人（所在不明等を除く）
福島県内避難者数：4,026 人（全避難者の 57.3％）
福島県外避難者数：3,006 人（全避難者の 42.7％）
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251

第２回意向調査による
原子力災害公営住宅の
入居希望世帯： 377 世帯

図-Ⅳ.9.2.2.2 「双葉町」における原発災
害公営住宅入居希望者の希望先
市町村（左図）と避難者の主な避難
先市町村（右図）

※図中の数字は避難人数

※図中の数字は希望世帯数

出所：左図は第２回住民意向調査（復興庁・福島県・各原発事故被災自治体）、右図は各町村のホームページ上の避難者データをもとに作成。図-Ⅳ.9.2.2.3～図-Ⅳ.9.2.2.6 も同様。
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【平成 26 年 5 月 1 日現在の避難者の状況】
全避難者数：10,887 人（所在不明等を除く）
福島県内避難者数：8,278 人（全避難者の 76.0％）
福島県外避難者数：2,609 人（全避難者の 24.0％）
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大熊町

931

図-Ⅳ.9.2.2.3 「大熊町」における原
発災害公営住宅入居希望者の
希望先市町村（左図）と避難者
の主な避難先市町村（右図）
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第２回意向調査による
原子力災害公営住宅の
入居希望世帯： 2,065 世帯
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【平成 26 年 5 月 1 日現在の避難者の状況】
全避難者数：15,365 人（所在不明等を除く）
福島県内避難者数：10,968 人（全避難者の 71.4％）
福島県外避難者数： 4,397 人（全避難者の 28.6％）
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【平成 26 年 4 月 30 日現在の避難者の状況】
全避難者数：21,071 人（所在不明等を除く）
福島県内避難者数：14,668 人（全避難者の 69.6％）
福島県外避難者数： 6,403 人（全避難者の 30.4％）
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11

図-Ⅳ.9.2.2.4 「富岡町」における原
発災害公営住宅入居希望者の
希望先市町村（左図）と避難者
の主な避難先市町村（右図）
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※図中の数字は希望世帯数

図-Ⅳ.9.2.2.5 「浪江町」における原
発災害公営住宅入居希望者の
希望先市町村（左図）と避難者
の主な避難先市町村（右図）

※図中の数字は避難人数

3,803

600
436

132
飯舘村

62

飯舘村

50

554

5

【平成 26 年 5 月 1 日現在の避難者の状況】
全避難者数：6,697 人（所在不明等を除く）
福島県内避難者数：6,208 人（全避難者の 92.7％）
福島県外避難者数： 489 人（全避難者の 7.3％）

370

図-Ⅳ.9.2.2.6 「飯舘村」における原
発災害公営住宅入居希望者の
希望先市町村（左図）と避難者
の主な避難先市町村（右図）

第２回意向調査による
原子力災害公営住宅の
入居希望世帯： 264 世帯
※図中の数字は希望世帯数

※図中の数字は避難人数
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2) 原発災害公営住宅への入居希望と希望市町村

表-Ⅳ.9.2.2.2 県復興公営住宅整備計画での整備戸数

全域が避難指示区域に含まれ、特に長期の避難を強
いられる５町村（双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、
浪江町）の避難者に対して、県が中心となり、当該町
整備先の市町村

村区域外の県内に原発災害公営住宅の整備が進められ
ている。
整備戸数は、復興庁・福島県・原発事故被災自治体
の共同により毎年度実施されている
「住民意向調査
（以
下「意向調査」という。
）
」の分析に基づき算定されて
いる。
図-Ⅳ.9.2.2.1 は平成 25 年度の第２回意向調査の結
果に基づき、５町村ごとの原発災害公営住宅への入居

全整備戸数
福島市
会津若松市
郡山市
いわき市
二本松市
南相馬市
川俣町
三春町
田村市、本宮市、桑折町
大玉村、川内村 他

第一次整備計画 第二次整備計画
（H25 年 6 月） （H25 年 12 月）
3,700 戸
4,890 戸
170 戸
430 戸
100 戸
100 戸
390 戸
570 戸
1,800 戸
1,760 戸
340 戸
410 戸
900 戸
170 戸
220 戸
830 戸

400 戸

表-Ⅳ.9.2.2.3 避難元自治体と原発災害公営住宅の

希望世帯の割合を世帯主年齢別に示したものである。

整備先の受入自治体との対応関係

町村によって入居希望割合には差異があるが、全体的
な傾向をみると、
「入居希望」は約２割、
「希望しない」

福島市
会津若松市
郡山市
いわき市
白河市
二本松市
田村市
南相馬市
本宮市
桑折町
川俣町
大玉村
三春町
広野町
計受入自治体数

は約４割、
「現時点で決められない」
が約４割弱となる。
一方、世帯主年齢別にみると、いずれの町村でも年齢
が高くなるにつれ「入居希望」の割合が大きくなる傾

整備先の市町村

向にある。入居希望者は高齢者が中心となることが予
想される。
次に、５町村ごとに、原発災害公営住宅への入居希
望者が希望する整備箇所（整備先の市町村）と、避難
者の現在の避難先（市町村）との関係を図示したのが
図-Ⅳ.9.2.2.2～図-Ⅳ.9.2.2.6 である。
各左図で、原発災害公営住宅を希望する市町村をみ
ると、
「双葉町」では同じ浜通り地域の都市部であるい
わき市が圧倒的に多く、ついで郡山市、南相馬市、白
河市となる。
「大熊町」もいわき市が圧倒的に多く、つ

原発事故被災自治体（避難元自治体）
富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 飯舘村
○
○
○
○
◎
○
◎
○
○
◎
◎
◎
○
◎
◎
◎
◎
○
○
◎
○
○
○
○
◎
○
◎
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
○
◎
◎
◎
○
○
○
○
○
9
11
9
12
4

「福島県復興公営住宅整備計画」を策定している。

いで郡山市、会津若松市が多い。
「富岡町」もいわき市

第２回意向調査を経て策定された「第二次整備計画

が圧倒的に多いが、中通り地域の郡山市やその周辺の

（H25 年 12 月 26 日公表）
」での整備戸数を示したの

大玉村、三春町でのニーズも高い。
「浪江町」は南相馬

が表-Ⅳ.9.2.2.2 である。福島県全体で 4,890 戸の整備

市が最も多いが、いわき市、福島市、二本松市などに

が予定されており、整備先の市町村をみると、いわき

希望地が分散傾向にある。一方、
「飯舘村」は福島市が

市に最多の 1,760 戸が予定されており、ついで南相馬

最も多くなり、ついで隣接する「南相馬市」や「川俣

市の 900 戸、郡山市の 570 戸、福島市の 430 戸の順

町」など県北地域でのニーズが大きい。

となる。

こうした５町村ごとの原発災害公営住宅の整備希望

また、整備先の市町村に対する意向を踏まえて、各

先の市町村の傾向は、５町村の県内避難者が現在避難

市町村に整備される団地ごとに主な入居対象となる原

している市町村の分布と密接に関係している
（各右図）
。

発事故被災自治体が示されている。表-Ⅳ.9.2.2.3 は原

原発災害公営住宅の希望者は、現在自らが避難してい

発事故被災自治体と原発災害公営住宅の整備先の市町

る自治体や自町村民の避難者の多い自治体内での整備

村との対応関係を示している。表中、◎は特にまとま

を強く希望している状況が読み取れる。

った数の入居者が想定され、原発事故被災自治体と整
備先の市町村との間で避難者に対する行政サービス提

3) 福島県における原発災害公営住宅の整備計画

供に関する個別協議を実施している関係を示している。

意向調査の結果を踏まえて、福島県では原発災害公
営住宅の整備方針や市町村別の整備戸数等を定めた
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4) 原発災害公営住宅の整備の現状

の県による整備分を示している。全計画戸数 4,890 戸

第二次整備計画をベースとして、平成 26 年度、27

のうち県営住宅としての整備は 4,485 戸（63 団地）で

年度の意向調査の結果を踏まえつつ、整備先自治体内

あり、残り 405 戸（18 団地）は市町村営住宅である。

の計画敷地において具体的な原発災害公営住宅の整備
（計画・建設）が進められている。表-Ⅳ.9.2.2.4 に整

（２）原発災害公営住宅の入居者に対する生活支援の

備先の各市町村の最新（平成 28 年 3 月末時点）の計

提供の現状・課題と提供スキームの提案

画戸数と平成 28 年度末の整備（予定）戸数について、

高齢者を中心とした原発災害公営住宅の入居者が、

復興庁公表の住まいの復興工程表に基づき整理した結

地域での長期避難生活を送るためには、原発災害公営

果を示す。

住宅の供給に加え、入居者の地域での暮らしの安心を

なお、複数の原発事故被災自治体の避難者を受け入

支える生活サポートの提供が必要不可欠となる。
特に、

れる原発災害公営住宅は福島県営住宅として整備され

新たな入居者間での自治会の結成や、団地内居住者間

るが、単一の原発事故被災自治体の避難者のみを受け

及び周辺の地域住民との間のコミュニティ形成が重要

入れる場合は、当該被災自治体と受入自治体との個別

な課題となる。また、入居者は特に高齢化率が高いこ

協議により、
（原発事故被災自治体又は受入自治体の）

とが予想されることから、入居者個々に対する見守り

市町村営住宅として整備することになる（表 -

や介護予防等の生活支援（サポート・サービス）につ

Ⅳ.9.2.2.5）
。表-Ⅳ.9.2.2.4 に全体整備戸数とそのうち

いて、仮設住宅等で提供されていたしくみを原発災害
公営住宅にいかにスムーズに移行させるかが課題とな

表-Ⅳ.9.2.2.4 原発災害公営住宅の整備計画と進捗状況

る。

（計画戸数は平成 28 年 3 月末現在、整備済戸数は平成 28 年度末予定）

整備先の市町村

福島市
会津若松市
郡山市
いわき市
白河市
二本松市
田村市
南相馬市
本宮市
桑折町
川俣町
大玉村
三春町
広野町
川内村
計整備戸数

全体整備戸数
計画 団地 整備済
戸数 数 戸数
475
7
345
134
6
134
570 17
570
1,768 19
578
40
2
40
346
4
270
18
1
18
927
5
927
61
6
61
64
2
64
120
2
120
67
4
67
217
3
217
58
1
0
25
2
25
4,890 81 3,436

1） 自治会の結成及びコミュニティ形成に対する取組

うち県による整備
計画 団地 整備済
戸数
数
戸数
452
6
322
134
6
134
570
17
570
1,768
19
578
40
2
40
346
4
270
18
1
18
927
5
927
0
0
0
0
0
0
80
1
80
0
0
0
92
1
92
58
1
0
0
0
0
4,485
63 3,031

みと課題
福島県では、原発災害公営住宅の入居募集にあたっ
て「グループ枠」を設定し、２世帯以上でのグループ
による申込を可能とすることで、気心の知れた友人同
士や分離した家族等がまとまった入居できる工夫をし
ている。
しかし、新たな地域での長期の生活の安心を確保す
るためには、限られた者同士の関係にはよらない、多
様な住民間のコミュニティや、周辺の以前から住んで
いる地域住民とのコミュニティを育んでいくことが課
題となる。
このため、福島県では、原発災害公営住宅に「コミ
ュニティ交流員」を配置して対応を進めている。
① コミュニティ交流員の制度概要

出所：住まいの復興工程表（復興庁・平成 28 年 5 月 20 日公表）をもとに作成

コミュニティ交流員は、福島県内の原発災害公営住宅

表-Ⅳ.9.2.2.5 原発災害公営住宅の整備主体の考え方
整備主体
条件
①福島県
・原発事故被災自治体
【県営住宅 からの要請により、
として整 複数の原発事故被災
備】
自治体の避難者を入
居させる住宅の整備
を行う場合
②市町村
・原発事故被災自治体
【市町村営 と受入自治体の間の
住宅とし 合意で、要請した原
て整備
（県 発事故被災自治体の
による代 避難者のみを入居対
行整備あ 象とした住宅の整備
り）
】
を行う場合

を対象に配置され、その業務は原発災害公営住宅の団

イメージ
原発被災自治体
Ａ町

受入自治体

地自治体の立ち上げ、交流活動の支援が中心である。

Ｄ市

見守り・生活相談等を担う生活相談支援員（社会福祉

団地①
Ｂ町

づくりを進めている。具体的な支援体制は表-

県営住宅として整備

原発被災自治体
Ａ町

個別協議・合意
Ｂ町

協議会）とも連携しつつ、生活拠点でのコミュニティ

団地②

Ｃ村

Ⅳ.9.2.2.6 に示す３層体制による。コミュニティ交流

受入自治体
Ｄ市
団地①

員は、原発災害公営住宅 100 戸につき 2 名程度の割合

Ｅ町

で配置される。担当団地制ではあるが、各担当団地に

団地②

常駐するのではなく、各地域に活動拠点の事務所を設

個別協議・合意
市町村営住宅として整備

け、そこから各団地を巡回訪問し、団地集会所（原発
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表-Ⅳ.9.2.2.6 コミュニティ交流員の配置と役割
コミュ
ニティ
交流員

スーパ
ーバイ
ザー
（ＳＶ）

全体総
括

配置
・ 復興公営住
宅 100 世帯に
２人程度のコ
ミュニティ交
流員を配置。
・各コミュニティ
交流員は、担
当団地制。
・コミュニティ交
流員10人に１
名程度のＳＶ
を配置
・各ＳＶは担当
エリア制。

・1 名配置

災害公営住宅には、規模にかかわらず原則集会所を併

主な役割
・復興公営住宅入居者同士、周辺
の避難者、地域住民とのコミュニ
ティづくりに向けた交流活動の支
援
・イベントの企画・運営
・コミュニティ情報の発信
・交流活動を通じた復興公営住宅
入居者への見守り活動
・コミュニティ交流員の業務内容に
関する指導・監督
・交流活動への参画と交流員に対
する助言
・交流員間の連携や情報共有を図
るための企画・実施
・地域の課題解決に関する市町村
や関係団体等との連絡調整
・業務全体の進度管理（統括）
・SV 及びコミュニティ交流員の業務
に関する指導・監督
・SV 及びコミュニティ交流員の研修
計画の立案・実施
・市町村や関係団体等との連携に
関する全体調整

設）を活用するなどして活動する。
なお、コミュニティ交流員の配置にかかる予算は、
「コミュニティ復活交付金（福島再生加速化交付金）
」
の基幹事業である「被災者生活支援事業」を活用して
いる。
② 初動期の自治会結成・コミュニティ形成の取組の流
れ
コミュニティ交流員による入居者間の交流、自治会
の立ち上げ・町内会への加入の支援プロセスについて
調査した。標準的なプロセスは図-Ⅳ.9.2.2.7 のように
なる。
③ コミュニティ交流員の取り組みの工夫と課題
コミュニティ交流員は、②で示したプロセスを基本
としつつ、各団地の特性等を踏まえた創意工夫による
取り組みを行っている。そこで、既に入居が始まって
いる団地の中から立地・規模等の点で対照的な団地と
して、既成市街地内に立地する小規模団地（会津若松
市年貢町団地・古川町団地）と、既成市街地縁辺部に

入居者決定

立地する大規模団地（いわき市下神白団地）の２タイ

入居前説明会の開催：福島県建設管理事務所主導で入居者を集
め、団地の入居ルール等の説明

プを取り上げ、担当のコミュニティ交流員にヒアリン

a） 入居前交流会の開催：コミュニティ交流員主催
【開催目的】
・入居は抽選による決定の場合が多いため、入居者同士の交流
がスムーズとなるよう、自己紹介・顔合わせの場を設ける
・団地の自治会立ち上げの準備を行う（自治会役員になりそうな
キーマンへの発掘・声掛け。自治会立ち上げの下地づくり）

者のコミュニティ形成に係る取組みの工夫点や今後の

グ調査を行い（平成 28 年 1 月）
、自治会の結成や入居
課題について整理した。その概要を表-Ⅳ.9.2.2.7 に示
す。
a）入居前交流会の開催
仮設住宅とはまた入居者が異なることから、新しい
コミュニティづくりが必要となる。そこで、入居者同

入居開始
b) 団地管理人等の選出
・交流会を通じて、コミュニティ交流員
は入居者同士の交流支援に加え
て、団地管理人、会計、駐車場管理
人（団地管理人等）の適任者を選出
し、依頼等をする
c) 団地管理規約等の策定支援
・団地管理人等が中心となり団地の
管理規約等を策定。コミュニティ交
流員が策定支援（集会所の管理規
約、清掃事務等の規約策定）
e) 団地自治会の結成
f) 地元町内会への加入
・団地自治会単位で町内会に加入、
組長の選出。
（コミュニティ交流員が支援）

士の自己紹介の場として入居前交流会を昼食会形式で
d) 集会所で定期的な
交流の場の開催
（お茶会・交流会）
・コミュニティ交流員
が主導で、定期的に
入居者を集め、お茶
会・交流会を開催

開催し、交流のきっかけづくりをする。また、交流会

↓

らに、周辺の生活利便施設（最寄品、病院等）の情報

では各入居者の地元自治体の生活支援相談員にも参加
してもらい、従前の住まい（仮設住宅等）の人間関係
の継承に配慮するなどの工夫を行っている。被災当時
から関係の深い生活支援相談員がいることが新たな生
活での安心感を高めることにつながるためである。さ
をとりまとめた冊子の配布や入居後に近隣住民とトラ

・自治会や住民主導
による交流活動へ
の移行を支援

ブルになりやすいごみの分別方法等のルールの説明を
している。これらの取り組みは各地域・団地に共通で
ある。
b） 団地管理人等の選出
自治会の立ち上げ前に、コミュニティ交流員が早い
時期に団地管理人、会計、駐車場管理人（以下「団地

自治会や住民同士の自発的な交流・コミュニティ活動の展開

管理人等」という。
）を選定している。避難元自治体の

図-Ⅳ9.2.2.7 コミュニティ交流員による初動期支援の流れ

推薦又は入居前説明会の状況を踏まえ、被災前の地域
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表-Ⅳ.9.2.2.7 団地タイプに応じたコミュニティ交流員の取り組みの工夫と課題（平成 28 年 1 月現在）
タイプ１：既成市街地内に立地する小規模団地
（会津若松市：年貢町団地 50 戸、古川町団地 20 戸）
入居者 ・古川町団地：大熊町12 世帯、浪江町4 世帯、富岡町3 世帯、双葉町
の被災 3 世帯。
自治体 ・年貢町団地１号棟：大熊町３７世帯、浪江町 2 世帯、空室１戸。
・年貢町団地 2・3 号棟：大熊町 4 世帯、浪江町１世帯、富岡町 2 世帯
現状と 小規模団地
主な取
組み
古川町団地

タイプ２：既成市街地の縁辺部に立地する大規模団地
（いわき市：下神白団地 200 戸）
・1・2 号棟：富岡町
・3 号棟：大熊町
・4・５号棟：浪江町
・6 号棟：双葉町と浪江町が混住
周辺の町内会規模をしのぐ大規模団地
復興公営住宅の横に
市の災害公営住宅が立地

下神白団地

いわき市
災害公営住宅

年貢町団地

周辺には既存町内会が存在

周辺には既存町内会が存在

課題

・各団地と規模が小さいため、団地単位で自治会を組織せず、町内
会に（団地が）一つの組として加入。
・入居当初から町内会の受入体制は良好で、入居開始前の交流会
に地域の役員を招くなど、初動期の交流会を通じて入居者同士の
コミュニティを形成。入居後も地元町内会との交流活動も活発。
・古川町団地は 20 戸のため集会所が設置されず、交流活動は年貢
町団地の集会所の活用や、古川町団地の駐車場等を活用（古川町
団地で集会所を設置されてないことは団地住民の大きな課題）。
・見守りは大熊町社協（大熊町民対象）、会津若松市社協（他の町村
は委ねている）。
・介護予防活動は年貢町の集会所で大熊町の健康体操を実施（古川
町では集会所が無いため未実施）。

・大規模団地であり、住棟・入居自治体単位で４自治会（1・2 号
棟、3 号棟、４・5 号棟、6 号棟ごと）を設立するが、うち１自治
会は未結成。全自治会の結成後に町内会への加入を協議す
るが、周辺の既存町内会をしのぐ大規模な自治会規模である
ため、地元の町内会への受入には時間を要する見込み。
・交流員や住民の有志による集会所を活用したイベントは頻繁
に開催。
・見守り活動は各町村の社協、浪江町は相双保健事務所が実
施。介護予防活動は、集会所で相双保健事務所と生協で介
護体操を実施。
・市営の災害公営住宅との交流は個人ベースではあるが、組
織的には行われていない。

・高齢化が進む中で、自治会機能の維持。
・集会所の整備されていない団地での住民交流の場の確保、住民
の主体的活動による持続的なコミュニティ活動の展開。

・自治会の未結成の住棟での自治会の立ち上げ、団地全体の
連合自治会の結成と、周辺の既存町内会との交流・加入。
・住民の主体的活動による持続的なコミュニティ活動の展開。

や仮設住宅で役員等の経験のある人、フットワークの

定等の支援をしている。

軽い人等を選んで依頼している。また、集会所の鍵の

d) 集会所で定期的な交流の場の開催

管理を団地管理人だけに委ねず、県建設事務所の了解

交流会のイベントは、現在はコミュニティ交流員が

を得てスペアキーを複製して他の役員も保管するなど

企画して月１回程度の頻度で行われている。多様な仕

して、団地管理人の役職の負担を軽減し、団地管理人

掛けにより、交流を促すための工夫が行われている。

になりやすい工夫をしている。これらの取り組みにつ

例えば、地域の町内会会長に参加してもらい、入居者

いても各地域・団地に共通である。

が地域と接点を持てる工夫をしている。また、地域の

c) 団地管理規約等の策定支援

小中学校の活動の発表会等を集会所で開催し、子供達

団地共用部分（住棟共用廊下や敷地内）の清掃ルー

だけでなく、その父母（地域住民）にも参加してもら

ル等の団地管理規約のひな型をコミュニティ交流員が

うなど、多世代交流の場を設けるなどの工夫をしてい

作成し、団地管理人等による団地管理規約の作成を支

る。さらに、入居者間の交流だけでなく、地元や避難

援している。

元の関係機関にも声掛けし、情報共有する機会づくり

地域で異なる規約の内容として、会津地域での冬季

をしている。特に仮設住宅の入居時から関係がある団

の除雪作業がある。高齢化が進行する中で住民による

体（見守り・生活相談活動をしている社会福祉協議会

除雪が困難な場合は、同作業をアウトソーシングする

等）に参加してもらうことで、新しい団地での困り事

こととし、コミュニティ交流員が地元建設業者に除雪

等の相談をしやすくする工夫をしている。

費の見積作成を依頼し、委託業者の選定・共益費の設

上記の取り組みは各地域・団地に共通の取り組みで
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あるが、お互いの顔の見えにくい大規模団地では、交

擁立したうえで、町内会との交流を進める等のプロセ

流会の参加者の名札を作成（避難元の町村名や住棟毎

スを、既存町内会に説明をして、団地との関係づくり

に色分け）し、交流会に参加する者同士が顔と名前を

に理解を得る努力をしている。

覚えやすくしている。またその前提として、コミュニ

2） 高齢者等の見守り・介護予防等の生活支援の提供

ティ交流員は、イベント案内の戸別訪問時に、入居者

スキームに関する調査整理

の顔や名前、部屋番号を整理するともに、交流会への

原発災害公営住宅の入居者の居住の安定に向けては、

参加の促しや緊急時に備えて、入居者の交友関係を把

自治会の立ち上げ等を通じたコミュニティの形成に加

握するよう努めている。

え、高齢者が中心となる入居者個々に対する生活支援

なお、交流会の開催については、集会所の併設され

（見守りや介護予防サービス等）
の提供が必要となる。

ていない団地での課題が大きい。原発災害公営住宅で

避難者が広域化し、原発被災自治体の福祉資源も乏し

は規模によらず集会所の併設を原則としているが、周

い中で、これらの支援を効率的に提供することが課題

辺に既存の集会所等がある場合は併設されてないケー

となる。

スもある。周辺団地での集会所で合同の交流会の開催

そこで、避難が最も拡散・広域化している（図-

が行われたりしているが、冬期間では住民の足が遠の

Ⅳ.9.2.2.5 参照）浪江町を対象とし、生活支援の提供

くなど、コミュニティ交流に支障を来すことが危惧さ

スキームに関する調査・整理を行った。具体的には、

れている。

浪江町及び各避難先市町村の福祉資源の実態や課題等

e） 団地の自治会の結成

の調査整理を行い、浪江町民の入居予定の原発災害公

入居者に自治会の結成の必要性を認識してもらうた

営住宅の立地市町村ごとの生活支援の提供スキームの

め、コミュニティ交流員が、町内会や組長の役割、町

検討・提案を行った。

内会の仕組み、町内会加入の利点、費用負担等につい

① 浪江町の避難状況

て整理した資料を作成し、支援をしている。

浪江町は全人口約 2.1 万人が全町避難し、町役場機

なお、自治会が結成された中程度（50 戸程度）の規

能を二本松市に移転している。約７割が県内に避難し

模の団地（会津若松市年貢町団地）では、将来的に入

ており、県内の避難先は、中通り（福島市、二本松市、

居者の高齢化がいっそう進行することが予想される中

郡山市、本宮市等）と浜通り（いわき市、南相馬市等）

で、自治会機能の維持が課題である。一方、避難元の

を中心に拡散している（図-Ⅳ.9.2.2.8）
。応急仮設住宅

単位で入居する住棟ごとに自治会を結成する大規模団

は、福島市、二本松市、本宮市の中通り北部に集中し

地の場合（いわき市下神白団地）
、団地全体の連合自治

ている（図中、青丸表示）
。

会の結成（どの自治体が連合自治会長の役割を担うの

② 浪江町における福祉資源の実態及び課題

かなど）が次の課題である。

応急仮設住宅においては、高齢者等の生活サポート
をするために有効な施設として「高齢者等サポート拠

f） 地元町内会への加入の工夫
団地の自治会が結成されると、地域での交流に向け

点」の設置が推奨されている（
「応急仮設住宅地域にお

て地元町内会への加入が一般的な流れとなる。

ける高齢者等のサポート拠点等の設置について」
（厚生

ただし、表-Ⅳ.9.2.2.7 のタイプ１に示した小規模な

労働省老健局振興課・平成 23 年 4 月 19 日付事務連

原発災害公営住宅団地の場合
（会津若松市古川町団地）

絡）
）
。

は、団地単位での自治会結成と町内会への加入は二重

浪江町民の入居している応急仮設住宅では５カ所

構造になり、住民の負担になるため、団地自治会を立

（二本松市内２カ所、本宮市・福島市・桑折町内に各

ち上げず、町内会に加入するなど、団地の状況に応じ

1 カ所）に「高齢者等サポートセンター」が設置され

た対応を行っている。この場合、入居前交流会の時点

ている。そこで、各高齢者等サポートセンターの事業

で、町内会長に参加してもらい、町内会に加入するメ

主体に対して、運営の状況、サービス提供内容、原発

リットを説明してもらうことで、町内会への加入の意

災害公営住宅が整備された場合のサービス提供等の継

識を高める工夫をしている。

続化の意向等について調査した（平成 26 年度）
。その

一方、タイプ２に示したような、団地自治会が既存

結果を表-Ⅳ.9.2.2.8 に示す。

の町内会の規模をしのぐ大規模団地の場合は、町内会

原発災害公営住宅へのサービス提供の継続化の意向

との交流には時間を要しがちである。このため、団地

について示す。社会福祉法人博文会は、中通り地域で

内の各自治会をまず立ち上げ、団地の連合自治会長を
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は有能なスタッフ確保の問題等により事業化の課題が
あるが、事務所機能のあるいわき市内では、継続的な
支援（デイサービス、交流機能の提供等）が可能であ
るとの意向を得た。NPO 法人 ＪＩＮについては、現
在のサポートセンター機能を維持することで、中通り
地域に整備される原発災害公営住宅の入居者への支援
が可能であること、南相馬市内に整備される原発災害
公営住宅の入居者に対しては、NPO の本部機能を拠
点に支援が可能であるとの意向を得た。
一方、浪江町の社会福祉協議会では現在、28 名の生
活支援相談員を配置して避難者の見守りを行っている。
配置の拠点は二本松市（17 名）
、福島市（8 名）
、南相
馬市（3 名）であり、各拠点から巡回訪問している。
仮設住宅、借上げ住宅、原発災害公営住宅の全世帯に
まず１回訪問をして状況把握をした上で、その後は基
本的に 65 歳以上の高齢者、独居者（年齢不問）
、継続
訪問が必要と思われる世帯（健康面での問題のある者
等）
を対象に定期的な見守り訪問を行っている。
なお、
いわき市には町の生活支援相談員を配置していないた

図-Ⅳ.9.2.2.8
浪江町の避難
状況

め、日本赤十字や県双相保健福祉事務所に訪問活動を
依頼している。
また、避難者に対する介護予防サービスとして、各

（平成 26 年
11 月 30 日現在・
浪江町公表値）

表-Ⅳ.9.2.2.8 浪江町の高齢者等サポートセンターの運営実態等（平成 27 年 1 月末現在）
名称 浪江町サポートセンター
安達（二本松市）

浪江町サポートセンター
桑折町（桑折町）

浪江町サポートセンター
杉内（二本松市）

浪江町サポートセンター
本宮（本宮市）

浪江町サポートセンター
福島（福島市）

（写真なし）

運営 社会福祉法人 博文会
社会福祉法人 博文会
主体 ・浪江町で居宅介護事業所を中心に福祉事業を展
開。いわき市で病院も経営。
・避難により現在、いわき市に事務所機能を置き、仮
設特別養護老人ホームを開設。
提供 ・介護：デイサービス、訪 ・介護：デイサービス、訪
問介護
サー 問介護
ビス ・介護予防：体操教室、い ・介護予防：体操教室、い
きがいデイ
きがいデイ
・子育て：学童保育
・子育て：学童保育
・生活支援：総合相談
・生活支援：総合相談
・コミュニティ：サロン
・コミュニティ：サロン
職員 ・13名（常勤12名、非常勤 ・9 名（常勤 8 名、非常勤 1
名）
体制 1 名）。
・専門職：准看護師、栄養 ・専門職：准看護師、栄養
士、介護福祉士
士、介護福祉士
意向 ・中通りでは、有能なスタッフ確保が課題。事務所機
能のあるいわき市内の原発災害公営住宅について
は、支援が可能（デイサービス、交流機能の提供等）

ＮＰＯ法人 ＪＩＮ
ＮＰＯ法人 ＪＩＮ
ＮＰＯ法人 ＪＩＮ
・平成 17 年に NPO 法人を設立し、浪江町で高齢者・障害者・子供を対象としたデ
イサービス事業、障害者のリハビリ事業を展開。
・避難により現在、南相馬市に事務所機能を置き、障害者の就労支援動の場とし
て、南相馬市、浪江町でサラダ農園を開設。
・介護：デイサービス（平 ・介護：なし
・介護：デイサービス
・介護予防：体操教室
成 25 年まで）
・介護予防：体操教室
・子育て：学童保育
・子育て：一時保育、学童 ・介護予防：体操教室
・生活支援：総合相談
・子育て：学童保育
保育
・生活支援：総合相談、見 ・生活支援：配食（平成 25 ・コミュニティ：サロン
年まで）
守り
・コミュニティ：サロン
・コミュニティ：サロン
・5 名（常勤 5 名）。
・15 名（常勤 9 名、非常勤 ・6 名（常勤 6 名）。
・専門職：看護師、健康運 ・専門職：看護師、健康運
6 名）、専門職：准看護
動指導士
師、社会福祉士、理学療 動指導士、栄養士
法士、介護支援相談員
・杉内・本宮のサポートセンター機能は、二本松市内の原発災害公営住宅に併設
される高齢者施設に移行し、事業展開が可能。NPO の本部機能の南相馬市を
拠点に、南相馬市に整備される原発災害公営住宅への支援が可能。
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種主体と連携して、福島市、二本松市等の地域集会所

い状況において、効率的で良質なサービス提供のしく

を活用して、
健康体操教室、
サロン等を実施している。

みづくりが課題である。
④ いわき地域での４町連携に

③ 受入自治体における福祉資源の実態及び課題

よる介護予防事業

福島県内の各自治体における高齢者等の見守り、生

上記の課題を踏まえ、いわき市への避難住民が多い

活相談等の生活支援を強化するため、福島県では、平

浪江町、富岡町、大熊町、双葉町では、平成 27 年度

成 27 年度より「生活支援相談員」を 400 名に倍増し、

後半より「４町連携による介護予防事業」を実施して

各市町村の社会福祉協議会に派遣することとした。そ

いる。各町とも介護職員の不足等により、介護予防の

の一方で、原発避難者等の受入自治体における原発災

体操教室等を頻繁に開催することは難しい状況にあり

害公営住宅の入居者に対する生活支援については、福

（せいぜい月１回程度）
、
効果的な介護予防につながら

島県の調整下で、表-Ⅳ.9.2.2.9 に示す方針が定められ

ないことが危惧されている。このため、４町が連携・

た。

補完しあいながら、各町の既存の福祉資源を有効活用

すなわち、原発事故による避難者に対しては、
「原発避

し、避難者に対して介護予防サービスを受ける機会を

難者特例法」に基づく行政サービスの提供として、避

拡大するため事業が開始された。各町が開催する介護

難者の受入自治体の社会福祉協議会等が中心となって

予防教室に他町の避難者も参加可能とするものである。

生活支援サービスを提供することを基本としているが、

費用は開催自治体が負担することとし、県双相保健福

いわき市、南相馬市ではその例外である。両市では、

祉事務所いわき出張所が企画・連絡、各町の避難者へ

自市住民の被災者も多く、介護職の避難・流出等によ

の開催通知、参加申込の窓口等の調整機能を担ってい

り、他町村からの避難者に十分な福祉サービスの提供

る（図-Ⅳ.9.2.2.9）
。

ができないのが実状である。このため、避難元の原発

運用上の課題として、当初、避難者の中には他町主

事故被災自治体が主体となって福祉サービスを提供す

催の教室へは参加しづらいと感じる者が少なくないこ

る必要があるが、避難者が広域化し、福祉資源の乏し

とが指摘された。そのため現在、開催案内や申し込み
時に、友人等にも声を掛けて一緒に参加することを勧

表-Ⅳ.9.2.2.9 原発災害避難者に対する生活支援の提供

める、避難元の町の職員やボランティアが同行して参

の考え方

加する等の工夫がされている。各町の壁を越えて参加

状況・課題等
対応
中通りの ・自市町村の被災者が ・受入自治体で、原発災害
公営住宅の入居者等の介
相対的に少ないた
市町村
（福島市、 め、原発避難者に対 護予防、見守り・生活相談
するサービス提供を 等のサービスを提供（原発
郡山市、
避難者特例法に基づく行
二本松市 行うことは可能
政サービスの提供）
他）
いわき市 ・自市町村の被災者が ・避難元の自治体が主体と
なって、原発災害公営住
南相馬市 相対的に多いため、
原発避難者に対する 宅の入居者等の介護予
防、見守り・生活相談等の
サービス提供を行う
サービスを提供（原発避難
ことは不可能（人的
者特例法の適用外）
資源の不足等）
浪江町
①企画

富岡町

大熊町

しやすい環境づくりや、主体となる住民ボランティア
の育成を行うとともに、４町連携のしくみを原発災害
公営住宅の地域に円滑に移行していくことが今後の課
題となっている。
⑤ 福島県双相保健福祉事務所いわき出張所の役割
県双相保健福祉事務所いわき出張所は、いわき市内
に整備された原発災害公営住宅の入居者に対して「個
別支援（家庭訪問）
」と「集団支援（健康教育）
」を行
っている。
個別支援は、いわき市内に生活支援相談員を配置し
ていない浪江町の依頼を受けて、保健士と看護師が対

双葉町 【福祉部局】

象者の住宅を個別訪問するものである。一方、集団支

④参加者連絡

援は、災害公営住宅の集会所で、看護師が健康講話を

福島県双相保健福祉事務所いわき出張所 ＜調整窓口＞
②開催通知

浪江町
地域の
集会所等で
事業実施

図-Ⅳ.9.2.2.9

富岡町

行い、いわき市のシルバーリハビリ体操指導士と連携

③参加申込

大熊町

双葉町

して介護予防体操等の健康支援を行うものである。
⑥ 原発災害公営住宅への生活サポートの提供スキー

【避難者】

ムの整理・提案
浪江町及び受入側自治体それぞれの福祉資源には

他町の避難者も参加可能
（費用は開催自治体が負担）

様々な制約があるなかで、原発災害公営住宅の入居者

４町連携による介護予防事業のスキーム

の居住の安定を確保するためには、既存の資源をうま
く組み合わせて活用していく必要がある。前記の調査
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での福祉資源の実態や福祉事業者の意向等を踏まえ、

業を原発災害公営住宅の地域でも発展的に実施する必

浪江町民の入居が予定される原発災害公営住宅の整備

要がある。浪江町は、同町からいわき市に避難して事

先自治体（いわき市、南相馬市、二本松市）ごとに生

務局機能を置いている社会福祉法人への委託等が想定

活サポートの提供スキームを検討・提案した。提案し

できる。生活支援相談員・保健士等による日常的な見

たスキームを表-Ⅳ.9.2.2.10 に整理して示す。

守り・生活相談等については、
（浪江町の社会福祉協議
会はいわき市内に事務所機能を置いていないため）社
会福祉法人、日本赤十字、県双相保健福祉事務所いわ

表-Ⅳ.9.2.2.10 原発災害公営住宅への生活サポートの

き出張所等との重層的な連携体制の構築により継続的

提供スキームの提案（整備先自治体別）
他町村

介護予防

地域福祉資源

見守り、生活・健康相談等
団地
浪江町民
ネットワーク化
支援

【
整備先】
いわき市 【
入居】
浪江町・
共同

※

浪江町

他町村民

コミュニティ活動

団地自治会
結成支援

に対応することや、生活支援相談員を新設して、４町

※ 避難自治体（４町）の
連携によるサポート

生活支援相談員・保健士等

連携による事業実施のしくみを構築していくことなど

地域支援事業

が想定される。

福島県
双相保健
福祉事務所
いわき出張所

南相馬市に整備される原発災害公営住宅についても
他の避難自治体との共同入居の団地が多い。浪江町か
ら同市に避難している福祉系 NPO 法人が介護、介護

（社福）
博文会

サロン活動
コミュニティ
形成支援

予防等の生活支援サービスを提供し、見守りは共同入

※

居する他の自治体との連携により提供することが考え

他町村

コミュニティ交流員（福島県設置）

られる。

仮設住宅で実施中の４町連携の介護予防事業を復興公営住宅でも発展的に実施（浪
江町は、いわき市内に事務局機能を置く社会福祉法人への委託等を想定）。生活支
援相談員・保健士等による日常的見守り・生活相談等についても（避難元自治体が責
任を担うことから）４町連携による事業実施のしくみを同様に構築。

介護・
生活支援

地域福祉資源

※

他町村

見守り、生活・健康相談等
団地

コミュニティ活動

団地自治会
結成支援

他町村民

介護予防

浪江町民
ネットワーク化
支援

【
整備先】
南相馬市 【
入居】
浪江町・
共同

生活支援相談員・保健士等
浪江町

サロン活動
コミュニティ
形成支援

一方、二本松市に整備される原発災害公営住宅は浪
江町民の単独入居の団地が多い。高齢者等サポート施
設が併設される団地があり、この施設が当該団地や周

※ 避難自治体の連携
によるサポート

辺団地の住民に介護・介護予防サービスを提供する。

地域支援事業

見守りは浪江町と地元の二本松市の連携により提供す

NPO 法人

る。

（浪江町から南相
馬市に避難）
※

（３）おわりに

他町村

国総研では、
（１）原発災害公営住宅の整備計画につ
いて、被災自治体の意向調査を踏まえた計画立案の考

コミュニティ交流員（福島県設置）

え方等についての技術的支援を行った。また、
（本稿で

南相馬市に事務局機能を置く NPO 法人が、介護、介護予防・生活支援サービスを提
供。他町の住民にもサービス展開（他町の福祉資源と連携のしくみを構築）。見守り
等は、単独入居団地は自ら実施、共同入居団地は避難自治体の連携による一体的
サービス提供のしくみを構築。

地域福祉資源

浪江町

二本松市

見守り、生活・健康相談等

ネットワーク化
支援

【
整備先】
二本松市 【
入居】
浪江町・
単独

生活支援相談員・保健士等

介護・生活支援

浪江町民

介護予防

コミュニティ活動

結成支援

サロン活動
コミュニティ
形成支援

コミュニティ交流員（福島県設置）

住宅の計画づくりにあたって、平成 25～26 年度に国

※周辺仮設住宅の高齢者等
サポートセンターの運営
事業者（浪江町から避難）
が継続運営

団地

団地自治会

は触れなかったが）具体の計画敷地での原発災害公営
土交通省住宅局により福島県等における原発避難者向
け災害公営住宅の供給を推進するための計画に係る検
討が実施され、同調査において現地での敷地調査や基

※

高齢者等
サポート施設

本計画の策定に係る技術指導を行った。
また、
（２）原発災害公営住宅の入居者に対する生活

アウトリーチ
（介護・介護予防等）

支援の提供の現状・課題と提供スキームの提案につい

他団地

ては、原発事故被災自治体及び受入自治体との協議を

浪江町民 他

深め、提案した生活支援提供スキームを精査し実現化

仮設住宅の高齢者等サポートセンター機能を移行して併設される復興公営住宅団地
において、NPO 法人JIN が運営し、介護（ﾃﾞイサービス等）、介護予防、生活支援サー
ビス等を提供）。ここを拠点にアウトリーチで、二本松市内や周辺市町村の他の復興
公営住宅にも介護予防事業等を実施。見守りは、浪江町と受入自治体の二本松市が
連携して実施。

を図っていくことが残された課題である。
参照文献
1) 長谷川洋、福島原子力災害避難者の長期避難生活拠

いわき市に整備される原発災害公営住宅は複数の避

点の形成に向けた取組みと課題、
都市住宅学 86 号、

難自治体の住民が共同入居する団地が多い。一方、い

pp.12-17、2014 年 7 月、都市住宅学会

わき市の福祉資源を利用するうえでも制約が大きい。
このため、仮設住宅で実施中の４町連携の介護予防事
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Ⅳ.9.2.3 公営住宅の建設と復興まちづくり

って自力再建住宅と規模の差がない形で連続的に配置

(1)復興まちづくりにおける災害公営住宅の役割

する岩手県田野畑村の各団地や、自力再建住宅の敷地

地域のまちづくりを踏まえて災害公営住宅を計画す

と戸建災害公営住宅が緩やかに混ざり合う配置を検討

る際に考慮することが求められる事項として、次のよ

している宮城県石巻市北上のにっこり団地地区、集団

うな観点を設定した上で、災害公営住宅の整備におけ

移転先を一箇所に集約した上で元の集落単位で自力再

る取組の事例について収集し、整理した。

建住宅と災害公営住宅をグルーピングする宮城県岩沼

①まちに人を住まわせる：浸水地の嵩上げや高台の造

市玉浦西地区（計 210 戸）などがある。

成などで整備される新たなまちで、暮らしの基盤とな
(3)まちに必要な機能を提供する取組

る住まいを計画的に提供して住民をつなぎとめる。
②まちに必要な機能を提供する：まちづくりの計画を

先に挙げた岩手県陸前高田市の下和野団地では、１

反映させる形で、公共施設を合築・併設したり敷地・

階の非居住用途部分には店舗や高齢者支援拠点等を導

建物の一部をまちに開いて、
地域の核として活用する。

入し、周辺の市街地が整備される前に入居が行われて
も生活が出来る機能を入れている。

(2)まちに人を住まわせるための取組

宮城県多賀城市の桜木地区では、４棟計 160 戸の災

岩手県陸前高田市の下和野団地（120 戸）は、津波

害公営住宅のうちの１棟の２階部分に、保育所が併設

で甚大な被害を受け広範囲での土地区画整理事業が行

されている。また各棟をつなぐ形でコミュニティデッ

われる高田地区の山側に位置しており、早期整備のた

キが整備され、周辺の居住者も一時避難が出来るよう

め先行工区として設定し、起工承諾の手続をとって工

にするほか、デッキに面する位置に居住者等が集える

事に着手している。周辺地域で計画されている高さの

「みんなのリビング」という空間が設けられている。

嵩上げを当該敷地において先行的に実施し、その上に

宮城県女川町の陸上競技場跡地（200 戸）では、災

５～７階建の住棟を建設している。この住宅は防潮堤

害公営住宅の住民のみならず地域にも開かれる「コミ

の整備よりも早く 2014 年度に完成するため、１階は

ュニティプラザ」が配置されており、集会室のほかカ

非居住用途にするとともに、２階部分に回廊を設けて

フェや生活支援施設などが整備されている。

万が一浸水した場合でも住棟間での移動が出来るよう

災害公営住宅で一般に整備される「集会室」を地域

にしている。あわせて集会所は最上階に設置して、災

に開いてコミュニティ拠点として活用する取組も各所

害時の避難場所となるようにもしている。

でみられる。宮城県南三陸町では、入居予定者や周辺

宮城県気仙沼市内湾地区では、地権者による共同建

住民が集まって集会所や屋外空間の作り方や使い方に

替え事業（優良建築物等整備事業）のグループ形成と

ついて意見交換する「くらしの懇談会」を開催してい

検討支援を行政が行うとともに、整備された建物の上

る。そこで出された要望や意見を、既に工事中の２団

層階を災害公営住宅整備事業で買い取ることで、生活

地と設計中の３団地の集会所に活かすとともに、意見

利便性の高い市街地中心部での居住を誘導している。

を反映した集会所の標準プランなどもまとめている。

あわせて低層階部分には地権者らが営む共同店舗等を

このほか、災害公営住宅の集会所に生活支援相談員

整備して、
当該地区での生業の核にしようとしており、

の事務所を整備して地域福祉の拠点とする、災害公営

これらの運営のためまちづくり会社等の主体の形成も

住宅の集会所前に移動販売を行うなどの物販拠点とし

検討されている。このような形で早期の整備を行うた

て使える空間を整備する、災害公営住宅団地に隣接す

め、土地区画整理事業区域の中で共同化の敷地３地区

る形で地域福祉や生活支援の拠点となる施設を整備す

（その他事業区域外に１地区あり）を先行街区として

るなど、様々な形が検討・実践されている。

位置づけ、売却意向のある土地を集めて先行換地を行
い、施工同意により事業推進を早めるとしている。

参照文献

防災集団移転促進事業と合わせた災害公営住宅の整

1) 米野史健、公営住宅の建設と復興まちづくり、東日

備では、前者での造成宅地に建設される自力再建住宅

本大震災合同調査報告書編集委員会編『東日本大震災

と調和するよう、災害公営住宅も戸建で建設される場

合同調査報告 都市計画編』
、pp.100-106、2015 年 1

合が多いが、さらに自力再建住宅と災害公営住宅のエ

月、日本都市計画学会

リアを分けつつも混在する配置として、一体性をより
高める対応もなされている。戸建物件の敷地を広くと
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Ⅳ.9.3 被災地域の住宅生産体制に関する調査

表-Ⅳ.9.3.1.1 生産者グループの登録数、代表
事業者の地域分布と業種

本節では、国総研が震災後に住宅生産及びその体制

業種別

について現地で実態調査した結果について記述する。

地域分布

特に、岩手県を中心にして実施した現地調査した結果
から、工務店などの地域の小規模住宅生産者がどのよ

岩手県
県北
県央
県南
沿岸

うな体制を組み、被災住宅の補修・改修、仮設住宅の
建設などを展開したかに焦点を絞り、記述する。

実数
135

宮城県
気仙沼
石巻
登米
栗原
大崎
仙台
仙南

Ⅳ.9.3.1 地域型復興住宅の生産体制
東日本大震災は強い揺れと巨大な津波を引き起こし、
震源域に近い岩手県、宮城県及び福島県（以下、被災
3 県と略記）では、甚大な被害が生じ、震災後、自治
体主導の下で地域型復興住宅の生産体制が構築された。

福島県
県北
県中
県南
会津
南会津
相双
いわき

そこで、地域型復興住宅の生産体制の経緯とその内容
について記す。
（１）地域型復興住宅の生産体制の構築の経緯
本震災では、東北地方沿岸地域を中心にして多くの
家屋が被害を受けた。平成 23 年 12 月末時点の被災 3

設計

％
実数
100.0
30

施工
％
実数
22.2
94

％
69.6
52.9
80.4
65.9
67.9

17
46
44
28

12.6
34.1
32.6
20.7

7
6
10
7

41.2
13.0
22.7
25.0

9
37
29
19

79
1
10
4
1
9
50
4
90

100.0
1.3
12.7
5.1
1.3
11.4
63.3
5.1
100.0

26
0
2
1
0
3
20
0
14

32.9
0.0
20.0
25.0
0.0
33.3
40.0
0.0
15.6

40
50.6
1 100.0
5
50.0
1
25.0
0
0.0
5
55.6
24
48.0
4 100.0
63
70.0

26
29
3
9
3
5
15

28.9
32.2
3.3
10.0
3.3
5.6
16.7

6
3
1
2
1
0
1

23.1
10.3
33.3
22.2
33.3
0.0
6.7

20
23
2
6
2
4
6

76.9
79.3
66.7
66.7
66.7
80.0
40.0

県の公表データを合せると、全壊・半壊した家屋は約
31.8 万棟を数える。この値は、震災前の被災 3 県にお
ける住宅ストック数の 20％程度に相当する。
このような甚大な被害状況を受けて、同年中に岩手
と宮城県は復興計画・方針として住宅確保のために供
給・整備すべき計画戸数の目安を、それぞれ 1.6〜1.8
万戸、7.2 万戸と発表し、それ以降、各地で災害公営
住宅の供給や民間の住宅再建が精力的に進められてい
る。

図‐Ⅳ.9.3.1.1 生産者グループの設立時期

被災地域で豊かな住環境を築くためにも、地域の工
務店を中心とした木造住宅の生産システムが主要な生

当該ガイドラインに沿った地域型復興住宅の担い手

産体制の１つとして期待される。そこで、被災者の自

を組織化するため、同 3 月上旬まで生産者グループの

力再建のための一定のコンセプト（①長期利用、②将

募集・登録を進めた。

来成長、③環境対応、④廉価、⑤地域適合、⑥需要対

表-Ⅳ.9.3.1.1 のように、生産者グループとして、岩

応の 6 つ）を満たす木造戸建て住宅の設計計画と、平

手県で 135 グループ、宮城県で 79 グループと福島県

時を超える需要に対応して円滑に供給するための生産

で 90 グループ、被災 3 県で合計 304 グループが登録

システムを備えた、地域型復興住宅の生産者グループ

された。

（①原木供給、②製材、③建材流通、④プレカット、

(2)地域型復興住宅の生産者グループの組織的特徴

⑤設計、⑥施工、⑦その他の 7 つの業種で構成）の組
織化が構想された 1)。

生産者グループの代表事業者は、施工を業務とする
者であり、占める割合は岩手県 69.6％、宮城県 51.9％、

平成 23 年 9 月に被災 3 県の官民関係団体等の連携

福島県 70.0％である。各県同様に、生産者グループは

により各県の地域型復興住宅連絡会議が発足した。住

通常、地域の工務店等の木造住宅を施工する能力を有

宅金融支援機構等の協力を得て、同 12 月に「設計と

する事業者が中心となり組織化されていると言える。

生産システムガイドライン」を取りまとめた。平成 24

次いで多い業種は、設計であり、特に宮城県では 30％

年 2 月には、当該連絡会議を改組して各県の地域型復

程度を占める。

興住宅推進協議会（以下、協議会と略記）が設置され、
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表‐Ⅳ.9.3.1.2 代表事業者の所在地域別に見た施工事業者の地域分布

県南
会津
南会
津
相双
いわ
き
県外
計

45.0

40

40.0

35

成された生産者グループが、岩手・福島に比べて多か

15.0
10.0
5.0

った。

0.0

図-Ⅳ.9.3.1.1 に示したように、生産者グループの多

岩手県
原木供給
施工

くは、震災後に形成されている傾向が強く、被災 3 県
全体で 8 割を超える。特に地域型復興住宅の生産者グ

宮城県
製材
設計

17.7

25

12.1

20.0

30

20
15
10

福島県
プレカット
その他

10.0

ただし、宮城においては仙台の設計事務所を中心に形

25.0

7.8
10.3

構成比（％）

ループを組織している傾向は共通して強く見られた。

30.0

35.4

35.0

大都市を拠点に、施工事業者が中心となって生産者グ

255
100.0
375
100.0
80
100.0
116
100.0
22
100.0
114
100.0
207
100.0
10
100.0
1179
100.0

事業者数（社）

県中

6.6

代表事業者の所在地を見ると、各県共に県内有数の

計

207
39
1
1
7
0
0
81.2 15.3
0.4
0.4
2.7
0.0
0.0
89
257
6
11
10
0
2
23.7 68.5
1.6
2.9
2.7
0.0
0.5
28
8
43
0
0
1
0
35.0 10.0 53.8
0.0
0.0
1.3
0.0
31
19
0
60
5
0
1
26.7 16.4
0.0 51.7
4.3
0.0
0.9
4
0
0
3
15
0
0
18.2
0.0
0.0 13.6 68.2
0.0
0.0
40
5
0
2
9
50
8
35.1
4.4
0.0
1.8
7.9 43.9
7.0
38
17
0
1
6
0
145
18.4
8.2
0.0
0.5
2.9
0.0 70.0
0
4
1
2
0
0
3
0.0 40.0 10.0 20.0
0.0
0.0 30.0
437
349
51
80
52
51
159
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

県北

38.0

計

48
100.0
119
100.0
44
100.0
23
100.0
129
100.0
419
100.0
108
100.0
18
100.0
908
100.0

会津 南会津 相双 いわき

22.1

県外

0
0.0
1
0.8
0
0.0
0
0.0
1
0.8
10
2.4
38
35.2
1
5.6
51
5.6

県南

13.0

仙南

17
35.4
51
42.9
11
25.0
8
34.8
25
19.4
388
92.6
61
56.5
13
72.2
574
63.2

県中

8.1

仙台

1
2.1
4
3.4
7
15.9
9
39.1
87
67.4
14
3.3
9
8.3
2
11.1
133
14.6

県北

6.0
7.9

大崎

0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

計

4.9

栗原

6
12.5
0
0.0
21
47.7
5
21.7
8
6.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
40
4.4

仙南

42.2

（上段）施工の事業者数
代表事業者と施工事業者が同一地域内
（下段）施工の事業者の構成比率
代表事業者と施工業者が同一

登米

0
0.0
63
52.9
5
11.4
1
4.3
8
6.2
7
1.7
0
0.0
2
11.1
86
9.5

仙台

13.0
11.2

（縦軸）施工事業者の所在地域
（下段）施工の事業者の構成比率

石巻

24
50.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
24
2.6

大崎

10.0

（上段）施工の事業者数
（横軸）代表事業者の所在地域

気仙
沼

栗原

7.6
8.7

計

79
100.0
197
100.0
217
100.0
139
100.0
0
0.0
632
100.0

登米

7.2

県外

3
3.8
4
2.0
10
4.6
99
71.2
0
0.0
116
18.4

気仙沼 石巻

27.0

沿岸

7
8.9
39
19.8
188
86.6
28
20.1
0
0.0
262
41.5

計

16.9

県南

3
3.8
150
76.1
19
8.8
10
7.2
0
0.0
182
28.8

沿岸

11.0

県央

66
83.5
4
2.03
0
0.0
2
1.44
0
0.0
72
11.4

県南

12.4

県北

県央

福島 代表者の所在地域

10.3
14.7

県北

宮城 代表事業者の所在地域

7.9

岩手 代表事業者の所在地域

5
0

被災3県
建材流通
構成員数

図‐Ⅳ.9.3.1.2 生産者グループの構成員数

ループの登録を進めた平成24 年 1～3 月に設置された
ものが最も多く、
被災3県全体の3/4程度に相当する。

や福島県ではこの傾向は弱まり、他地域の施工事業者

また、組織形態は法人格を持たない任意団体が非常に

を構成員とする傾向が強まる。つまり、生産者グルー

多く、被災 3 県で 290 グループ（85.5％）を数える。

プは代表事業者の所在地域を中心とした供給エリアを

これらのことから、連携し、木造による復興住宅を生

設定しながらも、他地域の施工事業者と協力・連携す

産・供給する緩やかなネットワーク組織として整えら

ることにより、地域型復興住宅を広域的に供給できる

れたものであることが分かる。

生産体制を構築している。

図-Ⅳ.9.3.1.2 に示したように、平均的な生産グルー
プの事業者数は岩手で 17.9 社、宮城で 28.1 社、福島

Ⅳ.9.3.2 地域型仮設住宅

で 34.8 社である。業種別の構成比を見ると、各県とも

東日本大震災後、これまで応急仮設住宅の建設を担

施工事業者の占める比率が高い。施工事業者数は平均

ってきたプレハブ建築協会規格建築部会（以下、規格

で、岩手で約 5 社、宮城と福島では約 10 社である。

部会と略記）の会員企業以外に加えて、同協会の住宅

業種別の構成比が小さい施工以外の事業者については、

部会の会員企業、並びに地域の工務店等の建設業者が

各県共に 1～2 社程度であり、プレカットや建材流通

本格的に応急仮設住宅（以下、仮設住宅と略記）の建

も少ないように、資材調達ルートを限定した生産体制

設事業に取り組んだ。ここでは、そのうち地域の工務

を構築していることになる。

店等の建設業者（以下、地域建設業者と略称）による

表-Ⅳ.9.3.1.2 で生産者グループの構成員、特に施工

仮設住他（以下、地域型仮設住宅と略称）について、

事業者の地域分布を見ると、代表事業者の所在地のあ

岩手県における事業の経緯とその実績について記す。

るエリアに拠点を置く施工事業者を構成員とする傾向
が強い。例えば、岩手県では 70％以上に及ぶ。宮城県

232

(2)岩手県における地域型仮設住宅の実績

表‐Ⅳ.9.3.2.1 東日本大震災における仮設住宅建設戸数

岩手県の公募事業による地域型仮設住宅の建設は、

プレハブ
建築協会

被災3県

岩⼿県

県公募

他

78 団地、2,352 戸という実績を残した。規格部会が建

合計

規格

住宅

部会

部会

供給⼾数

28,409

14,546

8,715

51670

べると、地域型仮設住宅は 1 団地当たり 30.1 戸と少

団地数

556

253

193

1002

⼾／団地

51.1

57.5

45.2

51.6

なく、狭い敷地で建設される傾向があった。これは地

供給⼾数

7,822

3,677

2,352

133

13,984

域型仮設住宅の着工時期が規格部会と比べて遅かった

団地数

124

115

78

3

320

⼾／団地

63.1

32.0

30.2

44.3

43.7

ために広い敷地での仮設住宅の建設が規格部会により

設した 124 団地、7822 戸、1 団地当たり 63.1 戸と比

すでに着手されていたことに加えて、大型の重機を要

※1 プレハブ建築協会及び岩⼿県からの提供資料を参考にして作成
※2 遠野市及び住⽥町の独⾃発注で建設されたものは岩⼿県では「その他」、被災3県では「県公募」に

した規格部会による仮設住宅に比べて、在来木造構法

分類した。

の導入が積極的になされた地域型仮設住宅の建設は狭
い敷地でも対応できたことなどが理由であった。

(1)岩手県における地域型仮設住宅の建設事業の経緯
災害救助法の施行以降の災害対応を振り返って見た

地域型仮設住宅を担った地域建設事業者 21 社の主

場合、仮設住宅は一般的に、都道府県の自治体から発

要な業態は、工務店やビルダーのような地元で住宅建

注を受けた建設事業者により建設され、費用は全て災

設を主とする事業者とゼネコンのような住宅以外の建

害救助法に基づいて厚生労働省が負担されることによ

設を主体とする事業者に二分される。

り供給される。自治体は規格部会と「災害時における
応急仮設住宅の建設に関する協定書」
を締結しており、
震災時にはこの協定に従い、規格部会の会員企業が仮
設住宅を建設することになる。ところが、東日本大震
災では仮設住宅の必要戸数が、規格部会が期間内に生
産・建設できる量を大きく上回った。これを受けて、
大手住宅メーカーなどで構成される住宅部会の会員企
業や地域建設事業者も加わり、仮設住宅の建設にあた
った。
岩手県では、仮設住宅の必要戸数を算定した結果、
当初は約 8,000 戸であり、その後一時約 18,000 戸ま

写真‐Ⅳ.9.3.2.1 狭小地での地域型仮設住宅の建

で増えた。建設を進める中で、必要戸数が調整され、

設

最終的には約 14,000 戸の仮設住宅を建設した。
震災直後から、岩手県は規格部会に対し応急仮設住
宅の建設要請を行っていたが、4 月になると仮設住宅
の供給を早めるため住宅部会への発注を開始した。そ
の後、地域経済の活性化を目的として、県内の地域建
設事業者への優先的な発注や県産資材の使用をプレハ
ブ建築に求めた。
さらに、岩手県は 3 月下旬に規格部会・住宅部会以
外の選択肢として県内の地域建設事業者への発注を検
討したその結果、これらを対象とした「平成 23 年岩
手県応急仮設住宅公募供給事業」を開始した。この事
業は 4 月 18 日から 5 月 2 日までの期間に建設事業者
の募集を行い、5 月 6 日に建設事業者を選定した。応

写真‐Ⅳ.9.3.2.2 木造による地域型仮設住宅

募総数 89 社の中から 21 社（うち 9 者が複数の事業者

地域型仮設住宅に採用された構工法に関して、木造

で構成されたグループ事業者）を選定した。

が供給戸数の 9 割を占め、それ以外に軽量鉄骨造を採
用するケースがあった。
木造では軸組工法が最も多く、
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表‐Ⅳ.9.3.3.1 東日本大震災における被災 3 県の住宅ストック・フロー及び再建に必要な生産資源量
人口・世帯※1

住宅ストック※2
住宅数

（地域）

人口

世帯数

(人）

（世帯）

全体

木造

（戸）

（戸）

住宅フロー※3
棟数

木造
率
（％）

全体

木造

(棟）

(棟）

平均
着工戸数

平均
床面積

戸建
率
（％） （戸/年） (㎡/戸）

東日本大震災
全壊・半壊家屋※4
被災
住家
住宅数
比率
(棟）
（％）
（戸）

必要再建戸数を年間平均着工戸数で除した値※5
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

岩手県

1330147

483934

470700

405100

86.1

419800

408100

95.7

7461

99.5

24736

5.9

27735

3.7

3.0

2.2

1.5

0.7

沿岸地域
宮城県

274077
2348165

101919
901862

90710
869700

82450
583400

90.9
67.1

89030
602900

86710
563500

97.3
93.4

947
17785

105.7
87.5

23419
211966

26.3
35.2

24006
326413

25.3
17.2

20.3
13.8

15.2
10.3

10.1
6.9

5.1
3.4

沿岸地域
福島県

1843736
2029064

741636
720794

706550
699700

435320
550200

61.6
78.6

444870
593500

409670
559200

91.9
95.2

15258
11723

84.5
98.5

205522
81637

46.2
13.8

305767
96245

21.4
8.2

17.1
6.6

12.8
4.9

8.6
3.3

4.3
1.6

沿岸地域
被災３県

527639
5707376

192100
2106590

173420
2040100

134800
1538700

77.7
75.4

150150
1616200

140000
1530800

95.4
94.7

3076
36969

97.5
93.4

47009
318339

31.3
19.7

54294
429747

17.6
11.6

14.1
9.3

10.6
7.0

7.1
4.6

3.5
2.3

沿岸地域

2645452

1035655

970680

652570

67.2

684050

636380

93.4

19282

87.6

275950

40.3

404714

21.0

16.8

12.6

8.4

4.2

※1 平成22年国勢調査結果の値を引用。
※2 平成20年住宅・土地統計調査結果の値を引用。
※3 建築統計年報（平成17～21年度）の平均値を引用。
※4 「全壊・半壊棟数」は、岩手・宮城及び福島県が平成23年12月末日までに公表した住家を対象にした値を引用。なお、「被災比率」は住宅ストック数に対する全壊・半壊
家屋数の割合。また、「全壊・半壊住宅数」は住宅ストックの棟数当たりの住宅数の値（住宅数／棟数）を全壊・半壊家屋棟数に掛けた値。
※5 「必要再建戸数」は、全壊・半壊住宅数に、再建（新築及びそれと同等の改修を含む）する住宅数の比率（再建率：100％・80％・60％・40％・20％）を掛けた値。

写真‐Ⅳ.9.3.3.1 地域工務店による被災住宅の補修
枠組壁工法やパネル化工法を導入するケースも見られ
た。地域型仮設住宅の多くは木造が適用されている一
方で、その担い手は平時から木造住宅を建設する工務
店に限らず、非住宅の建設を事業としているゼネコン
のような事業者であった。
地域型仮設住宅の中には、岩手県の公募に対して、
様々なアイデアを盛り込んだ提案がある。例えば、コ

図‐Ⅳ.9.3.3.1 地域工務店による被災住宅への対応

ミュニティを意識した配置計画を持つ事例、将来移築
することを想定した土台を二重に敷いた事例、柱材を

トック、過去 5 年間の平均的な住宅フロー、及び東日

垂直に連結した壁パネルを導入した事例、ロフトを設

本大震災での全壊・半壊家屋数、並びに必要再建戸数

けた事例などがある。この他にも、福島県の事例にな

を年間平均着工戸数で除した値を示す。

るが、ログハウスを導入したものも見られた。

住宅フローとして平成 17～21 年度の 5 年間の平均
着工戸数を見ると、被災 3 県全体では年間 3.7 万戸程

Ⅳ.9.3.3 地域工務店の活動

度である。沿岸部では約 1.9 万戸である。岩手県に着

震災後、岩手県を中心にして被災地域の建築生産シ

目すると、住宅フローは県全体で年間 0.7 万戸／年程

ステムの動向を、
工務店を中心に調査・研究してきた。

度、沿岸部では 0.1 万戸/年弱である。沿岸部に位置す

そこで、住宅を中心に当該調査・研究において明らか

る陸前高田市では、90 戸/年弱と非常に小さい。これ

となった地域の建築生産システムの動きの概要を記す。

を地域における住宅の生産力とすれば、岩手県では他

ここでまとめた調査結果・分析の成果を、被災地域の

2 県に比べて生産力は小さく、沿岸部では特に小さい

工務店が所属する業界団体等に提供した。

という特徴を持つ。
全壊・半壊家屋のうち再建する住宅戸数を必要再建

(1)被災３県の住宅の生産力

戸数とし、
それを年間平均着工戸数で除した値を見る。

表-Ⅳ.9.3.3.1 に、被災三県の人口、世帯数、住宅ス

この値は、震災前の住宅建設で用いた年間の生産資源
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量を 1.0 として、住宅再建に必要な生産資源量の大き
さを倍率でつかめる。再建率 60％とした場合、岩手県
は 2.2 倍、沿岸部は 15.2 倍、さらに陸前高田市は 21.9
倍の生産資源の投入が必要なる。また、同様に被災 3
県を見ると、全体では 7.0 倍、沿岸部では 12.6 倍とな
る。
仮に再建期間を 10 年間に設定した場合、この値を
10 で除すことにより住宅再建に必要な年平均の生産
資源量を把握できる。岩手県全体では約 0.2 倍、沿岸
部では 1.5 倍、陸前高田に限って見れば 2.1 倍の生産
資源を必要とする。また、被災 3 県全体では 0.7 倍、
沿岸部では 1.3 倍の生産資源が必要となる。

写真‐Ⅳ.9.3.3.2 被災地域における宅地造成

この値は住宅再建に限られ、
復興期において岩手県、
宮城県及び福島県の各県全体で必要な生産資源量を把
握するためには、通常の住宅建設需要等を加味する必
要がある。これを 0.8 倍と設定した場合、被災 3 県全
体では 1.5 倍、沿岸部では 2.3 倍、岩手県全体では 1.0
倍、沿岸部では 2.1 倍、陸前高田では 2.9 倍の生産資
源が被災地域に必要となる。簡易な推計ではあるが、
1 年間で必要な生産力は、平時よりも 2 倍程度以上大
きくなることが明らかとなった。
（2）被災地域での地域工務店の活動
このように住宅建設需要が増加した被災地域の中で、
震災前から地域の木造住宅生産を担ってきた工務店等
写真‐Ⅳ.9.3.3.3 間伐材を利用した住宅再建の

が展開した活動は以下の通りである。

事例

第１に、仮設住宅の建設である。これは主に県公募
による地域型仮設住宅の供給によるもので、Ⅳ.9.3.2
で記述したとおりである。なお、県の公募とは別に、
住宅部会の参加企業の立場で地域の工務店が仮設住宅
の建設を請け負う事例もあった。
しかし、このような仮設住宅の建設に、沿岸部で平
時活動するすべての工務店や職人が関与したわけでは
ない。いくつかの理由があると考えられるが、顧客・
被災住宅等への対応が主な理由としてあげられる。つ
まり、写真-Ⅳ.9.3.3.1 のような被災住宅の補修・改修
工事が、第 2 の地域工務店による活動である。
岩手県沿岸部では地震が発生した直後に生活インフ
ラが停止し、復旧には数ヶ月を要した。ガソリン不足

写真‐Ⅳ.9.3.3.4 再建された住宅事例

も起き、解消には約１ヶ月を要した。また、地区によ
っては、
津波が運んできた瓦礫により道路が封鎖され、

関する意向を聞き取り始めた。4 月中旬になると、県

数日間孤立状態となった場所もあった。
図-Ⅳ.9.3.31 に示したように、
このような状況下で、

で義捐金に関する検討が開始されたことをきっかけに、

工務店の中には道路通行が可能となった直後から顧客

調達状況に合わせ順次着手した。

比較的規模の大きな改修工事が増え、職人・資材等の

訪問を開始し、住宅の被災状況の確認と応急処置に加

このような動きを示した地域工務店が多く、被災地

えて、補修・改修、建替え、解体といった住宅再建に
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域の各地で、被災者にとって資金の見通しが立ち始め
たこの時期から改修工事が本格化することが明らかと
なった。
被災住宅の補修・改修工事に目途が立った時期は、
地域工務店によって異なるため明言できないが、平成
23 年中には被災地域で住宅再建のための新築工事を
着手する者も現れた。これが、第 3 の活動である。
民間による住宅再建のスピードは地域により異なる
が、全般的に緩やかに始まり、特に津波により被災し
た地域でも、宅地造成を含め住宅を再建する用地があ
り、かつ被災した宅地の買取価格が決定している地域
においては、住宅再建が比較的早く進んだ。しかし、
前述のように、地域の工務店による新築住宅の建設に
ついては、被災住宅の補修・改修等の顧客対応を優先
しているために全体としての足並みが揃い難い傾向が
あった。
地域工務店による被災地域での木造住宅の建設は、
できる限り低廉な価格で再建できる工夫や、住環境を
良くするために様々な工夫、さらには地域資源を最大
限に活用することを意識した工夫など、震災を契機に
様々なアイデアが提案されたことが分かった。具体的
には、震災後遊休資源となった間伐材の利用促進を図
る新構法開発などの事例も見られた。
また、震災直後に営業所等を設置したハウスメーカ
ーが高台の一部で宅地分譲または分譲住宅の販売を進
め、民間による住宅再建が早く進んでいた地域も一部
で確認できた。地域工務店が住宅再建に積極的に取り
組む環境として、宅地の計画・整備が肝要であること
が明らかとなった。
参照文献
1) 角倉英明、
『震災復興初期における地域の工務店に
よる住宅再建の現状と課題』
、住宅と木材、pp.24-28、
2012 年 11 月

236

Ⅳ.9.4 被災前景観の３Ｄデータの作成
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・火災や津波が迫ると避難開始

Ⅳ.10 震災対応能力の高い都市づくり

・安全な避難地を選択
・安全な避難経路を選択
・避難地に危険が迫ると再避難

方策

本大震災復興費及び事項立て「沿岸都市の防災構造化

・一定以上の火災による熱を受ける又は一定以上の
水深になると避難失敗
避難行動モデルについては、エージェントモデルを

支援技術に関する研究」によって、津波避難円滑化、

前提として、周囲の情報（避難経路の混雑状況、津波

防災拠点のリダンダンシー確保、宅地の液状化対策に

の状況等）
、身体的特性（歩行速度、通過可能な段差や
傾斜等）等に基づき、エージェント（避難者）が個別
に状況判断して行動を決定するものとした。

国総研の都市分野では東日本大震災をうけて、東日

取り組んだ。ここではこれらの検討、技術開発成果に
ついて述べる。

避難開始の意思決定については、現在地における避

Ⅳ.10.1 津波避難安全性確保のための市街地
整備手法に関する研究

難者が認知する津波リスク
（以下、
「認知津波リスク」
）
が避難者自身の許容リスクを超えた時点で避難を開始
するものとした。なお、避難場所等に到着した場合で
あっても、津波に関する情報の更新によって認知津波

本節では、津波避難安全性を評価する津波避難シミ

リスクが増加すれば、再度、別の避難場所への避難を
開始するものとしている。
避難目的地及び目的地への移動経路の選択モデルに
ついては、避難者が周囲に複数の避難場所を認知して
いる場合、1つの避難場所を選択し、当該避難場所ま

ュレータのモデルの開発概要及び、同シミュレータを
用いた市街地整備への適用について述べる。
Ⅳ.10.1.1 津波避難シミュレータの開発
6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・
減災システムに関する研究プロジェクト研究報告

での移動経路を選択するものとした。
これらの選択は、
現在地から避難場所までの移動経路上で津波に巻き込
まれるリスク及び避難場所が津波に巻き込まれるリス

書、国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告
（第52号）
、2016.6
(1)背景及び目的

クを総合した総合避難リスクが最小となる選択を行う

東日本大震災では多数の人的被害が発生した。津波
対策のうち人的被害軽減としては、短期的には迅速か

ものとしている。
(3)車両避難のモデル開発
交通シミュレータについては現在様々なものが開発
されているが、本研究では津波避難を円滑化するため
の市街地整備に資するよう、交通挙動を図-.Ⅳ.10.1.1.1

つ的確な避難誘導等が求められる一方、中長期的には
市街地整備というハード対策を行っていくことが必要
である。市街地整備による津波対策については整備に
時間を要すること、
膨大な費用が必要となることから、
効果的・効率的な整備を進めていくことが必要となる。
そのため、市街地の津波避難安全性評価に基づきなが
ら効率的に整備していく必要がある。
そこで、津波避難安全性評価手法として津波避難シ
ミュレータの開発を行った。開発に際しては、実際に
行われた避難行動を再現するのではなく、ある程度合

及び表-Ⅳ.10.1.1.1 のように設定することによって開
発を進めた。
c1-1.駐車
避難 場容量
施設 c1-2.入口
容量

a1.道路閉塞

理的・理想的な避難行動が行われることを前提として、
その中で、市街地の構造としてどの程度の安全性を確

建物倒壊
液状化等

b1.信号停止に b2.非常用電
よる交互通行 源設置効果

施
設

b4-1.右折時
対向直進車 b4-2.右折待ちに
の間隙待ち よる後続車阻害

保できるかを評価できるモデルを作成することに主眼
を置いた。また、避難手段としては、徒歩避難及び車
両避難によるものとした。
(2)徒歩避難のモデル開発
避難者の避難開始、避難経路及び避難先の選択等に
ついては、下記に基づくものとした。

b5.横断
歩行者

b6.合流

b3.交差
点先詰り

a2.複数車線における
１車線のみの滞留

図-Ⅳ.10.1.1.1 津波避難シミュレータで表現する交通挙動
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表-Ⅳ.10.1.1.1 津波避難シミュレータで表現する交

の考え方を拡張することで対応する。

通挙動
箇
所

Ａ
単
路
部

Ｂ
交
差
点
部

Ｃ
避
難
先

○任意時刻におけるリンク上の位置（座標）を算出

影響
交通
考え方
要因
挙動
a1. 道 路 閉・道路寸断に対応した・都市構造の安全性評価の
塞
避難経路の変更
上で重要
( 建 物 倒・幅員減少に対応した
壊、液状化 速度低下（合流）
等)
a2. 複 数 車・複数車線における1車・避難遅れに影響する要素
線
線のみの滞留
b1.信号機 ・交錯交通との相互干・全ての信号機への非常用
停止
渉
電源設置は非現実的
・交互通行は、通常渋滞時
の挙動に近く、切迫避難
でない限りは現実的
b2. 信 号 制・信号機制御に従った・非常用電源設置及び防災
御
通行
型信号設置による効果を
検証
b3.交差点 ・交差点手前での空き・渋滞の伝播を反映
先詰り 待ち
・交差点での経路変更 ・渋滞時の経路変更を反映
b4.右折 ・対向直進車に対する・避難遅れの重要な要素
間隙待ち
・右折待ちに伴う後続直・避難遅れの重要な要素
進車の阻害
b5.横断 ・横断歩行者に対する・避難遅れの重要な要素
歩行者 間隙待ち
b6.合流 ・施設（街路）から幹線・交互通行は非現実的な合
道路への合流時の間 流なため（渋滞時は交互
隙待ち
通行）
c1. 避 難 施・駐車容量不足による・避難遅れの重要な要素
設 の 容 滞留
量
・入口容量不足による・避難遅れの重要な要素
滞留

・個別車両のログから算出する。
○経路選択
・一般的な車両モデルと同様の選択性を追加する。
なお、車両移動計算においては、個別の車両の移動を
計算するのではなく、走行中、交差点手前、交差点内ご
とに、それぞれに該当する車両を一つのものとして単純
化することで、計算の簡略化を図った。
これらのモデルによって開発した津波シミュレータ
による計算例を図-Ⅳ.10.1.1.2に示す。

津波到達地域
避難者
避難開始前

避難中
避難中（混雑）

図-Ⅳ.10.1.1.2 津波避難シミュレータによる計算例 3)
また、今回開発した津波避難シミュレータについては、
今後刊行予定の国総研資料において詳細を解説すると
ともに、同シミュレータを国総研の都市研究部都市防災
研究室ホームページから提供予定である。

車両の移動については、車両の密度（K）に応じて
通行可能な交通容量（Q）が規定される QK 曲線に従
うものとして計算を簡略化して大規模ネットワークに
対応するとともに、非現実的な容量が出現することの
回避をはかった。また、車線数別容量や交差点におけ
る進行方向別の容量及び右折付加車線の影響も考慮可
能なものとした。なお、既存の QK モデルでは対応が
困難なものもあるため、下記の改良を行うことで問題

Ⅳ.10.1.2 津波避難を円滑化する市街地整備の計画
手法に関する検討
地方公共団体が、津波避難安全性を将来のハード整
備によって向上させる際に、開発した津波避難シミュ
レータを用いることによって、効果的な整備箇所をみ
つけ、その効果を確認しながら対策を実施していくこ
とが可能となる。この市街地整備によって津波避難円
滑化を図る際の流れを 図-Ⅳ.10.1.2.1 に示す。
（1）の現状の避難安全性評価・避難阻害箇所の特定

の解決を図った。
○交差点進行方向別容量は時間一定ではなく、逐次
の交錯交通量によって時間可変
・交錯交通の密集状況が時間によって大きく変化
するため、交錯交通は、車両相互と車両対歩行
者で分類する。
○複数車線における車線別混雑状況を計算に反映
・通常時の都市部における慢性的な渋滞とは特性
が異なるため、QK モデルにおける右折レーン

の段階では、現状市街地に対してシミュレーシ
ョンを行うことにより、避難阻害箇所、避難困
難地区を導いた後、効果的な整備箇所を特定す
る。
(2)の避難阻害要因解消のための対策案検討におい
ては、避難を阻害する箇所やその要因から、避難
場所の整備、避難経路等、対策可能な整備につい
てシミュレーション結果を参考に対策案を検討
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する。
(3)の対策効果の確認においては、(2)で検討した対策
案について、シミュレーションを行うことにより、避
難阻害箇所が解消されているか、避難失敗者が減少し
ているか、等の観点からその効果を確認する。
(4)の住民等への説明においては、(3)までの検討・確
認結果をもとに、市街地整備の必要性と効果を住民に
説明して理解を深めてもらうともに、必要に応じて代
替案についてもその効果を検証しいていく。
これらのプロセスを経ることにより、効果的かつ住
民の理解を得ながら市街地整備を進めることが可能と
なる。
(1)現状の避難安全性評価
避難阻害箇所の特定

(2)避難阻害要因解消の
ための対策案検討

(3)対策効果の確認

(4)住民等への説明

(5)対策実施

図-Ⅳ.10.1.2.1 市街地整備による津波避難円滑化の
流れ
参照文献
1)『国総研プロジェクト研究報告書 第 52 号 津波か
らの多重防護・減災システムに関する研究』
、2016 年
発刊予定、国土交通省国土技術政策総合研究所
2)岩見達也、竹谷修一「津波と火災を考慮した複合災
害避難シミュレーションツールの開発」
、
日本建築学会
第37 回 情報･システム･利用･技術シンポジウム 論文
集、2014 年 12 月、日本建築学会
3)岩見達也、竹谷修一「安全な市街地整備に向けた津
波避難安全性評価手法の開発」
、
国総研レポート 2014、
2014 年 4 月、国土技術政策総合研究所
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Ⅳ.10.2 大規模被災時の防災拠点機能のリダ
ンダンシー確保の計画手法に関する研究

表-Ⅳ.10.2.1.1 都市防災拠点施設の被災状況

東日本大震災では、数百年～千年に１回とされる巨
大津波により、役場や病院、消防署、避難所等の災害対
応に関わる都市防災拠点施設の多くが浸水して機能を
発揮できず、都市としての自立的な災害対応に支障が
生じた。本節は、こうした都市防災拠点施設や都市防災
拠点機能の東日本大震災における機能喪失状況等の調
査結果及び、防災都市づくりによる機能確保の方策に
ついて述べたものである。
Ⅳ.10.2.1 東日本大震災被災都市における都市防災拠
点機能の喪失状況
6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・
減災システムに関する研究プロジェクト研究報告
書、国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告
（第52号）
、2016.6
(1)岩手県及び宮城県の沿岸都市における被災状況
表-Ⅳ.10.2.1.1 は、東日本大震災による岩手県及び宮
城県の太平洋沿岸の 28 市区町村での、中心市街地の浸
水、役場の本庁舎、災害拠点病院等、及び消防本部の被
災と機能喪失状況を文献やインターネット情報等によ
り収集・整理して、まとめたものである。これによれば、
中心市街地が津波により浸水した 14 都市の内、都市防
災拠点施設が無被害であったのは 3 都市に過ぎず、そ
れ以外の都市では複数の種類の防災拠点施設が使用不

の災害医療・救急活動機能（災害拠点病院等）
、被災者
、及
の避難生活を受け入れる避難者収容機能（避難所）
び外部支援の受入機能（運動公園等）とした。
調査により、各都市における以下の状況について情

能となるなどの大きな被害にあっている。実は、これら
の都市における中心市街地の浸水の状況及び都市防災
拠点施設の中心市街地への立地の状況、都市防災拠点
施設の立地の点在・分散・集積の状況はさまざまである
が、こうした状況にかかわらず、津波被災時の都市防災
拠点機能の維持が、沿岸都市にとっての大きな課題で
あることがわかる。
(1)ケーススタディ都市における実態調査結果
上記の整理結果を踏まえて、状況の異なる石巻市・釜
石市・大船渡市・南三陸町の４市町を対象に、東日本大

報を得ることができた。
①各都市防災拠点施設における拠点機能の確保・喪失・
回復等の状況
②都市防災拠点機能の代替・移転・集約・閉鎖といった、
拠点機能の確保にあたっての施設利用の状況
③都市防災拠点施設を利用した主な災害対応活動や、
活動にあたっての施設間の連携等の状況
④上記の状況と、都市防災拠点施設の立地や施設相互
の位置関係、幹線道路等との関係
得られた情報は、都市防災拠点機能及び施設毎にフ
ロー図として時間軸上で整理するとともに、災害対応
のフェーズ毎に地図上に空間的な位置関係を記載した。

震災の翌年度（平成 23 年度）から翌々年度（平成 24 年
度）にかけて、都市防災拠点施設の被害とそれによる機
能確保上の支障、機能回復と活動等の状況を文献や現
地でのヒアリング等や視察により調査した。対象とす
る都市防災拠点機能（施設）は、災害対策の諸活動を統
括する災害対応・復旧指令機能（災害対策本部が設置さ
れる市町村役場庁舎等）や、火災や被災者にかかわる消
防・救援活動機能（消防本部）
、傷病者の救命・治療等

想定を上回る津波被害であったため、従来の地域防災
計画に定めた対応とは多くの都市で異なったが、結果
として、都市防災拠点施設（代替施設を含む）の都市・
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図-Ⅳ.10.2.1.1 防災拠点機能確保に関して見られた都市・地区レベルでの現象
地区レベルにおける空間的な事象（配置・施設相互や幹
線道路との位置関係等）が、施設の被災状況のみならず、
応急対応及び復旧・復興期におけるその機能に影響を

所への移転の他に、代替施設の事前設定も考えられる
が、その施設が代替の機能を発揮できるように留意し
ておく必要がある。また、拠点機能の被災・孤立対策

与えていることが調査からわかった。
防災拠点機能の他の施設への移動や、防災拠点施設
への外部支援部隊・支援物資の受け入れ、施設間の人
員・支援物資の移動等に関してみられた事象、及び都市
防災拠点機能の確保や相互連携も含めた活動の円滑化
に向けて得られた知見を図-Ⅳ.10.2.1.1 に整理し、以下
に簡単に解説する。
・災害時の拠点機能の確保に関しては、施設の安全な場

として、施設からの緊急避難場所の確保や施設へのア
クセス経路の強化も図る必要がある。
（a.）
・各拠点機能の活動の円滑化に関しては、拠点機能間の
相互連携が可能となるよう、拠点施設の集約化は有効
であるが、それ以外の場合においては、拠点施設間の
被災時の連絡経路の確保が重要である。
（b.）
・外部支援の受け入れに関しては、施設の許容量を想定
して支援部隊等が滞在する受援拠点施設を事前に設

242

定しておくこと、特に隣接都市との協力による大規模

機能の活動の概要及びそれに伴う人・モノ・情報の動き

な受援施設の確保が重要である。本部機能と受援拠点

等の相互関係を網羅する災害対応フロー図、及び対応

との連絡手段にも留意する必要がある。
（c.）

フェーズ毎のこれらの活動の状況等を地図上に図化し

・支援物資の受け入れに関しては、その受け入れ・管理・

た活動展開図として整理した。活動展開図においては、

配送等を行う物流拠点施設を事前に設定することに

大都市圏から当該都市への広域支援の到達に、途中経

加えて、受け入れ・管理・配送等の体制整備にも留意

路の浸水等被害により困難が予想されることや、隣接

する必要がある。
（d.）

都市を含む圏域での活動展開が想定されていること、

・避難所機能に関しては、医療・介護・物資の提供など

散在する沿岸集落の状況の考慮の必要性などから、都

の避難者の生活支援を行う拠点施設と実施体制を事

市及び広域を対象とする２種類を作成した。シナリオ

前に検討しておく必要がある。
（e.）

の整理と記載にあたっては、本部機能、関係機関の機能

・災害医療機能に関しては、災害拠点病院の災害時の広

移転をはじめ、医療・消防機関、地域住民、外部支援の

域アクセスの確保や、浸水想定区域に立地する医療機

動きを記載した。さらに、各機関の対応に併せて、初動

関の機能継続性の強化が重要であるとともに、他の拠

期における住民や各機関職員の一時避難、応急・復旧期

点施設へのアクセス経路等の強化を図る必要がある。

における道路・航路啓開の情報等についても記載した。

（f.）

その上で、ケーススタディ都市の関係機関（自治体及

・防災拠点機能の配置計画の事前検討においては、施設

び県（支分局）
、警察、消防、災害拠点病院、海上保安

の立地に応じたフェーズ毎の活用や、想定を上回る災
害への対応方法にも留意する必要がある。
（g.、h.）

庁、国道事務所等の地元機関の担当者を集めて、意見交
換会を各２回ほど開催した。意見交換会では、まず、こ
うしたシナリオや図面をもとに、津波浸水時の各機関
の対応と代替施設の確保や、医療救護施設の連携体制、
外部支援の受入拠点、道路・航路啓開等についての各機
関の方針や考え方などについて確認・情報交換を行っ
た。次に、防災拠点機能が発揮されるために対応が必要
と考えられる時期毎の課題を提起するとともに、こう
した課題に対応する東日本大震災での教訓や他都市の

Ⅳ.10.2.2 津波被災リスクのある都市における防災拠
点の機能確保手法に関する検討
6.国土技術政策総合研究所：津波からの多重防御・
減災システムに関する研究プロジェクト研究報告
書、国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告
（第52号）
、2016.6

取組事例等の参考事例を紹介し、災害時における各防
災拠点施設の災害対応・復旧指令機能の代替庁舎等に
おける確保とＢＣＰ（事業継続計画）の作成や、ＳＣＵ
（広域搬送拠点臨時医療施設）の運用と患者の搬送ル
ート、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の受け入れ、拠
点病院における傷病者や避難住民への対応、想定され
る外部支援と活動スペースの確保、外部支援の受け入
れに係る航路啓開の時間の想定等についての課題や意
見、取組みについて議論を交わした。意見交換会を通じ
て、防災拠点機能・防災拠点施設の強化に必要と考えら
れる対策や、対策実施による災害対応活動への効果等
を整理することができた。

(1)南海トラフ巨大地震による津波被災想定都市でのケ
ーススタディ
東日本大震災津波被災都市での実態調査結果を踏ま
えて、平成 25～26 年度には、南海トラフ巨大地震の津
波による被災想定都市において関係の自治体等の協力
を得て、防災拠点機能確保のケーススタディを行った。
対象は、津波防災地域づくり法に基づく最大規模の津
波被災想定が示された東海～南海トラフ沿岸において、
中心部を含む広範囲が浸水区域に含まれる徳島県美波
町、和歌山県田辺市及び静岡県焼津市である。
ケーススタディ都市においては、上記の津波被災想
定や地域防災計画の想定をもとに、津波や地震動によ

意見交換会の参加者からは、これまで他機関にまた
がる実質的な情報交換の場はなく、こういった情報の
整理と共有に基づく意見交換会が有意義であったとの
意見をいただいている。
（2）
「津波防災都市づくりにおける都市防災拠点機能
確保のための検討の手引き（案）
」の作成
以上の検討結果を踏まえて、平成 26 年度には以下
を骨子とする「津波防災都市づくりにおける都市防災

る都市防災拠点施設の被災等のパターンを複数設定し
た。その上で、当該都市の都市防災拠点施設に関するデ
ータや地域防災計画やＢＣＰ等を収集・整理し、施設管
理者や自治体担当部局へのヒアリング等も踏まえ、防
災拠点施設の津波被災等の様相及び防災拠点機能の対
応シナリオを作成した。
対応シナリオは、東日本大震災被災都市における調
査結果から得られた知見を活用しつつ、都市防災拠点

243

拠点機能確保のための
検討の手引き（案）
」を
作成した。手引き
（案）作成の主な目
的・効果は、次のよう
に考えられる。
主な目的：
津波災害時における
都市防災拠点施設の機
能の強化に係わる計画
と整備を、防災都市づ
くりの一環と位置づ
け、これらの施設が津
波災害時の活動拠点と
しての機能を発揮でき
るよう、市町村が他機
関と協力して総合的に
検討する手順を解説す
るものである。
主な効果：
手引きによる検討過
程を通じ、必要な施策
を市町村の都市部局や
企画・政策部局等のま
ちづくりを所管する部
局において、防災都市
づくり計画、津波防災
地域づくり推進計画、
国土強靭化地域計画に
反映することができ
図-Ⅳ.10.2.2.1 手引き（案）の構成と都市防災拠点機能確保に関わる検討の流
る。防災・危機管理部
局においても、地域防
前提となる被災シナリオを抽出・整理する。
災計画、ＢＣＰ、地区防災計画、津波避難計画、警戒
②発災後に展開される災害対応の各シナリオに基づ
区域指定等の場面で、都市防災拠点施設の防災機能強
く、時系列での活動展開と相互の関連を、災害対応フ
化の効用を検証できる。また、検討において作成した
ロー図及び空間展開図として整理し、都市防災拠点機
資料は、平時の防災訓練におけるシナリオ検討や広域
能と対応時期の組み合わせの項目毎に、ボトルネック
支援を行う関係機関から建物レベルの施設管理者まで
となりうる課題を抽出する。
多様な関係主体との防災対策の調整協議のたたき台資
料としても活用できる。

③想定される災害対応上の課題について、総合的な防
災まちづくり事業の中で、対策を講じていくことと

手引き（案）の構成として、想定される災害対応に
裏付けられた計画策定やまちづくりに係る以下の具体
的な検討手順を、参照資料、参考事例とともに解説し
ている（図-Ⅳ.10.2.2.1）
。
①都市防災拠点施設に係わる被害想定や災害対応業
務、既往の整備計画など、基礎情報を収集・分析し、

し、事前対策としてのソフト及びハードの取り組みか
らなる計画策定等の多様な対応策を実施可能時期毎に
整理する。
作成した手引き（案）については、関係部局との調
整を踏まえて近日中に国総研のホームページ等におい
て公表する予定である。
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Ⅳ.10.3

市街地の液状化対策に資する技術開
発

このため、液状化被災住宅地の再液状化対策につい
ては、どのような工法が選択肢になり得るのかといっ
たこと自体が、各自治体において手探りで検討されて

平成 23 年 3 月の東日本大震災では、東京湾沿岸部

いるのが実情であった。

の埋立地などで 27,000 棟に及ぶ広範囲な液状化被害

このため、国総研では、本省都市局とともに、液状

が発生した。

化の被害を受けた住宅地の復興に向け、被災地自治体

国総研では、液状化被災地の復旧・復興を支援する

に対する技術支援として、道路などの公共施設と宅地

ために国土交通本省都市局市街地整備課及び都市安全

を一体的に行う液状化対策の研究を進めた。

課（以下、本省都市局という）と連携して自治体向け

その検討により、戸建て住宅地に適用可能性のある

に各種の支援ツールを開発し提供した。これらのツー

工法として地下水位低下工法と格子状地中壁工法の 2

１）

ルは、国総研「宅地防災」のページ

からダウンロー

つの工法が有力となった。

ドすることが可能である。

地下水位低下工法は、住宅地の道路部分に地下水を

また、これらのツール開発の検討過程から得られた

浸透・流下させる管路を埋め込むなどにより、地下水

技術的知見は、
「液状化被災市街地における地下水位低

位の高さを下げて地盤面下の数メートルを非液状化層

下工法の検討・調査について （ガイダンス（案）
）
、平

とすることにより、液状化の被害を抑制する工法であ

成 25 年 1 月」

及び「液状化被災市街地における格

る。液状化は、地下水に浸かっている砂地盤が、地震

子状地中壁工法の検討・調査について （ガイダンス

の振動で高まった水圧に耐えきれずに破壊されて発生

（案）
）
、平成 25 年４月」

へ反映された。さらにこ

する現象である。このため、地下水が抜けた層では水

れらのガイダンスは、平成 27 年 12 月に本省都市局に

がないため液状化が発生しなくなるとともに、その下

２）

３）

４）

より「市街地液状化対策推進ガイダンス」

として取

の層も従前の浮力相当分の重さが砂粒子を抑えつける

りまとめられた。

力として加わるため、
液状化が起きにくくなる。
また、

以下、上述の各種ツール開発について概説する。

この工法は、工事を道路等の公共施設の区域内で行う
ことが出来るため、住宅が建ったままでも実施可能と

Ⅳ.10.3.1

東日本大震災による液状化被災地の復

いう点で優れている。

旧・復興支援技術

しかしながら、地下水位低下工法にも弱点があり、

国総研では、平成 24 年度から 25 年度にかけて、
「地

深層部に緩い粘土層がある地域において発生する圧密

下水位低下の効果・影響簡易計算シート」及び「格子

沈下という副作用が発生する可能性がある。特に、液

状地中壁工法の効果の簡易評価シート」の開発に取り

状化層が分厚い地域では地下水位を大幅に低下させな

組み、その成果を順次国総研ホームページに掲載し、

ければ効果が出にくいため、圧密沈下が大きくなりや

各種計算シート等をダウンロードできるようにすると

すいことが問題である。また、砂層に粘土粒子が多く

ともに記者発表を行い、公表、普及に努めた。

混じった地域でも地下水が透過しにくい難点から、地

これらの計算シートはエクセルで作成されており、

下水位低下工法には向いていない。

液状化被災地において再液状化対策の初期の検討段階

そこで、国総研では、地下水位低下の効果と影響を

において活用され、液状化対策工法選択の迅速化に役

簡易に計算できる技術支援ツールを作成・公開し、被

立てられた。その後、それぞれの自治体の検討委員会

災地の自治体をはじめ誰もがダウンロードして利用で

により、潮来市、神栖市、鹿嶋市、千葉市、久喜市で

きる環境を整備することとした。

は地下水位低下工法、浦安市では格子状地中壁工法の
採用が検討されている。
(1)「地下水位低下の効果・影響簡易計算シート」の開
発６）
1) 開発の背景
東日本大地震では、住宅地が広範に液状化の被害を
受けた。宅地地盤の液状化対策は、建物のない「更地」
の状態で実施された例はあるが、既に住宅が建て込ん
図-Ⅳ.10.3.1.1 地下水位低下工法のイメージ

だ
「市街地」
に対しては講じられた例がほとんどない。
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2) 計算シートの特徴

と同様に宅地の液状化対策工法の検討を支援するツー

この計算シートは、地域一体で行う液状化対策の有

ルとして開発したものであり、主に自治体の宅地防

力な工法である「地下水位低下工法」について、各地

災・復興部局をユーザーと想定している。

区で実施する場合の効果と影響を簡易に把握するため
の技術支援ツールである。
各地区において、地盤調査のデータと、想定する地
震規模を入力することによって、地下水位を現状より
どれだけ低下させるかに対応した液状化の抑制効果と、
この工法の副作用である下部粘土層の圧密沈下の量に
ついて、学会等の基準に基づく計算値を簡易に得るこ

図-Ⅳ.10.3.1.3 格子状地中壁工法のイメージ

とができる。
なお、この支援ツールによる計算結果は概括的な予

格子状地中壁工法は、図-Ⅳ.10.3.1.3 に示すように地

測を目的としており、工法を実際に適用した場合の詳

中に土とセメントを混ぜた壁を格子状に形成し、液状

細は、地盤調査の精度、設計・施工管理の方法、地盤

化しやすい砂地盤をこの地中壁でとり囲むことにより、

状態の経年的な変動、遭遇する地震波の特性などの影

地盤のせん断変形を抑え液状化を抑制する工法である。

響を受けることに留意が必要である。

この工法は、比較的大がかりな工事を要するが、圧密

この計算シートは国総研の「宅地防災」のページ４）

沈下を招くことはなく、透水性の低い地盤にも適用で

からダウンロード可能である。同ページからダウンロ

きるという特徴から、地下水位低下工法に不向きな地

ードできる「例題編」ファイルには、あらかじめサン

域において、地下水位低下工法の次に検討すべき有力

プル地区の地盤調査データ、地下水位、想定地震規模

な工法と考えられる。
しかし、住宅が現に建っている市街地では、住宅の

が入力されている。これらの数値を入力シートで任意
に変更すると、
プレゼンシートに計算結果が反映され、

真下に地中壁を造ることは困難であるとともに、敷地

効果・影響の変化を見ることができる。なお、このツ

の境界線や埋設管路もあることから、地中壁を形成で

ールでは、
「地下水位」のほかに、
「飽和度」の値も変

きる位置には制約があり、地中壁格子の間隔が住宅敷

化させることができる。これを使えば、地盤内に空気

地の区分けに対応して広くならざるを得ない。そのよ

を混入させる液状化対策の効果も試算することができ

うな物理的な特性があるため、この工法を適用した場

る。

合に果たして十分な液状化抑制効果が見込まれるのか
どうかが問題となる。また、コストダウンには逆に地
中壁の量や排土を少なくすると有利であるが、それで
必要な効果が得られる見込みがあるのかどうかの情報
が重要である。そして、それを知るには高度なコンピ
ュータ解析が必要であり、そのことが、被災地自治体
における検討において障害となっていた。
そこで、国総研では、地盤や地中壁格子の多様なケ
ースについて、大量の解析計算を高速コンピュータを
用いてあらかじめ行い、その解析結果を一般の人にも
なじみのあるエクセルベースのシートにまとめて公開

図-Ⅳ.10.3.1.2 地下水位低下工法の効果・影響

した。具体的には、地盤条件、地中壁格子の規模や強

の簡易計算シート

度、地震動のレベルといった計算条件をプルダウンメ
ニューから選択すると、対策の効果の程度がわかりや

(2) 「格子状地中壁工法の効果の簡易評価シート」の

すいグラフで簡単に表示される仕組みとなっている。

開発７）

2) 解析計算の概要

1)開発の趣旨
この「格子状地中壁工法の効果の簡易評価シート」
は、
「地下水位低下工法の効果・影響簡易計算シート」
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①地盤モデル
液状化のおそれのある宅地地盤といっても、液状化
層となる砂層地盤の層厚、固さ（又は緩さ）
、土質など

地域の状況により、条件は多様である。そこで、多様

表-Ⅳ.10.3.1.1 は解析計算を行った地盤モデルの断

な地域が各々の状況に比較的近い条件による計算結果

面パターン、表-Ⅳ.10.3.1.2 は地盤状況の設定ケースを

を得ることができるようにするため、液状化層厚（4

示している。

種類）
、砂層地盤のＮ値（4 種類）、細粒分含有率（4

②格子状地中壁のモデル

種類）
、地下水位（2 種類）を設定した。

格子状地中壁のモデルは、住宅敷地の多様な規模・
形状を想定して、表-Ⅳ.10.3.1.3 に示す 18 ケースを設

表Ⅳ.10.3.1.1 地盤モデルの基本ケース

定し、解析計算を行った。また、地中壁の強度につい
て、機械式攪拌を想定した 1.5N/mm2 を標準と想定
し
て、表-Ⅳ.10.3.1.3 下欄に示す４種類により解析計算を
行った。
③入力地震動
入力地震動は、表-Ⅳ.10.3.1.4 に示す(a)地表最大加
速度 200 ガル、震源規模マグニチュード 9.0 と、(b)
地表最大加速度 350 ガル、震源規模マグニチュード
7.3 の２種類で行った。地震波の波形には、(a)に東日
本大震災の夢の島観測波、(b)にいわゆる首都圏直下型
地震を想定した中央防災会議による東京湾本部地震の
想定地震波を用いた。
特に、(a)波は東日本大震災の液状化被災地を想定し
た地震動で、震度５強程度の長時間の揺れを表してい
る。これは、地盤の液状化が、一般の構造物の破壊と
は違って、たとえ加速度が大きくなくても、地震動の
継続時間が長いと大きな被害を発生しやすいという特
有の性質があることに対応したものである。
④ 解析計算

表-Ⅳ.10.3.1.2 地盤状況の設定ケース

解析計算は、等価線形解析により行った。地震動の
入力は工学的基盤で行い、入力振幅を地表面最大加速
度が(a)波、(b)波それぞれ 200 ガル及び 350 ガルとな
ることを目標に調整した。なお、解析プログラムには
Super FLUSH（等価線形解析）を用い、計算機には
高速コンピュータ（IBM System x3850 M5）を使用
した。

表-Ⅳ.10.3.1.3 住宅敷地（格子形状）と地中壁

4) 解析結果の概要

強度の設定ケース

表-Ⅳ.10.3.1.4 入力地震動

図-Ⅳ.10.3.1.4 解析計算の結果表示
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２次元 FEM 解析を行った計算値を示したものであり、

解析計算の結果は、図-Ⅳ.10.3.1.4 に示すように、地
盤の深さ 0.5ｍごとに FL 値（液状化抵抗率）の表と

概括的な予測を目的としている。工法を実際に適用す

グラフ、及び、液状化による予想沈下量の値（Dcy 値

る場合には、各地域の詳細な地盤状況や、住宅地の敷

など）
により表示される。
これらの４つの表示区分は、

地割りなどを考慮して、設計・施工のための具体的な

(a)「地表加速度 200 ガル、震源規模 M9.0」
（震度 5

検討が必要である。

強

ここでの解析計算は、Ｎ値を深さによらず一定とし

程度であるが長時間継続する地震）
の場合の
「無対策」

ているが、一般に実地盤では深くなる程Ｎ値が大きく

と「対策後」、(b)「地表加速度 350 ガル、震源規模

なる傾向がある。このため、実地盤の場合には、解析

M7.3」
（直下型の大地震）の場合の「無対策」と「対

計算と比較して FL 値が浅い層ではやや低く、深い層

策後」に、それぞれ対応している。

ではやや高くなる傾向がある。
また、地中壁格子の幅と奥行きの比が 1:1.5 を超え
るケースについては、地震波の入力も縦横２方向で行
い、厳しい方の値を採用しているが、幅・奥行き比が
大きいケースの検討に当たってはさらに安全率の余裕
を見込むことを推奨する。
ここでの計算は、地盤の状態が一様であるなどの仮
定を前提としている。しかし、実際の地盤は必ずしも
一様ではなく、地震波も地震ごとに多様なため、工法

図-Ⅳ.10.3.1.5 解析結果における Dcy 値の分布

適用の検討においては適切な余裕幅や安全率を考慮す

（一部）
（200 ガル、M9.0 の場合）

ることが必要である。
Ⅳ.10.3.2

宅地の液状化マップ作成支援ソフトの開

発
国総研では、平成 25 年 4 月に本省都市局から発出
された
「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」
に連動して「宅地の液状化被害可能性判定計算シー

５）

ト」を開発し、国総研ホームページ４）上でダウンロー
ド公開した。また、この計算シートを利用して平成 27

図-Ⅳ.10.3.1.6 解析結果における Dcy 値の分布

年 3 月に「宅地の液状化マップ作成支援ソフト」を開

（一部）
（200 ガル、M9.0 の場合）

発し、自治体向けに配布を開始した。これらは、東日

図-Ⅳ.10.3.1.5 及び図Ⅳ.10.3.1.6 は、計算結果の一

本大震災被災地を含む全国の自治体等で今後予想され

部を、液状化による予想沈下量（Dcy 値）の分布によ

る巨大地震に備えた液状化対策の検討に活用されてい

り表示したものである。建築基礎構造設定指針（日本
建築学会）８）に照合すれば、白色（Dcy＝0cm）が液
状化の被害なし、水色（Dcy≦5cm）又は緑色（Dcy
≦10cm）の部分が液状化の程度が軽微又は小、黄色
（ Dcy ≦ 20cm ）、 橙 色 （ Dcy ≦ 40cm ） 又 は 赤 色
（Dcy>40cm）の部分が液状化の程度が中、大又は甚
大に相当している。
このように、格子状地中壁工法により効果が見込ま
れる地盤及び格子の規模等の条件を示している。
5) 留意事項
このツールを使用する際には、以下のことに留意す
る必要がある。

図Ⅳ.10.3.2.1 宅地の液状化被害可能性判定に

このツールの計算結果は、一定の条件を前提にして

係る技術指針の判定法
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られていた。
このため、国総研では、国の技術指針に準拠して、
ボーリング調査結果を用いて、個々の地点における宅
地の液状化被害の可能性を容易に判定できるよう、一
般に広く用いられているエクセルシートにボーリング
調査や土質試験から得られた細粒分含有率やＮ値等の
地盤条件の値を入力すると液状化被害の可能性につい
て二次判定が行える支援ソフト
「 宅地の液状化被害可
能性判定計算シート」
（図-Ⅳ.10.3.2.2）を開発した。
開発に当たっては、東日本大震災において液状化が
発生した関東地域の複数の液状化被害地区の地盤条件
を当該支援ソフトに入力し、判定結果と東日本大震災
図Ⅳ.10.3.2.2 宅地の液状化被害可能性判定計

における液状化被害の状況を照合して支援ソフトの信

算シートの表示イメージ

頼性について検証を行った。
(2) 「宅地の液状化マップ作成支援ソフト」の概要

る。
(1)「 宅地の液状化被害可能性判定計算シート」の開

ハザードマップの１つである宅地の
「液状化マップ」
については、
現在、
自治体から公表されているものの、

発
液状化現象に対しては、昭和 39 年の新潟地震以降

自治体によって、想定地震動の設定や液状化の可能性

研究や各種技術基準等の策定が進められ、その被害可

の区分の仕方が様々である。このため、前述の国の技

能性を判定する手法について、学会や国において検討

術指針を基に、戸建て住宅を想定した液状化危険度マ

が進められてきた。

ップを簡便に作成することのできるマップ作成支援ソ
フトが求められていた。

東日本大震災による液状化被害を踏まえ、国土交通
省に設置された「宅地の液状化対策の推進に関する研

このため、国総研では、前述の宅地の液状化被害可

究会」において、東日本大震災における被害実態と既

能性判定計算シートを利用して、複数のボーリング調

存の各種判定手法による判定結果の指標とを比較検討

査等のデータから計算された結果をベースに、液状化

し、被災実態と判定結果との整合を図り、宅地の液状

マップを容易に作成することのできる「宅地の液状化

化被害可能性についてランク付けを行う判定法と判定

マップ作成支援ソフト」を開発した。ソフトによって

に当たっての留意事項等をまとめた「宅地の液状化被

作成される液状化マップの表示イメージを図

害可能性判定に係る技術指針」
（平成 25 年 4 月）がと

-Ⅳ.10.3.2.3 に示す。
「宅地の液状化マップ作成支援ソフト」は、自治体

りまとめられた（図-Ⅳ.10.3.2.1）
。

による液状化マップ作成を技術的に支援することを目

この指針は、東日本大震災において、震源地から離
れた東京湾岸の住宅地等においても大きな液状化被害
が発生し、その復興対策と事前予防対策が急務となっ
たことを踏まえ、中地震発生時に懸念される地盤の液
状化現象に対し、戸建て住宅地の液状化被害の可能性
を判定することを目的とし、震度 5 程度の中地震を対
象としている。
この指針では、地形データ等の既存資料により、二
次判定の要否を判定する一次判定から、地盤調査結果
に基づき、顕著な被害の可能性を３ランクで判定する
二次判定、さらに必要に応じて、詳細な調査・解析に
より、顕著な被害の可能性を３ランクで判定する三次
判定の手法が示されているが、二次判定に用いる液状

図-Ⅳ.10.3.2.3 宅地の液状化マップの表示イ

化指標値（PL 値）
、地表変位量（Dcy 値）の算定は複

メージ

雑な計算処理が必要であり、簡便な計算ツールが求め
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論文集、平成 26 年 12 月．

的として開発したものであり、このソフトで液状化マ

2) 岩見達也、竹谷修一、安全な市街地整備に向けた津

ップを作成するためには、
「宅地の液状化被害可能性判
定計算シート」へ入力するボーリング柱状図、土質試

波避難安全性評価手法の開発、
国総研レポート 2014、

験結果などのデータを広域的に入手することが必要で

2014 年 4 月．

ある。土質試験のデータが揃わないときには、専門家

3) 木内望、竹谷修一、岩見達也、勝又済、前川祐介、

判断で周辺のデータや既往試験の結果等を参考に与え

星野澄人、東日本大震災の津波被害を中心とした被

ることが必要であるため、土質や地盤に関する専門知

災都市における防災拠点機能の喪失と回復の実態、

識を必要とする。

日本建築学会東日本大震災２周年シンポジウム（一
般講演）梗概、平成 25 年 3 月．

最終的な表示内容は、目的に応じて表示項目の選択
や凡例の追加などのレイアウトの調整をする必要があ

4) Nozomu Kiuchi、Studies on the Urban and Local

る。また、作成された液状化マップは PDF の他、様々

Level Securement of Disaster Preparedness

な GIS ソフトで利用可能なシェープファイル形式で

Functions of Coastal Cities and Towns after the
Great Tohoku Earthquake、日本都市計画学会

出力されるため多様な利用が可能である。
から申し込むこ

Proceedings of International Symposium on City
Planning 2013、平成 25 年 8 月．

とが可能である。平成 27 年 3 月現在で 6 市へ配布を

5) 木内望、津波防災都市づくりにおける防災拠点機能

このソフトは、試行版として自治体向けに配布をし
４）

ており、国総研の宅地防災のページ

の確保について、日本都市計画学会誌 318 号、平成

行っている。

27 年 12 月．
6) 国総研技術速報 No.2、地域で取り組む地盤の液状

参照文献
1)国総研（宅地防災）のホームページ

化対策のための「地下水位低下の効果・影響簡易計

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html

算シート」
（試行版）公開、国総研 HP、平成 25 年

2)液状化被災市街地における地下水位低下工法の検

1 月．

討・調査について （ガイダンス（案）
）
、平成 25 年 1

7) 国総研技術速報 No.4、地域で取り組む住宅地の液

月、国土交通省都市局・国土技術政策総合研究所

状化対策のための「格子状地中壁工法の効果の簡易

3)液状化被災市街地における格子状地中壁工法の検

評価シート」
（試行版）公開、国総研 HP、平成 25

討・調査について （ガイダンス（案）
）
、平成 25 年４

年 4 月．

月、国土交通省都市局・国土技術政策総合研究所
4)市街地液状化対策推進ガイダンス、
平成 27 年 12 月、
国土交通省都市局
5)宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針、平成
25 年 4 月、国土交通省都市局
6)国総研技術速報 No.2、地域で取り組む地盤の液状化
対策のための「地下水位低下の効果・影響簡易計算シ
ート」
（試行版）公開、平成 24 年 8 月、国土交通省国
土技術政策総合研究所 都市研究部
7) 国総研技術速報 No.4、地域で取り組む住宅地の液
状化対策のための「格子状地中壁工法の効果の簡易評
価シート」
（試行版）公開、平成 25 年 2 月、国土交通
省国土技術政策総合研究所 都市研究部
8)建築基礎構造設計指針、2001.10、日本建築学会
参考文献
1) 岩見達也、竹谷修一、津波と火災を考慮した複合災
害避難シミュレーションツールの開発、日本建築学
会 第 37 回 情報･システム･利用･技術シンポジウム
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調査や工学的検証等の結果を示した「技術資料」や「関

Ⅳ.11 復興および防災・減災に関わる公

連資料」
、災害廃棄物の有効活用のための「関連資料」
、
「活用手順（案）
」等をとりまとめた。

園緑地整備手法

本指針は、津波災害における被災状況や公園緑地が
果たした機能を踏まえ、津波被害を軽減するための津

東日本大震災において公園緑地は、
避難地や避難路、

波エネルギー減衰や避難地・避難路としての機能等の

救助救援の活動拠点や後方支援基地として、さらに給

検証を行った上で「津波災害に強いまちづくりにおけ

水等の生活支援の場や仮設住宅の空間として活用され

る公園緑地の整備」をとりまとめるとともに、再生利

た。特に、津波災害については、緑地による津波エネ

用可能な災害廃棄物をできる限り活用するための「公

ルギーの減衰に関わる機能が認められた一方、樹木が

園緑地の整備における災害廃棄物の活用」についてと

津波により流出するなど緑化樹木に対する津波災害の

りまとめ、被災都市の復興まちづくり計画の検討や、

影響も確認された。このほか、首都圏で大量に発生し

復興事業における公園緑地の計画・設計等において活

た帰宅困難者の収容に寄与する公園緑地の機能が確認

用できるものである。

された。
こうした状況を踏まえ、国総研は、大規模災害時に

Ⅳ.11.2 防災公園計画・設計に関するガイドラ
イン（案）の改訂に関する国総研の取り組み

おける公園緑地の防災・減災効果発現事例に関する研
究に取り組み、平成 27 年 9 月に『防災公園の計画・
設計に関するガイドライン（案）
』を改訂した。また、
被災地における樹木の根の伸長に関する調査を行い、

41.国土技術政策総合研究所：防災公園の計画・設計

植栽地の盛土方法等に関する基礎資料を提示した。

に関するガイドライン
（案）
（平成 27 年 9 月改訂版）
、
国土技術政策総合研究所資料（第 857 号）
、pp.241、

Ⅳ.11.1 東日本大震災からの復興に係る公園
緑地整備の技術的指針の検討

2015
国土交通省は、阪神・淡路大震災後の平成 11 年に
公表した「防災公園の計画・設計に関するガイドライ

2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災

ン（案）
」をもとに、地震に起因する市街地火災の発生

に対する国土技術政策総合研究所の取り組み－

時に避難地や防災活動拠点等となる防災公園の整備を

緊急対応及び復旧・復興への技術支援に関する活

推進してきた。

動記録－、国土技術政策総合研究所研究報告（第

一方、東日本大震災等では、公園の新たな役割と、

52 号）
、pp.215～220、2013）

防災・減災機能を発揮するための課題が確認され、教

国土交通省は、地方公共団体による被災都市の復興

訓を今後の公園計画・設計に活かす必要があった。そ

まちづくり計画の検討や、復興事業における公園緑地

こで国総研では、国土交通省都市局とともにガイドラ

の計画・設計等の技術的資料をとりまとめるため、造

インを改訂した。

園、都市計画、津波災害、土木工学、環境地盤工学等

改訂のポイントとしては、津波からの緊急支援避難

の専門家から構成される「東日本大震災からの復興に

場所や帰宅困難者の支援といった、防災公園の新たな

係る公園緑地整備検討委員会」を設置し、平成 23 年 8

役割を位置づけたことがあげられる。

月から平成 24 年 2 月にかけて 4 回にわたる委員会を

津波からの緊急避難場所については、高さとアクセ

開催した。この委員会には、国総研から緑化生態研究

ス性を重視する公園配置の考え方を示すとともに、防

室長が参画し、公園緑地の整備等における技術的な資

災機能を有する公園施設の一つとして、
「津波からの緊

料提供や助言を行った。

急避難場所となる築山」を位置づけ、迅速かつ安全な

本検討委員会では、被災都市における復興まちづく

避難を確保するための設計上の留意事項を示した。具

り計画、事業計画等の検討・実現の参考となる最終報

体には、迅速に避難できるよう、ランドマークを設置

告として、
「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整

することや、
避難路に街路樹やサインを配置すること、

備に関する技術的指針」をとりまとめるとともに、技

避難した高台が津波によって崩壊しないよう、安定勾

術的指針の参考資料として、本指針の根拠となる現地

配を確保し緩やかな傾斜とすること等を示した。
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また、帰宅困難者の支援については、防災公園の種
別のひとつとして、
「帰宅支援場所」を位置づけ、配置
や施設内容に関する考え方を示した。具体には、帰宅
支援対象道路から 500m 以内の地域に配置することや、
帰宅困難者の発生や帰宅行動時のボトルネックなどに
配慮すること、徒歩帰宅者が求める水、トイレ、災害
関連情報を提供できるようにすること等を示した。
本ガイドラインは、
国総研資料として公表しており、
ホームページで閲覧可能である。今後、地方自治体の
公園部局、まちづくり部局の担当者や、建設コンサル
タントの実務者等に活用いただき、防災公園の効果的
な整備が一層推進されることを期待している。
参照文献
1) 2011 年東日本大震災に対する国土技術政策総合研
究所の取り組み－緊急対応及び復旧・復興への技術支
援に関する活動記録－、国土技術政策総合研究所研究
報告（第 52 号）
、2013、国土交通省国土技術政策総合
研究所
2) 国土交通省都市局公園緑地・景観課、東日本大震災
からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針、
平成 24 年 3 月 27 日、国土交通省 HP、
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_0000
97.html
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大震災における建設業の活動実態調査を行った。調査

Ⅳ.12 大規模災害時の危機対応の向上

は、インフラの復旧、建設企業の被災状態、人命救助
等の活動等の災害後の活動を中心に、災害協定の締結

災害危機対応は文字通り、突然発生した危機への緊
急対応であり、準備期間が無いため災害発生時の人

状況、BCP 策定状況、防災訓練等の平常時における活

的・物的資源による総力戦を余儀なくされる。そのよ

動も含めて行った。

うな状況で災害対応にあたった者がどのような活動を
Ⅳ.12.1.2 調査結果

行い、何を達成し何を教訓として得たのかを詳らかに
しておくことは、将来の大規模災害への備えを考える

調査の結果、被災地域内の建設企業はその多くが自

上で不可欠である。以下では地震発生直後から復旧作

らも被災した中で、社会資本の点検・応急復旧、がれ

業・救助活動等を担った地域建設業、および道路の啓

きの撤去等の支援活動を震災直後から展開したこと、

開・復旧の任に当たった道路管理者の活動実態の調査

また被災地域外の企業は、専門的な技術力を活用した

結果を紹介する。

支援活動や広域的なネットワークを駆使した物資等の

また、危機対応の向上を図る新たな取り組みとして

調達・提供を展開したことが明らかとなった。これら

研究開発を進めている、地震被害を速やかに把握し迅

の迅速かつ的確な作業に寄与した要因として、建設機

速な意思決定を支援するための即時震害推測技術、並

械を自社で確保していたこと、従業員が地元の地理に

びに、
大規模災害への危機管理方策を
「ツールキット」

明るかったことなどが挙げられた。一方、活動で直面

を用いて効果的・効率的に検討する手法を紹介する。

した困難として、燃料（軽油、ガソリン）の不足によ
る作業や移動の制約、電話回線の不具合など連絡・通
信手段の断絶による内外調整や情報収集の困難、従業
員の過労・精神的負担などが挙げられた。
災害協定については、8 割以上の建設関連業界団体
が国、県、政令市と協定を締結していた。災害発生後
3 日以内に行われた支援活動では災害協定に基づく支
援活動が 7 割以上あり、そのうちの約 2 割は要請がな
い状態で建設企業の自主的な判断により活動を行って

Ⅳ.12.1
援活動

地域建設業による大規模災害時の支

42.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究
所資料（第 729 号）
、森望、小橋秀俊、竹谷修一、大
橋幸子、渡辺健一及び横井宏行著、東日本大震災に
おける建設関連企業の活動実態調査―被災地の支

いた。事前の災害協定の締結が復旧活動の円滑な実施
に有効であったと考えられる。一方、半数以上の建設
企業で、協定に基づかない支援要請も含め複数の支援
要請への対応を迫られた状況も明らかになった。
このほか、BCP や災害対応マニュアル、防災訓練に
ついても効果が確認された。

援・復旧に向けた初動の記録―、2013.3
Ⅳ.12.1.1 調査内容
東日本大震災においては、巨大地震による強い揺れ
に加え、地震後に発生した大津波による大量のがれき
が地域を孤立させる中で、被災者の支援が急務となっ
た。被災地への一刻も早い救援を導くためには、まず
失われたインフラの迅速な機能復旧が不可欠であり、
国、県、市町村や建設企業等の関係者が協力し対応に
あたった。そのような状況の中、地震発生直後からの
現場の復旧作業、そして重機を使った近隣住民の救助
活動等を担った地域建設業の初動の実態は、これまで

Ⅳ.12.1.3 まとめ
東日本大震災では津波による広域的な被害により
地域が孤立した状況下で、インフラの機能復旧と住民
の救援活動を地域自ら行う必要に迫られ、被災地域内
の建設企業が大きな役割を果たした。そして、孤立状

十分には明らかにされていなかった。
国総研は災害が繰り返し発生する我が国において、
来るべき災害に備えるためには、被災地への支援・救
援を導いたインフラ復旧活動の調査・分析が重要であ
ると考え、東北地方整備局、東北建設業協会連合会、
公益社団法人土木学会・東日本大震災に関する東北支
部学術合同調査委員会、東北大学等と協力し、東日本
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況が解消され始めた後には、地域外からの支援を得な
がら救援と復旧が進められることになった。
これらのことを踏まえ、今後予想される広域大災害
に備えるためには、発災直後に求められる「地域自己
対応力」と、復旧まで継続して求められる「広域的協
力体制」の 2 つの要素が必要であると考えられる。

Ⅳ.12.2 東日本大震災における道路管理者の
対応の記録

についての質問はその後補足的に行うこととしており、
本ヒアリング調査でもそのように心がけた。しかしな
がら、ヒアリング対象者が当時の状況を体系的に思い

(1)はじめに

出すことにも配慮し、発災からの時系列を追う形でイ

東日本大震災では、人命救助や物資輸送のため、道

ンタビューを行った。ヒアリングは、それぞれ 2 時間

路の被災状況の把握、地震及び津波により被災した道

程度実施し、対象者は約 100 名にのぼった。(写真-

路の啓開及び復旧を迅速に行うことが、道路管理者に

Ⅵ.12.2.1)

要求された。また、これらの活動を支援するため、全

また、本地震により被災した道路施設とその復旧に

国各地の地方整備局の職員が被災地に派遣された。

関する事例については、各道路管理者が公表している

今後、道路管理者が大規模地震への対応を迅速に行

資料などから約 200 事例を収集するとともに特徴的な

うためには、本災害における具体的な対応状況と得ら

事例を対象に、具体的な対応状況等についてのヒアリ

れた課題や教訓を取りまとめ、残していくことが重要

ング調査を実施した。

である。
(3)震災時の道路管理における対応事例の取りまとめ

本調査は、東日本大震災の経験をもとに今後の災害
対応の参考となる事例集、教訓集を作成することを目

ヒアリングにより得られた対応事例は、地震発生か

的として、道路管理などの災害対応業務にあたった職

らの時系列に応じた各フェーズとして下記の様に分類

員などを対象としたヒアリング調査結果などを踏まえ、
災害発生時における道路管理者の対応や被災施設の復
旧にあたっての課題や問題点について整理した。
なお、Ⅳ.12.1 での地域の建設業者などを対象にした
災害時の活動についてのアンケート調査およびその定
量的な評価に対し、本調査は災害対応の流れや背景な
ど、定量的評価が困難な記録について、当事者の生の
声を残すことをその趣旨としている。

するとともに対応結果を類型化してとりまとめた。
① 体制の確立と地震情報の収集(発災直後)：災害対策
本部(支部)の設置とその運営(電源や通信の確保、
職員の交代など)、地震の震度分布及び津波などの
基本的な情報収集
② 緊急点検(発災直後～1・2日後)：地震後の緊急点検
の実態と被災情報の伝達、共有
③ 道路啓開、緊急対応(発災1日後から1週間程度)：緊
急車両が通行できるようにするための道路啓開(津波

(2)震災時の道路管理者の対応に関するヒアリング調
査
道路管理者の対応については、本災害で大きな被災
を受けた地域における道路管理者を対象にヒアリング
調査を行った。
具体的な調査対象は、
国土交通省では、
2 地方整備局 (東北地整，関東地整)及び 8 事務所(東北
地整：三陸国道，岩手河川国道，仙台河川国道，福島
河川国道，磐城国道，関東地整：常陸河川国道，千葉
国道，東京国道)、直轄国道以外を管理する機関として
は、5 県(岩手，宮城，福島，茨城，千葉)及び 1 政令
市(仙台)の道路管理系の業務にあたる職員とした。ま
た、全国より被災地の支援を行った職員などにも同様

によるがれきの移動など)の緊急措置、通行規制、迂
回路対応
④ 応急復旧(発災1週間後から半年程度)：一般車両の
通行を条件(車線規制、車両重量など)付きながらも
可能とした復旧内容
⑤ 本復旧、復興(応急復旧以後)：本格的な復旧の計画、
実施状況や復興の現状

に調査を行った。
なお、ヒアリング調査は、｢災害エスノグラフィー｣
1)(災害及びその対応を特定の集団、民族が持っている
既知ではない一つの文化と捉えて記録する調査手法)
を参考に実施した。災害エスノグラフィー調査では、
災害時の体験を自由に語って頂くこと基本とし、内容

写真-Ⅵ.12.2.1 ヒアリング調査の様子
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【津波警報発令時の道路パトロール】
一年前に発生したチリ地震の経験から、津波に対応した道路パトロールのマニュアルを作成していたが、遠地地震
を対象にしていた。そのため、到達予定時刻までに半日～1日程度の余裕がある場合を想定していた。
（沿岸部国道事務所）
事務所の道路パトロールは、津波警報による浸水想定エリアがある事務所では、浸水エリアに入らない事とした。こ
のため、出張所内または津波浸水予想エリア直前で待機している状態となり、浸水エリアの情報はテレビに頼る状況
であった。
（地整道路管理課）
当初の津波警報は3mとなっていたが、直後に3m以上の大津波警報に変わり、その後10m以上に変わった。最初
に点検に出た職員は、10m以上の予想される津波高さの情報を持たずに道路パトロールに出ていった。
（沿岸部国道事務所）
地震発生直後に道路パトロールの指示を出したが、その後に津波警報の発令を確認したため、すぐに「戻れ」の
指示をしようとしたが、電話回線が不通となり連絡が取れなかった。その後の維持業者との連絡で無事を確認す
る状況だった。
（沿岸部国道事務所・道路維持出張所）
地震発生翌日の朝の時点では、県内沿岸には依然として津波警報が出ており、まだ道路パトロールは出来ない
言う話は出ていたが、自主判断でパトロールを実施していた。
（沿岸部国道事務所・道路維持出張所）
津波警報が出ていたため、沿岸の沈埋トンネルは道路パトロールを見合わせていたが、トンネル内はモニターカメラ
で状況確認が可能であった。
（高速道路会社）
津波が来た際の道路パトロールの基準に関しては特に定められておらず、地震発生時には土木事務所の判断で点
検に行かなかった所や津波が来るために警察が立ち入り禁止の措置を行った区間などがある。
（県道路部）

【燃料の確保、運用】
事務所の近くにあるプラントが地震により操業停止となっていたので、プラント操業用の燃料を提供してもらった。
（国道事務所）
非常用発電機の燃料(A重油)の調達は、非常に難しい状況にあった。このため、比較的調達しやすかった軽油で駆
動する小型の発電機を別途用意し、切り替えながら電源を確保した。
（国道事務所）
内陸及び日本海側の事務所、出張所、河川排水機場などのタンクから汲み上げて燃料を確保した。また、除雪ス
テーションの備蓄タンクから、季節的に今期はもう使用しないと思われる機械用の燃料を転用していた。なお、燃料
の搬送には、維持業者などの協力で行った。
（国道事務所）
除雪の実施にあたり、隣接する事務所に可能な範囲で協力してもらい事務所内の燃料消費を抑え、沿岸部に燃料を
送れるようにした。
（国道事務所）
庁舎の非常用発電の燃料が厳しくなってきた際、部署によっては夜間の給電を停止した。その場合、メールなども使
用できなくなるので、守衛室の電話1本でやり取りを行った。
（県道路部）
非常電源用の燃料タンクとしては72時間程度分以上の容量を持っているが、毎年の訓練などでは数時間分しか消
費しない。燃料を長期間保存しておくと劣化の恐れがあったため、発災時にはタンクの半分程度の燃料しか備蓄して
いなかった。
（国道事務所）
道路パトロール、除雪などの維持作業用の燃料が少なくなってきたため、ある時期より正確な数量管理を行うととも
に、余震発生時の緊急パトロールなどに備え、通常パトロールの回数を減らした。
（国道事務所）

図-Ⅵ.12.2.1 それぞれの事務所などにおける対応を整理した個表(例)
対応結果の類型化にあたっては、臨機の対応により
得られた、好事例や教訓となる事例を抽出しやすくす
る工夫も別途行った。
これらの整理を全てのヒアリング対象ごとに実施
し、得られた事例については、それぞれの対応フェー
ズ、活動内容に応じて個表として整理した。図 Ⅵ.12.2.1 は、津波警報発令時の道路パトロール及び燃

していたが、実際に起こった災害の規模がさらに大き
かったことなどが原因で、それらの効果発揮が十分と
までは行かなかった事例も明らかとなった。

料の確保、
運用時の対応について整理した事例である。
これらを見ると、今回の震災対応では、想定されて
いなかった事象への対応を多くの場面で求められたこ
とが明らかとなった。一方、これまでの災害対応や平
常時の維持管理業務の経験及びその外挿的な対応によ
り乗り切っていった現場の様子が浮き彫りとなった。

をすることが困難となる状況が多く発生した。このた
め全国の地方整備局の職員が、被災事務所の支援など
を行うための緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)及び
県や市町村などへ情報収集活動を行う情報連絡員(リ
エゾン)として派遣された。
これらの職員の活動状況についても調査を行い、派

また、ある事象について、想定に基づく事前の備えを

遣先や派遣期間などに応じた活動状況の特徴や問題点

(4)災害支援対応の調査
東日本大震災では広域にわたって甚大な被害が生
じたため、当該地域の道路管理者のみでは適切な対応
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表-Ⅵ.12.2.1 復旧方策における道路管理者の対応事例
地震発生の
時間フェーズ

復旧方策における道路管理者の対応事例

仮橋を保管している事務所では運用マニュアルを作成し、仮橋組立を実際に行う訓練を実施してい
る。実際に災害で運用した後に、発生した不具合（例えば接合部）を解消した。
津波の浸水エリアを想定し、迂回路を決めていた。また、発災時にはその迂回路を使用することができ
たため、緊急点検、緊急措置、応急復旧が迅速に行えた。
緊急措置時に、対応する車両の燃料、通行止めを表示する資材（カラーコーン、バリケード等）が不足
した。
不足した燃料、資材を被害の比較的小さい内陸部や日本海側から支援を受けた。
緊急措置・道
停電によってアスファルトプラントが稼働しないことから、アスファルト合材をつかえず段差のすりつけに
路啓開
は砕石を利用している事例が多数。
津波によって流出した、がれき等を移動する道路啓開は維持業者や災害時協定業者が対応した事例
が多数。現地で自衛隊と啓開する範囲を調整した事例もある。
応急復旧に必要となる測量、地質調査、設計は緊急的に随意契約を結んだコンサルタントが行った。
TEC-FORCEによる調査結果をもとにコンサルタントがとりまとめる方法を行った箇所もある。
工法決定において、有識者等の委員会を立ち上げて決定した例はほとんどなく、多くの場合は道路管
応急
理者が決定している。
復旧
仮橋の設置においては、直轄では他地整や自衛隊が保有している仮橋について災害対策本部（局）
が調整した事例があった。
応急復旧はほとんどの場合、維持業者、災害時協定業者が対応した。県単位で建設業協会が被災の
大きい沿岸部への応援業者の割り振りを調整している事例もあった。
津波の被害が大きい沿岸部では、市町村の復興計画と歩調を合わせた復旧を見据えており、計画待
本復旧・復興
ちの事例があった。
発災前準備

をとりまとめた。

た状況などが明らかとなった。

調査の結果、発災直後には収集した情報の伝達が困
難となる状況やそれぞれ派遣者間での連携(隣接市町
に派遣された TEC-FORCE の間、リエゾンの間、
TEC-FORCE とリエゾンの間など)の必要性が明らか
となった。また、TEC-FORCE、リエゾンの活動を後

これらの復旧事例は、今後の震災対応において迅速
な震災復旧を行うために必要な技術的手法として活用
していく。

方から支援するロジスティクス担当(派遣者の活動管
理，移動・宿泊などの調整，活動物品の調達など)の重
要性が浮き彫りとなった。

東日本大震災発生時における道路管理者の対応よ
り得られた経験などについてヒアリングを中心とした
調査を実施した。この結果、多くの貴重な事例収集を
するとともに大規模地震災害に備えるための課題が浮
き彫りとなった。

(6)まとめ

(5)被災道路施設の復旧事例調査
収集した道路施設被害及びその復旧事例(約 200)に
ついては、下記の点に着目し、整理、取りまとめを行
った。特徴的な事例を表-Ⅵ.12.2.1 に示す。表形式の
とりまとめにあたっては、地震発生から復旧に係る時
間的なフェーズに分けて整理を行った。
① 被災施設：道路路面、切土、盛土、橋梁、トンネル
等

今後、これらの調査結果については、情報伝達や道
路復旧といった道路管理者の役割とその行動を踏まえ
た更なる整理を実施し、道路管理者が災害対応の参考
にすることができる事例集、教訓集としてとりまとめ
る予定である。
謝 辞
今回ヒアリング調査に対応していただいたみなさ
まには、多忙な中、ご協力を賜りました。深く謝意を
表します。

② 災害要因：地震動による被災、津波による流失
③ 道路ネットワーク上の位置付け：緊急輸送道路等
④ 地震に対する事前準備：資機材の確保等
この整理結果より、
沿岸部にアクセスする道路では、
構造的な大きな損傷はほとんど見受けられなかった。
一方で、道路路面に段差が生じる被害が多く、緊急車
両の通行を確保するために、限られた資機材で対応し

参照文献
1） 林春男、田中聡、重川希志依他：防災の決め
手｢災害エスノグラフィー｣ ～阪神・淡路大震
災秘められた証言～、NHK出版、2009.
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内においては、震度 6 弱以上の地震が発生した場

Ⅳ.12.3 大規模広域型地震時の即時震害推
測技術の開発

合、警視庁長官の判断により、道路交通法及び災
害対策基本法に基づき、高速道路及び一般道路に

Ⅳ.12.3.1

はじめに

対し交通規制を実施する)ため、一刻も早い道路状

地震発生時における国土交通省の所管施設の管

況の把握、情報の共有を行う必要がある。

理では、大きな震度が観測されたエリアで点検を

一方、震後における負傷者の搬送や被災者に緊

実施している。しかしながら東日本大震災では、

急物資を届けるための救援ルートの確保には、緊

被害が甚大であった東北、関東地方は点検終了ま

急車両が通行できるルートを選定し、道路構造物

で多大な時間を要した。同様に広域かつ多様な被

の被災やガレキなどにより通行に支障が生じたル

害が想定される南海トラフ地震や首都直下地震で

ートを切り啓く｢道路啓開｣をいち早く行う必要が

は、被害の概況把握すら困難になることが懸念さ

ある。

れる。

国土交通省では、首都直下地震や南海トラフ地

このように所管施設の被害が把握できない状況

震を想定した道路啓開計画

2), 3)などを策定してい

が続くと、災害対策本部などでは迅速な初動対応

る。これらの計画では、地震発生後、被災状況の

のための的確な意思決定が困難になる。

把握、集約と優先啓開ルートの決定を速やかに行

そこで、国総研では、地震発生直後に各種観測

い、啓開に必要な人員、資機材の応援を他の管理

網より得られる強震記録から地震動分布を推計す
る手法および地震動分布と所管施設の基礎情報を
もとに被害状況を精度良く推測する手法の開発を
行ってきた 1) 。また、開発成果を踏まえ、施設管
理者などの意思決定の支援を目的に地震発生直後
の情報の少ない段階においてインフラ施設の被害
推測情報などを提供する、｢即時震害推測システ
ム｣を構築し、災害対応現場の担当者との意見交換
などを踏まえ、基本的な機能に加え、災害時の意

路線、区間よりも優先して集結させることとして
いる。
なお、直轄国道の地震時における道路施設の状
況把握は、路線踏破による巡視点検を基本として
おり、震度 4 以上の地域の路線全てをパトロール
カーで往復走行している。往路では、自動車の通
行に支障をきたす異常を把握するため、舗装の段
差、陥没、落石、崩土の有無など道路の全体概況
に着目した点検を行う。点検時は、基本的にパト

思決定支援に資する機能を備えた。
Ⅳ.12.3.2 地震災害時における道路施設管理
地震災害が発生した際のインフラ施設管理の具
体例として、道路施設の管理の現況を記す。
一般道路の地震をはじめとする災害時における
管理は、鉄道や高速道路の交通インフラ、ガス、
電気、通信などのライフラインの管理とは、運行
や供給サービスの停止を管理者自らが行えない点
で大きく異なる。
例えば鉄道では、所定以上の地震が発生すると
ただちに列車の運行が停止され、その後、線路な

ロールカーを走行させながら、車中より確認を実
施する。
一方、復路では、余震の発生や通行継続による
二次災害の危険性を把握するため、道路を構成す
る橋梁、盛土、法面などの変状や異常を点検する。
例えば橋梁では、橋脚などの構造部材の目視確認
を実施する。
点検班は、点検者と運転手の 2 名もしくはそれ
以上で構成されており、各班の点検延長は、往路
点検を通常の走行で 90 分以内に終えられるよう
に区間割りされている。さらに、休日や夜間に地
震が発生した場合でも速やかに点検を開始できる

どの点検を行い、安全の確認がなされた後に運行
が再開される。このため管理者が把握できていな
いところでの二次災害の発生は、基本的には生じ
得ない。しかしながら、一般道路において災害に
伴う道路の異常に対する予防的措置としての通行
規制などは、雨量を指標とする事前通行規制はあ
るものの、地震発生を以て利用者の通行をただち
に自動的に規制する枠組がない(ただし、警視庁管

体制を常時維持している。
しかしながら、実際の地震発生時には、様々な
震後対応のための車両や高速道路の通行規制に伴
い一般道に排出された車両などにより発生した渋
滞による点検の遅延、携帯電話の通話通信制限な
どに伴う現地からの伝達の遅延や情報の集計作業
に要する時間などにより、情報の即時性は上位機
関になるほど乏しくなる状況にあり、これらを解
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消するための各種のツール

4)などが開発されてい

おり、耐震設計における地盤の液状化判定など

る。

では、最大加速度が用いられている。

以上の状況に鑑み、｢即時震害推測システム｣は、

また、地震の揺れによる施設被害を推測するに

地震災害時における点検情報を補完することを主

あたっては、その施設の直近で観測された地震動

たる目的としている。それ以外にも、地震時にお

強さが必要となる。しかしながら、施設近傍で地

ける道路管理に限らず、災害対応に役立てる位置

震観測が行われているものは少なく、複数地点で

付けから、本システムは、地震発生直後に被害の

の観測記録をもとに地震動強さの空間分布を推計

程 度 や そ の 広 が り を 把 握 す る Ⅳ .12.3.4 で 示 す

する必要がある。

様々な機能を備えている。

一方、地震動強さから施設被害を推測するにあ

なお、地震発生直後から巡視点検結果が取りま

たっては、施設が経験した地震動強さの他に、構

とまるまでの数時間において本システムは確実に

造形式やその構造物の耐震設計レベル(一般的に

稼働する必要がある。また、道路をはじめとする

は設計された年代)が大きな影響を及ぼす。

インフラ施設管理者の災害対応を支援することを

｢即時震害推測システム｣は、これらを踏まえ、

目的としており、被害推測結果をはじめとする各

地震観測記録を用いてインフラ施設などの被害推

種の情報は、関係機関および災害対応従事者間で

測を行う。被害推測のフローを図-Ⅵ.12.3.1.1に示

共有することを念頭においている。このため、シ

す。

ステムは災害対応実施機関の内部で稼働し、災害
発生時の停電や通信インフラに対する冗長性は当
該機関の耐性に依存する。例えば、国土交通省で
は、商用電源が失われた場合においても 72 時間
は執務庁舎および各種情報システムのサーバ、通
信インフラなどの機器が運用できるように非常電
源などを整備している。

現在、本システムは、中部地方のデータを使用
したシステムとして構築し、国総研内で試験運用
しており、即時震害推測情報を災害対応現場で実
践的に活用するための検討を行っている。

Ⅳ.12.3.3

b)強震記録活用の仕組み
施設被害の推測に用いる地震観測記録は、全国
約 1,000 箇所に設置された強震計からなる(国研)
防災科学技術研究所(以下、防災科研) K-NET7)の

即時震害推測システム

a)即時震害推測システムの概要
地震発生直後に得られる情報としては、気象庁
が発表する震度階級が一般的であるが、震度階級
だけでは多様な振動特性を有する各種施設の被害
を推測するのは難しいことが指摘されている 6) 。
土木構造物の被害程度と比較的相関のある地震動
指標としては、SI 値(スペクトル強度)が知られて

強震記録を活用しており、地震動分布をより精度
良く推計するため、適宜国総研の観測記録などを
統合している。
関係するサーバの構成および機能とデータの流
れは図-Ⅵ.12.3.1.2 の通りである。
地震発生後、防災科研において K-NET の観測
記録を用いて、計測震度、最大加速度、SI 値の算

地震発生情報(気象協会)
地震観測記録(防災科研)を入手

地震動分布の広がりを推計

施設位置での地震動強さと施設の耐震性能を比較

地震による所管施設の被害推測結果を表示
図-Ⅵ.12.3.1.1 被害推測のフロー
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(独)防災科学技術研究所

国土技術政策総合研究所

地震データの送信（FTP-PUT）
（観測値情報のXMLファイル）

IP-VPN

K-NETサーバ

VPNルータ

VPNルータ

地震動分布
表示システム
（グローバルIPアドレス無し）
地震データの送信
（FTP-PUT）

（一財）日本気象協会(JWA)

L2-SW
ファイア
ウォール

JWAサーバ

防災関係気象情報集約装置
（グローバルIPアドレス有り）
地震データの送信
（FTP-PUT）

JWAデータの流れ

地震データの送信
（FTP-PUT）

K-NETデータの流れ
MLITデータの流れ

地震情報管理サーバ
（グローバルIPアドレス無し）

図-Ⅵ.12.3.1.2

JWA
震源
（CSV）

JWA
震源

K-NET
（XML)

MLIT
（CSV）

【機能】
①到着ファイルをチェックし条件にあう地震デ
ータがあればJWAのXMLファイルを地震情
報管理サーバに転送
【保持するデータ】
■JWAの気象データ（地震を含む）（XMLファ
イル）

気象データの送信（FTP-PUT）

インターネット

【機能】
①到着ファイルをチェックしK-NETのXMLファ
イルがあれば地震情報管理サーバに転送
②地震動分布演算機能
③分布描画機能
④分布描画に用いたデータの管理機能
⑤地震動分布の表示（WEBサーバ機能）
【保持するデータ】
■JWAの震源情報（CSVファイル・DB）
■K-NETの地震情報（XMLファイル）
■地震計ネットワーク観測値（CSVファイル）

JWA
（XML）

【機能】
①到着ファイルをチェックしデータがあればメ
ールを作成
②メールサーバ経由メール送信（SMTP)機能
③地震データの地震動分布表示システムへ
の送信（FTP-PUT）機能
④XML（地震計ネットワークデータ、JWA地震
データ）からのCSVファイル生成機能
【保持するデータ】
■JWAの地震情報（XMLファイル）
■JWAの震源情報（CSVファイル）
■K-NETの地震情報（XMLファイル）
■地震計ネットワーク観測値（CSVファイル）
JWA
（XML）

JWA
震源
（CSV）

K-NET
（XML)

MLIT
（CSV）

｢即時震害推測システム｣関係サーバの構成および機能とデータの流れ

出を実施し、算出結果データは、地震発生から 5
～10 分程度で国総研に自動的に送信される。防災
科研からの K-NET データは、通信品質とセキュ
リティ確保のためインターネットを介さない
IP-VPN(IP 通信網を経由して構築した閉域通信
網)により国総研の地震情報管理サーバに送信さ
れている。
これとは別に、地震動分布の推計に必要となる
震源位置とマグニチュードは、地震発生後に(一
財)日本気象協会がインターネットを通じて配信
するサービスを活用して入手し、これらのデータ

いる。

をもとに c)で示す手法により地震動分布が演算さ

での値に変換し、空間補間している。また、地表

れる。
なお、情報の入手元である、防災科研および(一
財)日本気象協会との通信途絶やこれらの機関の
被災により、必要な情報が入手できない場合、後
述する震源位置、深さ、マグニチュードを手動で
入力することで、地震動分布を作成することがで
き、最低限の被災イメージの共有が可能となって

面の地震動分布は、空間補間で得られた基盤面に
おける地震動分布にそれぞれの位置での増幅倍率
を乗ずることで得られる 8)。
なお、気象庁でも震度5弱以上を観測した地震
については、震度階の面的分布を推計した推計震
度分布 9) を公表しており、これも同様に基盤面で
地震動強さを空間補間している 10)。本システムは、

c)地震動分布の推計
地表面で観測される地震動強さは、地点ごとに
異なる表層地盤の特性に大きく影響を受けること
から、地表面で観測された地震動強さをそのまま
空間補間することは適切ではない。このため、本
システムでは、表層地盤によって基盤面の地震動
強さが何倍に増幅されるかを表す増幅倍率DBを
作成しており、地震動分布の推計では、地表面で
観測された地震動強さを増幅倍率で除して基盤面
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構造物被害の推測を目的としているため、計測震

ている。RASMO は、高速道路構造物の被害推測

度に加え、SI値、最大加速度の推計分布の演算を

17)などに用いられている

行うシステムとして開発している。

採用し、トレンド成分を距離減衰式で期待値とし

Simple Kriging 法 18)を

表層地盤の増幅倍率は、地震ハザードステーシ

て評価し、残差成分を観測値にて補間する手法と

250m メッシュの表層

なっている。基盤面におけるトレンド成分の推計

30m 平均 S 波速度をもとに、既往の研究成果 12), 13)

には、片岡ら 19)が求めた地震動予測式を用いてい

により算出している。

る。

ョン

11)で公開されている

表層 30m 平均 S 波速度は全国の地形、地盤分

なお、本システムにより地震動分布の推計まで

類メッシュマップ 14)をもとに、同じ地形分類であ

に要する時間は、地震の規模によって異なるが、

っても標高や地盤の傾斜によって堆積物の粒度が

地震発生から概ね 20～30 分程度となっている。

異なることなどを考慮して推定されたものであり、
d)構造物被害の推測

地震動増幅倍率と相関が高く、地震被害想定に用
いる広域震度分布の予測などにも地盤の揺れやす

構造物の被害推測は、道路橋、盛土を対象に実

さを表す指標としてよく用いられている 15)。

施しており、既往地震の被災データに基づいて提

基盤面での地震動強さの補間にあたっては、他

案された手法20), 21)を用いている。それぞれの被害

機関の地震被害推測システムなどで用いられた実

推測に用いる地震動指標は、道路橋梁：計測震度

績のある 3 つの手法(Inverse Distance Weighted
法、Minimum Curvature 法、Kriging 法)を整理
し、既往地震の地震動分布を推計して適用性を比
較検討した。その結果、震源情報が必要となるも
のの、補間精度が高く演算量も比較的少ない
Kriging 法を採用した。
システム内の実際の演算では、公開されている
地震動分布の推計シミュレータ RASMO16)を用い

およびS I値、盛土：計測震度、である。
道路橋および盛土の被災度の評価は、道路震災
対策便覧22)に従いA、B、Cに分類しており、それ
ぞれ以下の通りである。
A：大被害…橋梁では耐荷力の低下に著しく影
響のある損傷が想定され、落橋な
どの致命的な被害が想定される場
合。盛土では全面的な崩壊が想定

START

チェックシートB-1

START

1

4

震度5弱以上か？

1

2
震度7か

適用基準

走行性判定

被災度C

3

複数径間橋か？

ラーメン構造か？
H8道示以降

4

S55,H2道示

S55道示より前

5
橋梁形式は？

H8道示以降か

被災度C

16

17
段落とし無しか?

曲げ先行か

被災度B
走行性b

被災度A
被災度B
走行性a

チェックシートA
A1 端部支承・落橋防止
A2 橋台基礎

走行性判定

段落としの
データがない場合で、
適用示方書（下部構造）も
不明・未入力の場合は、
以後のフローに関係なく
判定不能とする。

走行性判定

5

5

桁橋形式以外の特殊橋
吊橋
斜張橋(エクストラドーズド橋)
トラス橋
上路、中路アーチ橋

5
桁橋形式

シートB1-3

震度6強か？

シートB1-2

シートB1-4

5
方杖・π・斜πラーメンか？

19、20
シートB1-1(S55より前段落とし有)
支持条件

被災度C

F/M
掛け違い

被災度B
個別対応

シートB1-1

ラーメン形式

被災度C

チェックシートB
B1 RC橋脚
B2 鋼製橋脚
B3 支承・落橋防止
B4 橋台基礎
B5 側方流動

1

18
せん断スパン比3以上か

チェックシートC
C1 RC橋脚
C2 鋼製橋脚
C3 端部支承・落橋防止
1
C4 橋台基礎

被災度C
個別対応

走行性b

中間支点F
FF掛け違い

中間支点M
MM掛け違い

柱種類(方向)

被災度A

被災度B

被災度C

単柱(LL,TT)
ラーメン・壁(LL)

SI≧60

60>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

単柱(LL,TT)
ラーメン・壁(LL)

SI≧60

60>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

単柱(LL,TT)

SI≧60

60>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(LL,TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

単柱(LL,TT)

SI≧60

60>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(LL,TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

走行性判定シート
ゴム支承

図-Ⅵ.12.3.1.3

橋梁の被害推測フロー

11)より抜粋

シートB1-2(S55より前、段落とし無し、曲げ先行)
支持条件
F/M
掛け違い

261

中間支点F
FF掛け違い

中間支点M
MM掛け違い

柱種類(方向)

被災度A

被災度B

被災度C

単柱(LL,TT)
ラーメン・壁(LL)

SI≧70

70>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

単柱(LL,TT)
ラーメン・壁(LL)

SI≧70

70>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

単柱(LL,TT)

SI≧70

70>SI ≧45

45>SI

ラーメン・壁(LL,TT)

SI≧80

80>SI ≧45

45>SI

される場合。

行い、SI値による評価を行う。震度7のエリアに

B：中被害…橋梁では耐荷力の低下に影響のあ

位置する橋梁は、場合によらず被災度B以上と評

る損傷が想定されるが、余震や活

価している。

荷重など被害を進行させる要因が

なお、被害推測フローに基づく構造物の評価は、

なければ、当面は利用可能である

被害推測を行う全ての構造物に対して予め行って

と想定される場合。盛土では部分

おり、各構造物の被災度に対応する地震動指標の

的な崩壊が想定される場合。

閾値を取りまとめている。これにより、地震発生

C：小被害…橋梁では短期的には耐荷力の低下

時は、施設位置での地震動指標値と閾値の比較の

の影響は想定されない場合。盛土

みで被災度を推測する演算時間の短縮を図ってお

ではごく一部の変状が想定される

り、推計地震動分布の演算終了とほぼ同時に推測

場合。

結果の閲覧が可能である。

また、施設被害に影響が大きい地盤の液状化に

さらに、構造物の被災度の推測については、本

ついても、設計に用いられる値を推定する手法23)

研究としても精度向上を図っている。以下に道路

で推測を実施しており、推計される最大加速度に

盛土で改良を行った例を示す。2004年新潟県中越

応じて、液状化の危険度大、危険度小、危険性無

地震および2011年東北地方太平洋沖地震で発生

し、と評価をしている。

した多数の道路盛土の被災事例をもとに、被災し

道路橋梁の被害推測の流れを図-Ⅵ.12.3.1.3に
示す。道路橋梁の被害推測では、最初に個別の構
造物位置での震度階に応じて被害推測対象か否か
のスクリーニングを行う。その上で橋梁の構造形
式(径間数、橋梁形式など)および設計に用いられ
た基準の年次(一般に新しい基準で設計された橋
梁ほど高い耐震性能を有する)による場合分けを

やすい構造的要因を抽出するとともに、地震動強
さと道路盛土の被災度の関係を分析した。平地と
傾斜地では盛土の被災パターンが異なる22)ため、
平野、台地部と丘陵部の2つに分類し、被災デー
タを整理した。
表-Ⅵ.12.3.1.1は、平野、台地部の道路盛土の被
災パターンを示したもので、各地震の被災件数と

表-Ⅵ.12.3.1.2

地震動強さと道路盛土の被災度の関係

道路構造タイプ
地盤条件
軟
弱
粘
性
土
地
盤
(
液
状
化
地
盤

砂
質
土
・
礫
質
土
）

震度

盛土構造

盛土高さ

４

５弱

５強

６弱

６強

７

盛りこぼし
形状

5m 未満

－

－

－

－

Ⅱ-B (V-C)

Ⅱ-A (V-B)

5m 以上

－

－

(V-C)

壁

腰
積
み
擁

ブ
ロ
ッ
ク

積
み
擁
壁

Ⅱ-B (V-B)

Ⅱ-A (V-B)

Ⅱ-A (V-A)

擁壁高
3m 未満

5m 未満

－

－

－

－

Ⅱ-B

Ⅱ-B (V-C)

5m 以上

－

－

－

Ⅱ-B (V-B)

Ⅱ-B (V-B)

Ⅱ-B (V-B)

擁壁高
3m 以上

5m 未満

－

－

－

－

－

－

5m 以上

－

－

－

－

Ⅱ-B (V-C)

Ⅱ-B (V-B)

5m 未満

－

－

－

Ⅱ-B (V-C)

Ⅱ-B (V-C)

Ⅱ-A (V-B)

5m 以上

－

－

－

Ⅰ-B (V-C)

Ⅱ-A (V-B)

Ⅱ-A (V-A)

擁壁高
3m 未満

5m 未満

－

－

－

Ⅰ-C (V-B)

Ⅰ-C (V-B)

Ⅱ-B (V-B)

5m 以上

－

－

－

Ⅰ-C (V-C)

Ⅰ-B (V-B)

Ⅱ-B (V-B)

擁壁高
3m 以上

5m 未満

－

－

－

Ⅰ-B

Ⅱ-B

Ⅱ-B (V-B)

5m 以上

－

－

－

Ⅰ-B (V-B)

Ⅰ-B (V-B)

Ⅱ-A (V-B)

盛りこぼし
形状
腰
積
壁
み
擁

ブ
ロ
ッ
ク

積
み
擁
壁

表-Ⅵ.12.3.1.1

平野・台地部の道路盛土の被災パターン・被災区分 13)に加筆
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発生地震もしくは
想定地震の情報

地理院地図と
重ね合わせる
情報の選択と
透過率の設定

被害推測情報
の表示(盛土)

表示する
被害推測情報
の選択
被害推測情報
の表示(橋梁)

図-Ⅵ.12.3.1.4

｢即時震害推測システム｣の基本画面イメージ

被災パターンの被災度別の関係を検討した。その
結果、基礎地盤条件、盛土構造(盛りこぼしか擁壁
か)および盛土高さと被災度との関連が強いこと
がわかったため、これらの条件で被災事例を分類
した上で、被災した盛土位置での地震動強さと被
災パターン、被災度との関係を表-Ⅵ.12.3.1.2のよ
うに整理した。

システムの基本画面を図-Ⅵ.12.3.1.4に示す。画
面左側には、発生した地震の諸元、地図と重ね合
わせて表示する地震動指標(計測震度、SI値、最大
加速度)の選択、表示する被害推測対象(橋梁、盛
土、斜面)の選択ダイヤログを配している。地図上
に表示された、構造物アイコンをクリックすると
構造物諸元として、橋梁では橋梁形式、径間数、

本表を用いることで、盛土構造と地震発生直後

適用示方書など、盛土では盛土高さ、勾配などの

に推計した地震動強さから、道路盛土の被災度を
迅速に推測することができる。今後、他の施設に
ついても同様の分析を進めるとともに、地震ごと
の被害の特徴を考慮するなどの高精度化を図る。

情報を確認することができる。
また、実際の災害時に順次入ってくる情報とし
て、CCTVの画像から判断された状況や巡視点検
で得られた情報などに基づく、通行の可否やコメ
ントを記載することができる。
また、本システムでは、任意の地点を震源とし、
深さ、マグニチュードを設定することで、基盤面
における地震動の距離減衰特性および表層地盤の
増幅倍率を踏まえた地震動分布の推計結果、なら
びにそれに基づく被害推測結果を表示する機能を
有している。

e)斜面構造の地震被災リスクの表示
道路に面している斜面構造は、地震により通行
に支障をきたす被害を度々生じている。しかしな
がら、斜面構造の地震に対する被災評価は、多様
な斜面特性や地震発生前の降雨状況などが大きな
影響を及ぼすことが知られており、地震被害を推

これにより、構造物の形式や耐震設計レベル等

測する一般的な手法が確立されていない。

のデータ整備を行うことで、容易に様々なタイプ
の地震に対する被害想定を行うことができる。こ
の機能は、防災訓練のシナリオづくりなどへの活
用が可能と考えている。

このため、本システムでは、道路斜面を対象に、
地震に対する被害発生のリスクとして、防災カル
テ点検時24)に、近年における崩壊の痕跡や不安定
岩塊があるなど｢要対策｣と判定された斜面を対象
に、震度に応じたリスク(震度７：被災リスク｢大｣、
震度６強：被災リスク｢中｣、など)を表示している。
f)システムの操作
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コメント欄

図-Ⅵ.12.3.1.5
Ⅳ.12.3.4

参照地震情報の例
SI値を用い、その大きさに応じたメッシュ数によ

現場での活用を踏まえた機能実装

本システムの開発にあたっては、地方整備局の
防災関係部署(道路管理課など)と連携を図り、被

る近似性の評価を行い、｢参照地震｣の候補となる
既往地震を３つ示し、ユーザーが地震の発生地域

害推測情報の災害対応現場の実務での活用を踏ま
えた機能、情報提供画面の作り込みを行った。そ
の際、本システムのデモ機による機能、情報提供
画面を提示するとともに、災害対応の流れを鑑み
た課題などの抽出を行った。本調査を通じて構築
した機能の一部を紹介する。
a)｢参照地震情報｣の抽出・表示
国総研では、地震が発生した際(その時発生した
地震を｢発生地震｣と呼ぶ)、既往地震の中から、地
震特性(震源のタイプ(海溝型、活断層型)、地震動

などを踏まえた選択をすることで｢参照地震情報｣
が作成される。
図-Ⅵ.12.3.1.5に2014年11月22日に長野県北部
を震源とする地震 (気象庁マグニチュード6.7、最
大震度6弱)が発生した際の、本システムでの｢参照
地震｣の抽出および｢参照地震情報｣の作成例を示
す。
地震の規模、震源深さ、地震動の広がりが類似
し、近接する地域で発生した地震として、平成19
年能登半島地震を抽出し、その際の被害概況など

の強さと広がり、都市域もしくは沿岸地域などの
地震の発生地域)が類似する地震(これを｢参照地

を表示している。なお、本画面はエクセル形式で
保存することができ、｢発生地震｣と｢参照地震｣の

震｣と呼ぶ)を抽出し、｢発生地震｣の諸元と｢参照地
震｣の諸元および被害状況などを取りまとめた｢参
照地
震情報｣を作成している 25)。
本システムには、地震後30分程度で｢参照地震｣
を自動で抽出し｢参照地震情報｣を作成する機能を
有している。抽出は、250mメッシュで推計した

比較に基づくコメントなどをユーザーが記載する
ことができる。
本システム内には、｢参照地震｣の候補として、
1968年十勝沖地震以降に発生した比較的最大震
度の大きい38地震を｢被害地震情報カタログ｣と
してデータベース化している。｢被害地震情報カタ
ログ｣ではそれぞれの地震特性として、震源のタイ
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プ(海溝型、活断層型)、地震動の強さとその広が

位置する橋梁、盛土、斜面の地震被害の推測を行

り、地震の発生地域(都市域、山間地、沿岸地域な

う。特にSTEP2の対象路線に関する推測では、路

ど)をまとめている。また、併せてそれぞれの地震

線毎の被害箇所数とその程度を踏まえ、路線毎の

の人的被害、住宅被害、施設被害(土砂災害、道路

道路啓開の難易度を評価し、図-Ⅵ.12.3.1.6に示す

被害、河川被害、港湾被害)を整理している。

形で表示する機能を付与した。

｢参照地震情報｣は、｢発生地震｣の被害状況を直
c)CCTVカメラの抽出・表示

接推測するものではないが、｢参照地震｣の被害概
況および当時の災害対応を踏まえることで、支援

CCTVカメラは、平常時の施設保全をはじめ、

要員の派遣や復旧に要する資機材の手配などの意

災害発生後の被災箇所の管理、監視を行うツール

思決定を支援する。

として広く使われており、Ⅳ.12.2｢東日本大震災
における道路管理者の対応の記録｣でも、地震後に

b)道路啓開難易度の評価および表示

配信されたCCTVの映像を頼りに津波の状況を把

東日本大震災では、津波により甚大な被害が発

握する実態などが明らかになっている。

生した沿岸部への輸送道路をくしの歯型に緊急啓

国土交通省では所管施設の沿線などに20,000

開する｢くしの歯作戦｣26)が有効に機能したことか

台を越えるカメラが設置されており、機器の廉価

ら、南海トラフ地震による被害が懸念される地域

化やネットワーク化により、さらなる設置数の増

の整備局などでは同様の計画が策定されている 3) 。

加とともに災害時の状況把握ツールとして期待さ
れている。
しかしながら、地震発生直後における迅速かつ
網羅的な状況把握ツールとしてのCCTVカメラの
活用には、現場職員の平常時を踏まえた豊富な経
験などに依存 27)している。さらに、CCTVカメラ
で確認された状況を共有する仕組みがないため、
災害対応場面に応じて複数の職員が繰返し同じカ

｢くしの歯作戦｣は、高速道路などの広域支援ル
ートを確保するSTEP1、沿岸被災地へのアクセス
ルートを複数確保するSTEP2、津波ガレキ除去な
どにより沿岸ルートの道路啓開を行うSTEP3、の
三段階からなる。
本システムは、地震に対する施設被災の評価を
行うことから、STEP1およびSTEP2の対象路線に

図-Ⅵ.12.3.1.6

被害推測による｢くしの歯作戦｣ルートの評価結果の表示
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メラの映像を確認している等の状況が生じている。

謝辞：｢即時震害推測システム｣の開発にあたって

また、通信ケーブルの破断・停電による機器の

は、中部地方整備局企画部防災課各位、道路部道

停止などに起因するCCTVの活用にあたっての問

路管理課各位に資料提供および種々の意見を頂い

題点も明らかとなっている。

た。記して謝意を表する次第である。
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Ⅳ.12.4 低頻度激甚災害に対する危機管理方
策を検討する手法の開発

定し、
リスク分析を行うことでリスクの特質を理解し、
リスクを評価する。言葉の上では単純だが、どうすれ
ば以下の３つの課題を解決できるかという問に直面し
簡単ではない。

東日本大震災のような低頻度激甚災害に対しても、
災害の影響を最小化する危機管理を行えるための方策
として、災害発生シナリオ（以下、シナリオという。
）
の構築手法（設定した外力に対してどのような支障が
生じるか発想して整理）
、
災害リスクの重大性評価手法
（リスクマトリクス手法を用いたリスクの起こりやす
さ、深刻さによる定量的な説明）
、及び危機管理方策検
討・評価手法（対策メニュー及び対策の優先順位の検
討）を体系的に整理した。
また、このような危機管理方策検討を高品質、効率
的に実施するための災害リスクアセスメント手法とし
て事例集、
チェックリスト等からなるツールキット
（以
下、本手法をツールキットと称す）を開発した。
なお、地震と洪水の複合災害に関するケーススタデ
ィーについては、Ⅳ.4.2 地震と洪水の複合災害に関す
る研究を参照されたい。

図-Ⅳ.12.4.1 背景と研究内容

Ⅳ.12.4.1 研究の概要
図-Ⅳ.12.4.1 に示す通り、本研究の主要な研究項目
は、シナリオの構築手法、及びハード・ソフト技術を
組み合わせて災害の影響を最小化する危機管理方策の

また、RM は管理ということであるから、当然これ
では終わらない。ISO31000 の用語の定義として「リ
スクについて組織を指揮統制するための調整された活
動」(JIS Q0073)とある。リスクコミュニケーション、

検討手法の開発である。手法全体は、リスクマネジメ
ント（以下、RM という。
）の体系を参考にしている。

リスクへの対応、記録、及びモニタリング・レビュー
などが継続的になされ、リスクそのものだけではなく
リスクを管理する組織運営も含め、継続的に改善され
ることまで RM には含まれる。次に紹介するのは、主
にリスクアセスメントにおけるリスク特定の部分に相

本稿で紹介するシナリオの構築手法は、RM の中のリ
スクアセスメントの手順として妥当な手法を提案しよ
うとしたものである。体系化された RM の手法に準拠
することによって、作業の効率性と品質、取り組みの
継続性を確保しようとしている。
そこで、本手法の紹介の前に、RM についてまず簡
単に紹介する。なお RM に関する記述は、紹介する手
法の趣旨の説明のためであるため、適宜単純化・簡略
化している。

当する。
(2)RM 実施の全体的な手順
災害に関する RM においては、どのような災害が発
生しうるかを網羅的に具体化することが、リスクの特
定に相当する。本研究で提案した手法における災害リ
スクのアセスメント手法について、イメージを図Ⅳ.12.4.3 に示す。①がリスクの特定に、②及び③がそ

Ⅳ.12.4.2 リスクマネジメントの導入
(1)RM の概要
RM は用語としては普及していると考える。ところ
が実際には方法論は何であれ何らかのリスクを管理す
るという程度に漠然と捉えられていることも多い。こ
こでは、ISO31000 として基準化がなされている RM
が念頭にある。その概念を筆者なりに簡略化して示し
たのが図-Ⅳ.12.4.2 である。RM の手順の中でもリス
クアセスメントは比較的よく用いられる。リスクを特

れぞれ分析と評価に概ね対応する。作業としては、道
路、河川など適宜分けられたグループで、各種のツー
ル（後述）を活用しながら議論（さらにはグループ間、
全員でも議論）し、シナリオを描き、これを評価し、
対策を検討することになる。以下、ツールキットの構
成、機能について段階的に説明を行う。

268

適切・網羅的にリスクを見つけ出し、認識を共有できるように表現す
る（特定）
 リスクの起こりやすさや深刻さ等の特質をなるべく定量的に理解・表
現する（分析）
 リスク分析結果に応じ適切に対応の必要性や優先度を決める（評価）

図-Ⅳ.12.4.2 リスクマネジメントの概念図
図-Ⅳ.12.4.3 災害発リスクアセスメントの具体的実
施イメージ

Ⅳ.12.4.3 災害発生シナリオの構築手法
シナリオの構築手法はリスク特定に相当し、作業イ
メージを図-Ⅳ.12.4.3 に示す。
シナリオ構築の作業は、
さらに以下に説明する 3 つのプロセスに細分化される。
各プロセスでは、議論の質を高める、効率を高めるな
どといった目的で作成したツールを用いる。
プロセス 1 では、地図を見ながらブレーンストーミ
ングによって施設の被害を抽出する。さらに、そこか
ら生じる施設の持つ機能への支障（基盤機能支障と呼
んでいる）を考察し、一般の人々の暮らしや社会経済
への支障（生活・経済支障と呼んでいる）への波及を
考察し、支障発想シートに書き込む（図-Ⅳ.12.4.4 上
部）
。
プロセス 2 ではこれを所定の書式に整理する（図Ⅳ.12.4.4 下部）
。続くプロセス 3 では、想定外の外力
によって発生しうる事象（図-Ⅳ.12.4.5）を重点的に検
討し、シナリオに追加する。
Ⅳ.12.4.4 災害リスクの重大性評価手法
(1)重大性評価手法
災害リスクの重大性評価は図-Ⅳ.12.4.3 の②「被害
から波及する支障の重大性を評価」に概ね相当する。
リスク分析手法は、自然災害に適用されたものについ
て整理し、リスクレベルが段階的に設定され、客観性

図-Ⅳ.12.4.4 災害発生シナリオの構築
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やすさの変更、結果の変更の 3 項目を設定した。また、

が有り且つリスクの程度を把握することが可能なリ

過去の大規模災害における危機管理対応を踏まえた改

スクマトリクス法を使用した。

善事例には、制度・運用面、資金面、技術面等多面的
な内容が含まれているが、本研究開発で作成する支援
ツールの利用者として想定している施設管理者にとっ
ての危機管理対応に資する整理とするため、技術面の
対応についてのみ整理した。さらに、設定した着目点
に対し、過去の大規模災害における危機管理対応を踏
まえた改善事例等を元に、災害予防、応急対策、復旧
復興の段階毎に対応策の視点を整理した。これらの観
点を踏まえ、実施すべき対策メニューを検討し、その
難易度や支障の重大性から対策の優先度を検討する。
(2)危機管理方策検討・評価の手順
前節で重大性が高いと評価された災害リスクを対象
図-Ⅳ.12.4.5 超過外力主題カード

にツールキット評価のケーススタディーを実施した。

(2)重大性評価
シナリオに記載した各支障を図-Ⅳ.12.4.6 に示す支

段階毎に整理した視点を元に、近年の大規模災害時の
対応事例等から具体的な対応方策を抽出し、国土交通
省の施策として対応可能な方策かどうかを検討した。
その結果、国土交通省の施策として対応可能な内容も

障・重大性・対策シートに転記し、支障の原因となる
被害の起こりやすさ（発生可能性）と、支障がどの程
度地域に影響を及ぼすか（深刻さ）から、支障の重大

含めて方策を挙げられたことが確認できただけでなく、
自治体等の防災関係機関が対応する施策の場合でも、

さを検討する。発生可能性と深刻さは、何段階かの数
値で評価し、掛け合わせることで支障の重大性として

支援として国土交通省が参画できる施策が整理できた。
さらに、本手法では必要な災害対応施策全体が明示さ

評価する。

れるため、各防災関係機関相互の連携による対応が重
要であると認識できる検討結果が得られた。本手法に
ついては、今後、国土交通省のみならず自治体等への
研修ツールとして広く普及を図る予定である。
Ⅳ.12.4.6 ツールの概要
以上の手順により、大規模災害を考慮したシナリオ
を描けるわけであるが、本研究は手順だけを具体化す
るものではない。本手法により災害事例に対応した適
切な被害想定、対策等の成果を得るためには、検討を
支援する質の高いツール群が必要になる。これまでの
記述の中に、ツール群の部分的な記述があるが、改め
て、個々のツールについて紹介する。
ツールは、手順に従った検討において、作業を支援

図-Ⅳ.12.4.6 リスク分析・評価結果の整理表

する手順書及び記入様式、並びに検討内容の質向上を
支援する事象の印刷済み付箋集、事例集、及びチェッ
クリスト等からなる。ツール作成には、過去の災害事
例やケーススタディーの結果を活用している。上記の
うち主なものを概説する。

Ⅳ.12.4.5 危機管理方策検討・評価手法
(1)危機管理方策検討・評価の手法
危機管理方策検討・評価は図-Ⅳ.12.4.3 の③「重大
な支障への対策を検討」に概ね相当する。危機管理方
策を検討する際の着眼点として、ISO31000 に挙げら
れるリスク対応のうち、災害リスクを対象とする場合
の適合性が高いと考えられるリスク源の除去、起こり

（1)手順書
先に、手順を「器づくり」に例えたが、良い成果に
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(4)超過外力着眼点カード

たどり着くために手順もまた重要である。手順書は、
被害の様相を描くために検討に参加する者がなすべき

超過外力によって発生する被害事象や基盤機能支障

ことを理解できるよう、丁寧に順を追い、図を多用し

を検討する際に、検討する上で着目すべき点や発想の

た。

ポイントなどを災害種別毎に整理したカード（図-

(2)事例集

Ⅳ.12.4.5）を作成した。

災害シナリオ構築におけるブレーントーミング等に
おいて、実際の災害事例を参考に発想できるように作

Ⅳ.12.4.7 試験的利用

成したものである。災害名と事象をリスト化したもの
タログ（図-Ⅳ.12.4.7）からなる。収録した災害は、国

ツールキットを国土交通省四国地方整備局及び中部
地方整備局浜松河川国道事務所の協力を得て試行し、
アンケートによる評価を受けたところ、訓練に参加し

内外で過去から近年にいたる地震、火山、豪雨、土砂、

た全員（1６名）が有効あるいはやや有効と答えてお

高潮を対象とした。

り、災害対策事前検討ツールとしての活用可能性を有

の一覧表と過去の歴史的激甚災害を対象にした災害カ

している事を確認した。主な活用方法に関する問いに
ついては、防災に関する研修、訓練が最も多く、その
他の用途として、災害対策の検討に有効との意見も見
られた。また、個別コメントでは、ツールキットによ
り管理している施設に生じた被害が社会、経済活動に
与える影響が把握出来た事、他者の意見を聞くことに
より復旧等に関する考え方についての着眼点が広がる
事の効果を上げていた。一方、ツールキットに関する
改善点として、被災のイメージがつかみにくい部分が
あること、土地利用や重大な施設の分岐状況データ、
経済支障や生活支障など、個人によって想定が大きく
異なる条件を想起させる手段等の必要性について意見
が出された。また、最終的にツールキットでの検討結
果を実際の行政にどの様に反映していくかが不明等の
課題があげられた。本ツールキットの目的である災害
の発生、それによる被害、社会的影響、復旧計画の策
定を疑似体験することを考慮すると、事務所の防災訓
練時等における定期的な訓練実施とその結果の記録等
への取り組みも必要と考えられる。なお、本ツールキ
ットの検討においては、四国地方整備局及び中部地方
整備局企画部、同浜松河川国道事務所には試験的利用
への協力と貴重な意見をいただいた。また、関東地方
整備局東京国道事務所からは、ブレーンストーミング
によりリスクを特定し、対策を徹底的に検討した取り
組みについての貴重な経験をご教示いただいた。どち

図-Ⅳ.12.4.7 災害カタログ
(3)印刷済み付箋集、チェックリスト
作業を効率化するため、物的被害と基盤機能支障な
ど、大規模災害において発生しそうな事象を、印刷済
み付箋集として作成した。これはチェックリストの役
割を兼ねる（使わずに残った場合、それで良いかを再

らも本研究に欠くことのできない貢献であった。ここ
に記し、改めて深い感謝の意を表したい。
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れ、この情報から通行可能経路の推測が可能となる。

Ⅳ.13 災害対応マネジメントにおける

このように、道路管理者とともに ETC2.0 プローブ
情報を有効に活用する方法を検討および実践する事に

情報技術の活用

より、利用者や地域に還元していく事としている。
プローブ情報
【基本情報】
【走行履歴】
【挙動履歴】

Ⅳ.13.1 ETC2.0 プローブを用いた通行実績
区間、区間旅行時間の把握

ITSスポット
(2011年度高速道路上を中
心に約1,600箇所整備完了)

をアップリンク
ITSスポット対応
カーナビ

2011 年に全国の高速道路上を中心に約 1,600 箇所

ダウンロード

(2009.10から販売開始)

設置されたITSスポットやプローブサーバで構成され

イントラ 各道路管理者

る、ETC2.0 プローブ情報収集システム（図-Ⅳ.13.1.1）
によって収集される車両の走行履歴などの ETC2.0 プ

ITSスポットの下を走行した際に、
これまで蓄積したプローブ情報を
アップリンク

ローブ情報を使用することにより、各区間の通行実績

プローブサーバ
（プローブ情報の集積、集約、
集計等（2010年度整備））

や区間旅行速度を把握することができる。国総研は、

図-Ⅳ.13.1.1 ETC2.0 プローブ情報収集システムの

これらの情報を道路管理者が容易に閲覧することが可

構成

能な ETC2.0 プローブ情報利活用システムを構築した。
路線

ETC2.0 プローブ情報利活用システムは、ETC2.0

第一東名高速道路

交通調査基本区間番号
ＤＲＭ区間
区間延長(m)

プローブ情報の収集・保管を行っているプローブサー

者はイントラを通じてアプリケーションを操作し、必
時
間
帯

システムの構築にあたって、現在実施されている道
路管理者の業務プロセスを分析し、優先的に開発する
機能を選定し実装した。その中から以下の２つの機能
を紹介する。
(1) 時空間速度図作成機能

80.748

88.314

88.44

85.477

81.686

86.986

85.427

87.491

86.998

82.969

54.811

2時台

85.058

79.543

82.733

77.466

時刻
3時台

91.867

92.234

90.036

87.584

85.894

4時台

80.193

73.891

90.779

98.659

96.144

95.43

5時台

92.73

84.089

85.132

94.846

92.093

87.143

6時台

89.419

92.084

101.677

104.426

102.097

94.372

区間

94.817

93.975

84.62

83.377

96.758

82.013

130

82.335

83.838

68.303

8時台

96.983

84.947

79.895

39.497

38.705

55.767

9時台

76.744

77.996

50.767

43.028

19.291

18.091
40.744

10時台

55.575

47.789

37.879

13.676

19.034

11時台

31.95

25.771

27.153

20.154

27.397

12時台

51.97

36.484

32.069

35.085

35.413

36.147

13時台

42.396

35.844

44.996

66.149

73.721

59.114

14時台

42.644

30.548

45.4

39.967

38.924

57.793

15時台

62.742

57.627

43.687

28.021

16時台

62.043

53.395

63.599

70.837

50.993

49.77

17時台

83.668

75.557

92.636

98.461

89.237

58.561

18時台

85.321

80.046

89.983

102.228

98.454

83.79

90.577

79.714

81.193
83.294

89.766

91.731

98.067

94.219

75.97

75.578

84.895

98.992

95.552

88.65

22時台

89.001

75.273

90.609

90.265

87.854

83.937

23時台

86.914

78.243

86.992

85.554

35.007

一般道

63.543

31.07

19時台

一般道

88.594

34.6

21時台

30km/h以上
30km/h以上
20km/h以上、30km/h未満
20km/h以上、30km/h未満
10km/h以上、20km/h未満
10km/h以上、20km/h未満
10km/h未満
10km/h未満
データなし
データなし

70.169

30.585

20時台

【凡例】

度の集計結果を帳票形式に出力するとともに、模式図

002385→001867

576

87.118

【凡例】

能は、指定した路線の区間別・時間帯別に平均旅行速

003388→002385

375

東名川崎ＩＣ

この機能での出力例を図-Ⅳ.13.1.2 に示す。この機

14110100050

002384→003388

4,322

7時台

要な集計結果を閲覧、利用することができる。

000985→002384

23

1時台

で集計・加工し閲覧できるようにしている。道路管理

14110100040

003229→000985

496

0時台

バからオンラインで情報を収集し、アプリケーション

14110100030
001064→003229

赤：渋滞
黄：混雑

横浜青葉ＩＣ

都市内高速

都市内高速

60km/h以上
60km/h以上
40km/h以上、60km/h未満
40km/h以上、60km/h未満
20km/h以上、40km/h未満
20km/h以上、40km/h未満
20km/h未満
20km/h未満
データなし
データなし

86.167

15.04
港北ＰＡ

都市間高速

都市間高速

80km/h以上
80km/h以上
60km/h以上、80km/h未満
60km/h以上、80km/h未満
40km/h以上、60km/h未満
40km/h以上、60km/h未満
40km/h未満
40km/h未満
データなし
データなし

図-Ⅳ.13.1.2 時空間速度図（出力例）

（時空間速度図）を作成する機能である。
(2) 旅行速度地図表示機能
この機能での表示例を図-Ⅳ.13.1.3 に示す。この機
能は、任意の日時、期間、地域（都道府県単位等）の
区間別旅行速度を、1 時間単位、昼夜別、平休日別、
月別等で集計して速度階級別に地理院地図に表示する
ことで、旅行速度を面的に捉えられる機能である。ま
た、同様に通行車両台数も台数階級別に地理院地図に
表示する事ができ、各路線の利用状況を面的に捉える
ことが可能である。
上記で紹介した機能は、災害時の道路状況把握にも
使用が可能である。東日本大震災では、地震、津波に
より多く道路が不通となり、救助等の際に通行可能な
道路の把握が難しかった。しかし、上記の機能等を活

図-Ⅳ.13.1.3 旅行速度地図表示機能（表示例）

用することにより、区間ごとの車両の通行実績が得ら
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ーブ情報利活用システムの構築、土木技術資料、No.8、
pp16～19、2014.8
図-Ⅳ.13.2.2 緊急情報の表示イメージ

Ⅳ.13.2 災害危険地域内にいる車両への注意
情報提供

10
3%

ETC2.0 サービスの通信システムは、路側に設置さ

5
29%

137
46%

れたITS スポットと ETC2.0 対応カーナビ間において、

145
49%

5.8GHz 帯域の狭域通信（DSRC）を用い、様々な情

0
0%

報提供サービスを行っている（図-Ⅳ.13.2.1）
。その一
つとして、大規模地震（震度 5 以上）や火災などの災

■非常に役立った

の緊急情報について、モニタ調査を行い、サービスの
有効性と満足度等を分析した結果を報告する。

■サービスを知っていて、情報提供を受けたことがある

■やや役立った

■サービスを知っているが、情報提供を受けたことがない

■あまり役に立たなかった

■サービスを知らなかったが、情報提供を受けたことがある

■まったく役に立たなかった

■サービスを知らず、情報提供も受けたことがない

■どちらともいえない

（a）サービスの認知度

（b）サービスの役立ち度

5
29%

6
35%
9
53%
0
0% 0
0%

図-Ⅳ.13.2.1 ETC2.0 サービスのイメージ図
表-Ⅳ.13.2.1 モニタ調査の実施時期・回答数・回答率
H26 年 12 月

回答数（人） 回答率（％）
344

5
30%

7
2%

害が発生した場合に提供する「緊急情報」がある。そ

実施時期

7
41%

0
0%

7
41%

0
0%
0
0%

2
12%

5
30%

■非常に分かりやすかった

■ほとんど正確だった

■やや分かりやすかった

■どちらかといえば正確だった

■やや分かりにくかった

■どちらかといえば正確でなかった

■非常に分かりにくかった

■ほとんど正確ではなかった

■どちらともいえない

■どちらともいえない

（c）サービスの分かりやすさ

（d）サービスの信頼度

61.2
0
0%

0 0
0% 0%

1
6%

2
12%

モニタ調査の実施時期、回答者数および回答率を表-

2
12%

1
6%

3
18%

Ⅳ.13.2.1 に示す。また、本調査に用いた緊急情報の表
示イメージは図-Ⅳ.13.2.2 の通りである。本サービス

12
70%

を評価する項目として、認知度、役立ち度、分かりや

13
76%

すさ、信頼度、タイミングの的確度、頻度の適切さを
■早すぎたことが多い

設定した。以下に結果を述べる。
調査結果のグラフを図-Ⅳ.13.2.3（a）～（f）に示す。
緊急情報は、情報が提供される機会が少なく認知度は

■少なすぎた

■どちらかといえば早すぎたことが多い

■どちらかといえば少なかった

■適切だったことが多い

■適切な頻度で提供されていた

■どちらかといえば遅すぎたことが多い

■どちらかといえば多かった

■遅すぎたことが多い

■多すぎた

約 5 割である。役立ち度、分かりやすさ、信頼度は約

（e）タイミングの的確度

6 割～7 割が「
（やや）役立った」
、
「
（やや）分かりや

※（b）～（f）は情報提供を受けたことがあると回答した 17 名の結果である

（f）頻度の適切さ

図-Ⅳ.13.2.3 モニタ調査結果

すかった」
、
「
（どちらかといえば）正確だった」と回答
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している。情報提供タイミングの的確度、頻度の適切
さは 7 割以上が「適切」と回答しており、概ね高い評
価を得られていることが分かる。
緊急情報は、情報提供を受ける頻度が低いサービス
であるため認知度は低い傾向であるが、利用者にとっ
て役立つ情報であることが分かった。今後も利用者に
対して災害発生などの緊急時に、確実に情報提供が行
えるサービスを継続していくことが重要である。
図-Ⅳ.13.3.1 道路基準点の整備イメージ
参照文献
1) 岩武宏一、鈴木彰一、鈴木一史、金澤文彦：ITS ス

度経度は 7～8cm 程度の誤差、標高は 10～20cm 程度

ポットサービスの概要とモニタ調査結果、土木技術資

の誤差精度を確保している。

料、No.8、pp12～15、2014.8 土木研究センター

東北太平洋沖地震は、東日本太平洋沿岸地域を中心
に大規模な地殻変動をもたらした。水平方向に 20cm
以上移動した範囲は長野県や富山県まで及び、垂直変

Ⅳ.13.3 道路基準点・道路基盤地図情報座標補
正

動でも東日本太平洋沿岸地域は大きく沈降した 1)。
これを受け、国土地理院では、地殻変動前の座標値
や標高値から変動後の座標値や標高値へ補正するパラ

2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災に対

メータを提供している。道路基盤地図情報及び道路基

する国土技術政策総合研究所の取り組み－緊急対応及

準点の座標・標高の補正については、当該補正パラメ

び復旧・復興への技術支援に関する活動記録－、国土

ータを基準として実施することとした。

技術政策総合研究所研究報告
（第 52 号）
、
pp.232～234、

まず、
国土地理院から公表されている資料に基づき、

2013

補正パラメータが公表されている地域の道路基盤地図
情報および道路基準点を抽出した。

東北地方太平洋沖地震による大規模な地殻変動の影
響を受けた地図等の座標補正は、地図等の精度確保の

道路基盤地図情報 GIS データは、工事完成図 CAD

視点からも必要不可欠である。本節では、国総研にお

データを自動変換して作成されることから、計算処理

いて管理している、大縮尺道路地図である道路基盤地

段階での齟齬を防ぐため、工事完成図 CAD データで

図情報や、道路における位置情報の基準となる道路基

座標変換し、その後の自動変換で GIS データを作成す

準点の座標補正について報告する。

る手順とした。補正作業は、複数ファイルを一括にて

「道路基盤地図情報」は、国総研が道路管理の効率

処理できるプログラムを開発して行った。また、道路

化を支援する目的で整備している大縮尺（1/500 また

基盤地図情報は、今後も地殻変動時に座標補正が必要

は 1/1,000）の GIS データである。道路事務所等で実

と予想されることから、今回整理した座標補正方法・

施した道路工事の工事完成図を、GIS データにコンバ

手順をとりまとめ、
「道路基盤地図情報座標補正手順書」

ートして整備している。また、工事完成図から作成さ

を策定した。
道路基準点は、国土地理院が提供する座標補正用ソ

れているため、数百メートルの区間毎の地図として整

フト PatchJGD を用い、座標補正を行った。

備されている。そのため、利用の際には、高精度の緯

道路基準点の座標補正では、基準点自体の亡失によ

度経度情報を用いて地図の接合・標定を行う必要があ

る再設置・再測量や、補正パラメータ未提供箇所の再

る。
「道路基準点」は、道路基盤地図情報の 30 地物の

測量等が発生するため、補正パラメータを用いた方法

うち「距離標」に正確な座標情報を与えることを主な

で一律に補正することが難しい。また、整備方針（案）

目的として整備している。また、図-Ⅳ.13.3.1 のよう

には、整備後の維持更新についての記載が不足してい

に、道路の路肩等に設置されている地点標（キロポス

た。
このため、
道路基準点の将来的な維持更新を踏まえ、

ト）
の近傍に、
金属鋲を設置して座標を測量している。
整備にあたっては、
「道路基準点の整備方針（案）
」
（以

「道路基準点の整備・維持更新要領（案）
」
（平成 24

下、
「整備方針（案）
」という。
）に即して整備され、緯

年 9 月）として改訂するとともに、大規模な地震等に
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より急激かつ大幅な地殻変動が生じた際の作業方法を

そこで、国総研では、道路管理者の機動的な震後対

検討し、
「大規模な地殻変動が生じた場合の道路基準点

応を支援するために、多様な位置表現の道路関連情報

の維持更新マニュアル（案）
」
（平成 24 年 9 月）を策

を効率よく地図に重畳表示するとともに、経路検索な

定した。このマニュアル（案）に基づき、パラメータ

どの震後対応の支援機能を具備する道路管理用情報共

による補正が可能な道路基準点における点検測量、及

有プラットフォーム（以下、
「道路管理 PF」という。
）

び再設置・再測量が必要な道路基準点の再設置等を行

を構築した。以下では、道路管理 PF について報告す

い、全国の道路基準点の情報を一元に集約・管理して

る。

２）

いる「道路基準点案内システム 」に登録している。

Ⅳ.13.4.2 道路管理 PF の構築

大規模な地殻変動の影響を受けた地図等の座標補正

道路管理 PF は、既往研究 2)にて構築した空間情報

について、補正作業手順等を整備するとともに、実際

連携共通プラットフォーム
（以下、
「空間PF」
という。
）

に補正作業を実施し精度を確保することができた。今

を基に構築した。空間 PF は、外部の様々なシステム

後は、改築工事、維持工事等で測量業務を実施する際

との連携により様々な情報のメタデータを収集・管理

に可能な範囲で 200m 間隔の整備を進める。

し、地図や一覧に表示することで、一元的かつ複合的
な参照や情報共有を実現するシステムである（図-

参照文献

Ⅳ.13.4.2.1）
。

1)GPS 連続観測から得られた電子基準点の地殻変動
（国土地理院 HP）
：
http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun6001
1.html
2)道路基準点案内システム HP：
http://www.road-refpoint.jp

Ⅳ.13.4 震後対応支援に役立つ道路管理用情
報共有プラットフォームの検討

図-Ⅳ.13.4.2.1 空間 PF の機能

Ⅳ.13.4.1 はじめに

道路関連の情報システムで扱う道路関連情報におけ

大規模な災害は、我が国の社会基盤に甚大な被害を

る代表的な位置の表現方法として挙げられる、
住所
（地

与える。道路構造物は、社会経済の発展に寄与し、ひ

先名など）
、経緯度、道路距離標、道路ネットワーク

とたび災害が発生すれば、応急・復旧対策の輸送経路

（DRM、VICS）
、道路の区間 ID 方式の５つを整理す

などの重要な役割を担う。

る。

道路管理者は、災害が発生した直後から、被災状況

住所（地先名など）について、多くの諸外国では、

を機動的かつ正確に把握し、道路啓開などの適切な機

ストリートアドレス（通り名＋通りに接する点）を採

能回復を図る対応を取る必要がある。

用しており、道路上の位置を表現しやすい。一方、日

被害状況の現状把握には、多種多様で膨大な道路関

本の住所は、道路で囲まれた面を表現しており、道路

連情報を地図に重畳表示して俯瞰する、もしくは集

上の位置を正確に表現できない。このため、
「○○地内」

計・分析する必要がある。しかし、道路関連情報を示

などの地先名を用いることが多い。

す位置の表現は、経緯度、住所、道路距離標、デジタ

経緯度は、地図との親和性が高いが、道路の区間を

ル道路地図（以下、
「DRM」という。
）や VICS（Vehicle

表現するためには描画作業が伴う。そのため、機動性

Information and Communication System）等と多様

を求められる震後対応への利用に適しているとは言い

であることから、同一の道路構造物に関する情報のマ

難い。

ッチングが難しく、地図への精緻な重畳表示は容易で

道路距離標は、
「路線名」＋「起点からの距離」
（場

はない。このため、道路管理者が機動的に震後対応に

合によっては上下線の区別も含まれる。
）
で位置を表現

あたるには、多様な位置表現の道路関連情報を効率よ

するものであり、管内図や道路台帳（図面を含む。
）な

く重畳表示する仕組みが必要となる。

どに付されている。そのため、道路管理者は、道路距
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図-Ⅳ.13.4.2.2 位置表現の相互変換機能
離標を日常的に用いている。しかし、道路距離標は、

表現を変換して登録することで、道路管理 PF は、電

道路管理者特有の位置表現であることから、一般の地

子国土 Web と同等の操作レスポンスで道路関連情報

図に重畳表示することができない。

の閲覧が可能である。

DRM や VICS は、道路ネットワークと呼ばれてお

位置表現の相互変換機能の仕組みを図-Ⅳ.13.4.2.2

り、交差点などの結節点をノード（座標を属性として

に示す。灰色のボックスは道路関連情報、淡青色のボ

保持）とし、ノードとノードとの間をリンク（起終点

ックスは相互変換機能で行っている処理である。

ノードや形状点列座標を属性として保持）として道路

図に示すとおり、すべての道路関連情報は詳細な道

の接続関係を表現する。しかし、道路の新設や拡幅な

路ネットワーク構造である DRM の位置表現に変換さ

どの変化に伴って、ノード、およびリンクの ID が変

れる。その後、DRM リンク・ノードに付与されてい

わることから、バージョン対応に多大な作業負荷を要

る経緯度が抽出される。そして、DRM リンク・ノー

する。

ドに対応した ID 方式へと変換される。

道路の区間 ID 方式（以下、
「ID 方式」という。
）は、

２） 利用イメージ

道路の“区間”と“参照点”とに恒久的な ID を付与し、区

道路管理 PF の利用イメージとして、通行規制区間

間と参照点、および参照点からの道程を基に位置を表

の道路関連情報を加味して通行可能経路を推定した結

現する

1)。同方式に則した

ID テーブルは、都道府県

果を図-Ⅳ.13.4.2.3 に示す。

道以上の 20 万 km を対象として 2011 年に整備されて
いる。現在、道路管理者（国土交通省道路局）は、交
通調査等で同方式を順次導入している。
そこで、前項で述べた多様な位置表現による道路関
連情報を効率的に利用するため、空間 PF に位置表現
の相互変換と経路検索の機能を実装した。
１） 位置表現の相互変換機能
道路管理 PF は、収集した道路関連情報を DB サー
バ上で一括管理している。多様な位置表現の道路関連
情報をそのまま DB サーバに蓄積する管理手法は、ユ
ーザによるデータ参照や操作の都度、サーバ側で位置
表現の変換処理が必要となることから、システムの操

図-Ⅳ.13.4.2.3 通行可能経路の推定結果イメージ

作レスポンスや処理パフォーマンスを考慮すると得策
ではない。

本機能では、DRM データやネットワーク属性等を
用いて、道路管理 PF の地図上で指定した２点間の通

そこで、道路管理 PF は、道路関連情報を DB サー
バへ登録する際、道路関連情報の位置表現を経緯度の

行可能経路を推定している。

点列と ID 方式の位置表現に変換して DB サーバに蓄

この場合、空間 PF で管理している通行規制区間の

積するものとした。経緯度は、道路関連情報を地図へ

特定の情報（道路の区間 ID 方式による位置参照デー

重畳する際に利用する。ID 方式は、経路検索などの道

タを持つもの）を用いて、推定に用いる経路から通行

路ネットワークに係わる機能で利用する。事前に位置

規制区間を除外する等、最適な通行可能経路を抽出し
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ている。経路推定の結果は、DRM データの経緯度を

出・分析などのケーススタディを行った。
まず、LP から 3 次元 CAD データを生成する技術の

基に経緯度のリストとして表示されるとともに、道路
の区間ID方式を用いた経路情報も抽出して表示する。

研究を行った。その生成技術に関する機能の特徴は、
LP の点群座標データから河川堤防の天端面と法面と

Ⅳ.13.4.3 まとめ

の境界などの地形の特徴線を抽出し、現況地形を精緻
に再現した 3 次元 CAD データを自動生成することで

国総研では、多様な位置表現の道路関連情報を効率
よく地図に重畳表示するとともに、経路検索等の支援

ある。

機能を具備する道路管理 PF を構築した。

つぎに、震災直後に迅速かつ正確に被災状況を把握

位置表現の相互変換機能は、異なるシステム間のデ

し、復旧事業などにも活用できる成果を得ることが出

ータ連携に伴うシステム改良の省力化への効果が期待

来るか本技術の入力データに実際の震災前後の LP を

できる。また、本機能は、Web ベースの API

用いて 3 次元 CAD データを生成し、被災箇所の抽出

（Application Programing Interface）として利用で

などのケーススタディを行った。

きることから、本機能を具備する個別システムの効率

本ケーススタディは、
震災後の状況を加味するため、

的な開発にも寄与する。

北上川下流地域の浸水範囲、被災状況が甚大な箇所、

また、平成 28 年４月に発災した熊本地震では、

堤防形状が大きく変化し緊急復旧が必要な箇所を選定

ETC2.0 運行情報実績マップを表示することができた。

条件として、現地踏査を経て範囲を決定した。

今後は、道路管理 PF の現場利用を段階的に拡大し、

震災前後の 3 次元ＣＡＤデータを重ね合わせて可視

その有用性を検証して現場ニーズを基に更なるシステ

化し、堤防形状が大幅に変化した可能性がある箇所を

ムの洗練を図る予定である。

視覚的に確認できるかを考察した。結果、震災の影響
で堤防形状が変化している状況や河川敷などの堤防周

参照文献
1） 今井龍一・中條覚・松山満昭・重高浩一・石田稔・
浜田隆彦（2013）
：道路関連情報の流通のための位置
参照方式に関する研究，土木学会論文集F3（土木情報
学）
，Vol.69，No.1，pp.34-46.
2） 菊地英一・増田祐介（2010）
：社会資本管理の効率

辺のエリアが浸水した状況、ガレキなどが堆積し、地
表面の形状が震災前後で異なっている状況など、地形
が大幅に変化した可能性のある箇所が容易に確認でき
た。
次に、震災前後の任意断面形状の比較を行った。LP

化に資する空間情報連携共通プラットフォームの構築，

から 3 次元 CAD データを生成する技術には、震災前

土木技術者実践論文集，Vol.1，pp.15-22.

後の特徴線を比較し、変化量から被災箇所候補検出機
能を具備している。この震災前後の特徴線を比較する
機能を使用して、被災箇所の検出を行った結果、河川
堤防の天端面の法肩における 2 本の特徴線を用いて被

Ⅳ.13.5 3 次元 CAD データを活用した災害復旧
支援に関する研究

災箇所候補の検出ができた。また被災箇所の詳細を確
認すると被害を受けていないもしくは軽微な箇所と著

2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災に対

しく変化が起きている損傷箇所が正しく検出出来るこ

する国土技術政策総合研究所の取り組み－緊急対応及

とが明らかとなった。
次に震災前後の堤防土量差分の算出を行った。本分

び復旧・復興への技術支援に関する活動記録－、国土
技術政策総合研究所研究報告
（第 52 号）
、
pp.258～261、

析では 3 次元 CAD データ生成機能にて生成した震災

2013

害前後の河川水位を基軸とした堤防の土量差分を算出

東日本大震災では、広域な所管施設の被害状況の把

し、復旧に必要な数量を把握出来るかを検証した。土

握や、
復旧、
・復興に際し数多くの必要土量の算出など、

量算出には CAD ソフトの土量算出機能を用いて対処

効率的な地形情報の把握、計画策定への応用技術の早

することが出来た。その結果大規模な災害の条件下で

期確立が強く求められた。国総研では関西大学（田中

も復旧するために必要となる土量の概数が把握出来た。

成典教授）と共同し、レーザプロファイラ（以下、
「LP」)

まとめとして、本研究は LP などの既存資料を用い

などの既存資料から、3 次元 CAD データの生成技術

た 3 次元 CAD データの生成・活用方法を検討してい

について研究しており、その生成技術から震災前後の

る。上記文献では、新技術の実用性の検証結果および

被災箇所の 3 次元 CAD データを用いた被災箇所の抽

北上川下流域を対象にした震災前後の 3 次元 CAD デ
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ータを用いた分析のケーススタディの取り組み状況が
詳しく報告されている。
H25～H26 の研究成果は、3 次元データの自動生成
技術の拡張して任意箇所の定期断面図を自動生成する
仕組みを開発し、過去の定期横断測量成果と比較し技
術の精度検証を行った。また生成した 3 次元データに
河川カルテ情報や災害の変状情報を関連付け、変状箇
所を 3 次元で可視化する環境を構築した。
図-Ⅳ.13.6.1 ガレキ土砂の再利用方法のイメージ
参照文献
1) 田中成典、今井龍一、中村健二、川野浩平：点群座

しかし、ガレキは通常の土木材料とは性状が異なる

標データを用いた３次元モデルの自動生成に関する研

事に加え、施工後は不可視となることから、維持管理

究、土木情報利用技術論文集、土木学会、Vol.19、

段階においてガレキの埋設位置や埋設量を容易に把握

pp.165-174、2010

し、管理できる仕組みが必要である。

2) Tanaka, S., Imai, R, Nakamura, K., Kawano, K.:

国総研では、情報化施工技術の一つである 3 次元計

Research on Generaton of a 3D Model Using

測機器（トータルステーション、以下「TS」
）を用い

Breakline from Point Cloud Data, Proceedings of

た出来型管理に関する研究を進めており、土工を中心

the 10th International Conference on Construction
Applications of Virtual Reality, PP.347-356, 2010

に普及が進んでいる。この TS を用いた出来型管理技

3) 田中成典、今井龍一、中村健二、川野浩平：点群座

いて検討した結果をとりまとめた(図-Ⅳ.13.6.2)。

術を活用し、ガレキ等を容易に管理する為の手法につ

標データを用いた 3 次元モデルの自動生成に関する研
究、知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）
、日本
知能情報ファジィ学会、Vol.23、No.4、pp.198-216、
2011
４) 田中成典、今井龍一、中村健二、川野浩平：LP デ
ータを用いた震災前後の被害箇所の自動検出結果の可
視化に関する研究、
土木学会論文集 F3
（土木情報学）
、
Vol.68、No.2、pp197-205、2012

図-Ⅳ.13.6.2 埋設物管理の流れ

５) 国土交通省東北地方整備局：平成 23 年（2011 年)
東北地方太平洋沖地震鳴瀬川・北上川被害状況、

まず、道路の盛土材としてガレキを埋設する際に出
来形管理用 TS を用いてガレキ等を埋設した範囲の 3

<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/taiheiyouokijisin
n/index.html>、
（入手 2012.12.28)

次元座標を得ると共に、その他維持管理に資する情報
を取得し、それらを一元的に管理するための手法を検

Ⅳ.13.6 情報化施工技術による埋設ガレキ等
の管理に関する研究

討した。
次に、TS を用いた出来型管理技術に基づき、施工
管理データを用いて埋設物を管理するソフトウエアの

2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災に対

機能を検討した(図-Ⅳ.13.6.3)。ソフトウエアに必要な

する国土技術政策総合研究所の取り組み－緊急対応及

機能は次の通りである。

び復旧・復興への技術支援に関する活動記録－、国土

①データ登録機能

技術政策総合研究所研究報告
（第 52 号）
、
pp.262～263、

埋設物の管理に必要な情報を登録する機能で、直轄
工事の場合には、電子納品 CD から自動的に必要なフ

2013
津波被害の被災地では、大量に発生したガレキの活

ァイルを抽出し登録する。ただし、管理には位置情報

用方法として、盛土材への再利用に向けた検討が進め

だけではなく名称や管理者等の情報、ガレキの性状な

られた(図-Ⅳ.13.6.1)。

どの保持すべき項目を設定する必要がある。
②データ検索機能
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管理者がデータを活用する時に、必要な情報を抽出

面が中心であったデータ流通から３次元データモデル

する機能である。データの検索方法として、名称など

を中心とした情報流通による建設生産システムの改革

の情報を用いて検索する機能と地図上で埋設した物件

のための研究に取り組み 3),4),5)、橋梁３次元データ流通

を一度に表示させ、選択して詳細な情報を閲覧するこ

に係る運用ガイドライン（案）1)及び座標図製図基準

とが可能である。

（案）2)を作成した。

管理ソフトウエアと TS を用いた出来型管理をガレ

橋梁３次元データ流通に係る運用ガイドライン(案)

キ管理に利用することで、効率的にガレキ管理が可能

は、３次元データモデルの流通を目的に、橋梁を対象

になると考える。試行用システムは、現場において試

とした３次元データ作成や利用方法等を、現状の３次

行して改良する等、実用化に向けて研究を続ける必要

元データ利用環境で無理なく実施できるように定めた

がある。

ものである。
「ガイドライン策定に当たって橋梁の３次
元化の検討については、CALS/EC 推進会議に設置さ
れた３次元データ利活用 WG において、各業界代表及
び専門家が参加した WG で、橋梁の３次元化の検討を
行った。WG には国総研の他、各業界代表及び専門家
が参加した。このなかで、設計から施工、維持管理に
わたるデータ流通に、構造物の設置や構造物の変位を
監視するポイントの流通を当面の目標に定めた。この
ような当面の目標設定をしたのは、
将来は３次元 CAD
の普及や人材の育成が行われれば、３次元データモデ
ルそのものの流通、利活用が可能となるが、現状では
そのような環境に至っていないと考えたためである。
このため、詳細な３次元データモデルの流通の前段階
として、設計、施工、維持管理段階で必要な３次元座
標データの流通に着目した。
特に、
構造物の設置位置、
上部工と下部工とが取り合う位置などは３次元座標で

図-Ⅳ.13.6.3 ソフトウエアの操作イメージ

管理されているが、従来の２次元図面では３次元座標
参照文献
1) 施工管理データを搭載したトータルステーションによる

の記載がなく、座標計算等のミスが発生しやすい。ま

出来形管理要領（案）（平成 22 年 12 月）国土技術政策

も、変状前の位置の計測や記録がなく、変状を正確に

総合研究所

把握することが難しかった。このため、構造物設置基

詳細は上記文献を参照されたい。

準点、監視基準点を提案し、基準点データの作成、流

た、維持管理においても、橋梁に変状が発生した場合

通に関する研究を実施した。本研究で検討した設計、

Ⅳ.13.7
橋梁３次元データの災害時変状把
握・監視への活用

施工、維持管理にわたる３次元データ流通の一部が、
３次元データを用いた橋梁の監視技術に関する研究と
なっている。

2.国土技術政策総合研究所：2011 年東日本大震災に対

橋梁３次元データ流通に係る運用ガイドライン(案)

する国土技術政策総合研究所の取り組み－緊急対応

では、災害時に利用するための監視基準点の設置を記

及び復旧・復興への技術支援に関する活動記録－、国

載している。監視基準点は、施工時に橋脚、橋台に測

土技術政策総合研究所研究報告（第 52 号）
、pp264～

量鋲を設置して３次元座標を計測し、それを３次元モ

266、2013

デルや座標図に記録する。地震や地すべり等で橋梁に

国土交通省が定めた「CALS/EC アクションプログ

変状の発生が予想された場合は、直ちに監視基準点の

ラム 2008」では、調査・計画・設計・施工・管理を通

座標を計測し、工事完成時の値と比較して変状の有無

じて利用可能な情報の流通が目標の１つに掲げられた。

を把握するものである。なお、座標図への設置基準点

国総研では、この目標達成に向け、これまで２次元図

や監視基準点の記載方法を定めたものが座標図製図基
準（案）である。
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第 54 巻.第 8 号、pp.34-37、平成 24 年 8 月．

橋梁３次元データ流通に係わる運用ガイドライン
(案)及び座標図製図基準(案)は、試行業務での活用を目

4) 小原弘志、 増田祐介、 今井龍一、道路管理用情報

的として作成し、国総研 HP で公表している。試行業

共有プラットフォームの構築、地理情報システム学

務の結果、橋梁の変状把握に監視基準点が役に立つと

会講演論文集、No.22、平成 25 年 10 月．

いう意見が多く、また実際に試行業務を実施した橋梁

5) 谷口寿俊、小原弘志、今井龍一、多様な道路関連情

で、東日本大震災の地盤変位に伴う橋脚の移動を、監

報を組織間で迅速に共有する技術～道路管理用情

視基準点の計測で把握した。監視基準点の座標を３次

報共有プラットフォーム～、土木技術資料、第 56

元モデルや座標図に記録する方法は、本研究で有効で

巻.第 1 号、pp.24-27、平成 26 年 1 月．

あることを確認したが、３次元モデルへの記録に関し

6) 谷口寿俊、組織横断的な道路関連情報の共有技術の

ては事務所での運用を引き続き検討する必要がある。

構築～道路管理用情報共有プラットフォーム～、建
設電気技術、2014 技術集、pp.49-53、平成 26 年 9

参照文献

月．

1) 橋梁３次元データ流通に係る運用ガイドライン

7) 有賀清隆、今井龍一 、中條覚、早川玲理、重高浩

(案),国土技術政策総合研究所情報基盤研究室,,平成 24
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橋本 浩良、重高 浩一、交通データの分析及び可

理にわたる橋梁の 3 次元データ利活用の検討, 土木情

集、Vol.50、平成 26 年 11 月．

視化基盤の基礎研究、土木計画学研究発表会・講演
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底泥およびアマモ場の変化および底泥の移動について

Ⅳ.14 東日本大震災からの復興におけ

調査し、今後の底泥およびアマモの回復の可能性につ
いて砂の供給の観点から検討した。その結果、Z3 のア

る自然環境・地域資源の再生手法

マモ場の回復は、Z1 よりもゆっくりとしたペース、ま
たは一面にアマモ場という生育形態とは異なり、点在

東日本大震災では、地域の自然環境や歴史的市街地

する砂地にアマモ場が点在する生育形態になると考え

等の地域資源へも大きな影響を与えている。東日本大

られた。

震災からの復旧・復興は生活・社会基盤の分野から着

詳細は上記文献を参照されたい。

実に進められてきているが、これらに併せて自然環境
や地域資源を復興することも重要な課題となっている。

Ⅳ.14.1.2 環境に配慮した港湾構造物の復旧技術

国総研では、港湾域での環境の修復・再生技術の開発

46.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所

や、歴史的市街の復旧プロセスを明らかにするための

資料（第 831 号）、岡田知也ほか、
東北地方太平洋沖地震

研究を進めているところである。

に伴う津波被災後の大船渡湾の水質に関する研究、
2015.3

Ⅳ.14.1 海岸・港湾域の自然環境の修復

2011 年 3 月に発生した東日本大震災の津波によっ
て、大船渡湾の湾口防波堤が被災した。大船渡湾は水

Ⅳ.14.1.1 環境の修復・再生技術

質改善に対して多大な努力を行ってきた水域であり、

43.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所

湾口防波堤の復旧に際しては、環境への配慮が重要で

資料（第 688 号）、岡田知也ほか、宮古湾におけるアマ

ある。そこで、本研究は、現在の湾口防波堤が無い状

モ復元の視点でみた底質状況、2012.6

態での観測を実施し、湾口防波堤が無い状態での水環

44.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所

境特性を明らかにすること、および環境に配慮した湾

資料（第 752 号）、岡田知也ほか、
宮古湾における底泥お

口防波堤の復旧を考える際の留意点を明らかにするこ

よびアマモのモニタリング結果(2012 年 10 月)、2013.9

とを目的とした。

45.国土技術政策総合研究所：国土技術政策総合研究所

調査の結果、次のことが明らかとなった。水質に関

資料（第 796 号）、岡田知也ほか、
宮古湾における底泥お

しては、①湾口防波堤が無い状況では、貧酸素水塊は

よびアマモのモニタリング結果
（2013年10月）
、
2014.7

形成されなかった、②底層の DO 濃度の経時変化は、

東日本大震災の津波によって、甚大な影響を受けた

湾口防波堤がある状況と同じ減少率で低下していた、

宮古湾のアマモ場の復元を目指し、アマモおよび底泥

③月に数回の頻度で突発的に流入する湾外水の影響に

の復元過程の調査を継続実施している。

よって、貧酸素化は免れていた。底質に関しては、①

2012 年 2 月に実施した第 1 回調査によって，宮古

底質は、被災前後でほぼ同じだった、②撹乱・再堆積

湾湾奥はアマモ復元の視点で底質条件により、3 つの

の痕跡は、約 20 cm まであった。流況に関しては、湾

水域（Z1，Z2，Z3）に分けられた（Z1：現状でもア

口防波堤が無い状況の平均的な流況は、表層は流出、

マモ生育に適した水域、Z2：現状ではシルト成分が適

中層は流入、下層は流出の 3 層構造だった。これらの

性よりも多い底泥の水域、および Z3：粗砂・礫成分が

ことから、環境に配慮した湾口防波堤の復旧を考える

適性よりも多い底泥の中に、中砂成分を適度に含んだ

際には、下層の流れの阻害を低減し湾内底層の低水温

底泥が点在している水域）
。

化を防ぎ、および突発的に湾外の底層から入ってくる

2012 年 10 月に実施した第 2 回調査によって、各ゾ

低水温水塊が流入し易くする技術開発が重要であると

ーンの底泥の詳細な空間分布データを取得した。
また、

考えられた。

アマモが密生しているアマモ場が、Z1 に残存している

詳細は上記文献を参照されたい。

ことが確認された。また、流れの計算結果と現存する
アマモの分布を重ねると、現存するアマモの分布が流
れの残差流の上流になっており、アマモがまだ回復し
ていない浜に、現存するアマモ場から種子等の移流が
期待された。
2013 年 10 月に実施した第 3 回調査では、その後の
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Ⅳ.14.2

被災した歴史的市街地の復旧プロセ
ス

事項を抽出する。分析対象は、過去の地震及び風水害
により被災した歴史的市街地 6 事例を対象とする。分
析にあたっては、まず被災に係る調査報告書等の文献

Ⅳ.14.2.1 研究の背景と目的

調査及び行政担当者を中心としたヒアリング調査を行

東日本大震災では、東日本の太平洋沿岸地域はもと

い、これに基づき、被災概要、被災後の復旧の取組み、

より、内陸地域においても甚大な被害を及ぼした。な

プロセス、および課題を把握・整理する。その上で事

かでも、土蔵や商家、古民家等の歴史的建造物が集積

例間の比較に基づき、復旧にあたっての留意事項を抽

する歴史的市街地においては、地震動や液状化等によ

出する。さらに、これらの留意事項に基づき、復旧の

り歴史的建造物の損壊が相次ぐなど大きな被害がもた

取組み手法及びプロセスについて考察する。
次に、(4)において、(3)で考察した取組み手法及びプ

らされた。そうした歴史的建造物は、復興後の市街地
において、
被災前の土地の履歴や暮らしの記憶を伝え、

ロセスの有効性を考察するため、東日本大震災におけ

故郷の誇りや愛着を育む拠り所となるとともに、観光

る歴史的市街地の復旧事例分析を行う。分析対象は、

や交流の資源ともなりうる。しかし、被災後の復旧に

東日本の沿岸部及び内陸部において、主に地震動によ

あたりそうした歴史的建造物に対する配慮が十分に行

り大きな被害を受けた歴史的市街地 5 事例を対象とす

き届かないまま市街地整備が進めば、それらの解体・

る。分析にあたっては、(3)と同様にまず、被災に係る

更新が加速し、歴史的市街地の特性が損なわれる可能

調査報告書等の文献調査及び現地調査、さらに行政担

性がある。
これまで、自然災害により被災した歴史的市街地の
復旧に関する研究としては、阪神・淡路大震災をはじ
めとする個別の自然災害を対象に、文化財等の建築物
の修復に関する研究 1)、2)や、復旧過程における住民参
加や専門家のかかわりに関する研究 3)4)5)さらに、復旧
にあたっての近隣自治体等の支援体制に関する研究 6)

当者を中心としたヒアリング調査を行い、これに基づ
き、被災概要、被災後の復旧の取組み及びプロセス、
さらに復旧における課題を把握・整理する。これらの
調査結果と、(3)で考察した取組み手法及びプロセスを
比較することで、それらの有効性を考察する。

等がある。しかし、歴史的市街地の復旧にあたり、歴
史的建造物の維持・継承に向けて、具体的にどのよう

Ⅳ.14.2.3 過去の自然災害における復旧事例分析
1) 分析対象事例の選定と文献及びヒアリング調査結
果

な取組みをどのようなプロセスで進めるべきか、復旧
を牽引する被災自治体等が参照可能な研究成果等が蓄
積されているとは言い難い。また、既存研究において
は個別事例の分析が中心で、複数の被災事例に関する
事例横断的な分析は行われていない。このため、今後
の復旧に向けた一般的に参考になる知見とはなってい
なかった。
こうした背景を踏まえ、本研究では、まず過去の被
災事例を調査し、これを横断的に分析した。これによ
って歴史的建造物の維持・継承に資する取組み手法及
びプロセスを明らかにし、今後の歴史的市街地におけ
る被災からの復旧に対して有益な知見を導き出した。

本研究では、ヒアリング等で得られる情報の精度、
さらに歴史的市街地の保全に対する要請等の社会背景
等を考慮し、概ね伝統的建造物群保存地区制度が創設
された 1975（昭和 50）年以降に発生した地震及び風
水害に着目し、分析対象事例 6 事例を選定した。調査
結果の概要を表-Ⅳ.14.2.3.1 に示す。
2) 事例分析結果と考察
調査結果を踏まえ、事例間の比較に基づき、歴史的
市街地の復旧における留意事項について考察する。考
察にあたっては、災害に対する備えとしての「①調査・
計画・制度」
、被災時における調査・復旧に関わる「②
体制・人的支援」
、
被災した住民に向けた
「③情報発信」
、
歴史的建造物の修理・修復に関わる「④経済的支援措
置」の 4 視点から考察を行う。なお、文中の[]は、表
-1 の対応個所を示す。

Ⅳ.14.2.2 研究方法
本研究では、歴史的建造物を含めた市街地全体に壊
滅的な被害を及ぼすような津波や火山による災害では
なく、歴史的建造物が修復可能な状態で残存するよう
な地震や風水害による災害を対象とする。
まず、
（3）において過去の自然災害における歴史的
市街地の復旧事例分析を行い、復旧にあたっての留意
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兵 庫 県 南 部 地 震 (H 7 .1 .1 7 )

分析対象事例

災害の 種類

ヒア リ ン グ 対 象

ヒア リ ン グ 実 施 日

に向けた調査は被災前に実施））

する条例）（H23.4指定（被災後に指定、ただし指定

◇歴史的景観形成地区（兵庫県景観の形成等に関

風 水 害 (H 2 1 .8 .9 )

兵庫県S町 H地区

○ 建 築 士 同 行 の も と ロー ラ ー 方 式 で 実 施 さ れ ○ ま ちなみ 景 観 を 構 成 す る家 並 み を 守 るた

○ 酒 造 資 料 館 ・ 記 念 館 の 再 建 ：震災前に6館

あ っ た資料館・記念館については、多く が修復に
より再建。再建にあ たっ ては、モーターボート収益

金による助成を 活用。[u]

○ 近 畿 4 府 県 の 協 力 に よる調 査 の 実 施 ：文化

財修理に対する技術職員のいる奈良、和歌山、京
都、滋賀の4つの府県の協力による重伝建地区の

被災状況調査の実施。[f]

層化しているが、その形態は木造酒蔵の様式を イ
メージ的に引き継いでデザイン 。

せ、平成11年度から「街なみ環境整備事業」を 導
入。電線地中化や道路の美装化を 実施。

「景観配慮」「建ておこし」が設定され、景観配慮の
基準に基づき住宅復興に対する助成を 実施。
[a][m][t][v][y]
○ 「 街 なみ 環 境 整 備 事 業 」 に よるま ちなみ 保
全 型 の 住 宅 復 興 ：震災前より「街なみ環境整備事
業」を 導入していた總持寺周辺地区では、修景基
準を 満たした住宅等の復旧に同事業を 活用した助
成を 実施。被災後は新築物件も 助成対象とする等
の特例措置で助成活用を 促進。[a][m][v][y]

○ 所 有 者 の 費 用 負 担 軽 減 を 考 慮 した修 復 方
法 の 提 案 と 助 成 対 象 と しての 壁 の 構 造 補 強 ：

通常、重伝建地区の指定物件の外観の修理のみ

が助成の対象であ るが、壁の構造補強に係る工事
費も 補助対象とすることで修理に対する所有者負

担を 軽減。[u]
○ 地 域 住 民 に よるま ちづ く り 団 体 「 北 野 ・ 山

観アドバイザーの派遣を 活用し、被害物件の復旧
に関する修景指導を 実施。[h]

景観形成支援事業の支援メニューの一つで あ る景

○ 景 観 ア ド バ イザ ー に よる修 景 助 言 の 実 施 ：

コーディネート。[h]

ドバイザー等として関わっ ている国立明石高専の教
授がハード、ソフトの歴史的景観復旧の枠組みを

観 復 旧 の ト ー タル 支 援 ：昭和50 年代から景観ア

○ 地 域 を 熟 知 してい る有 識 者 に よる歴 史 的 景

業説明会を 開催。[n][z]

の 増 加 ） ：修復可能であ る建物を 震災に乗じて取り

より伝建地区の指定には至っ ておらず、歴史的蔵

所属の担当者）
・K・Y地区を ま も り、そだてる会

・N区役所ま ちづく り課（被災当時は市教育委員会

平成23年12月7日

・N区役所ま ちづく り課（被災当時は市教育委員会 ・総務課防災係、健康福祉課保険医療係、産業振
所属の担当者）
興課林業振興係

平成23年9月28日

・K地区ま ちなみ保存会
・門前町S地区ま ちづく り協議会

・福祉環境部市民課

平成23年10月14-15日

○ 特 定 の 職 人 ・ 業 者 へ 依 頼 が 集 中 したこ と に
よる、復 旧 工 事 の 遅 れ [j]

進行。[s][u]

平成23年9月27-28日

壊してしま う ケ ースが発生。歴史的なま ちなみの中
でも 、空き地化が進行。[q]

○ 早 期 の 段 階 に お ける未 指 定 文 化 財 に 対 す 等の文化財指定がなかっ たことで解体処理が進
る支 援 措 置 の 設 定 ：設定が遅れると、解体処理が 行。[d]

家以外の歴史的建造物の解体処理が進行。[x]

生。[l]
○ 全 額 公 費 に よる建 物 の 解 体 処 理 （ 取 り 壊 し

解 体 処 理 の 進 行 ：一部地域では昭和56年に伝建 間のかる伝統的工法での再建が困難。[w]
調査が行われていたが、当時は事業者等の反対に ○ 住 家 だ けに 適 用 さ れ た支 援 措 置 ：蔵等の住

・教育委員会文化振興課
・重伝建を 考える会

平成23年12月6日

より復旧が遅延。

・S町企画防災課ま ちづく り防災室

・兵庫県西播磨県民局光都土木事務所河川復興室
・(公財)兵庫県ま ちづく り技術セン ター

・国立A高専建築学科教授
・兵庫県県土整備部ま ちづく り局景観形成室

平成23年9月26日

支援の説明は早い段階で行う 必要あ り）[b][n][r]

てしま っ た後に支援の要件
や内容が明らかになっ た場合に混乱が生じるため、

対する支援措置が特に設けられていなかっ たことに るよう にすることが重要。（基準に合わない修理を し

○ 文 化 財 と しての 指 定 が なか っ たこ と に よる

ことで「取り壊さなければいけない」との誤解が発

完全に倒壊した木造酒蔵の再建は困難な状況。[d] ど 、運 用 面 で の 課 題 ：補助金交付の請求期限ま 判 定 に 対 す る誤 解 ） ：赤紙（危険判定）を 貼られた は被災の3年後であ り、この間、個人所有の物件に 場に相談窓口を 置き、住民がいつでも 相談に行け

に対する丁寧な説明が必要。[k]

でに再建工事を 完了させる必要があ り、建設に時

○ 被 害 の 甚 大 さ ：木造の酒蔵の9割程度が倒壊。 ○ 「 住 宅 復 興 補 助 金 制 度 」 の 工 事 完 了 期 限 な ○ 応 急 危 険 度 判 定 に 関 す る説 明 不 足 （ 危 険

定 に 対 す る誤 解 ） ：修理すれば住めるという こと

○ 重 伝 建 地 区 選 定 前 の 復 旧 ：重伝建地区選定 ○ 被 災 直 後 か ら の 相 談 窓 口 の 設 置 ：現地の近

護岸工事、千砂子波止の修理を 実施。

○ 罹 災 判 定 結 果 に 関 す る説 明 不 足 （ 全 壊 判

たっ ての連絡・調整や役割分担を 円滑に実施。[e]

ための連携の素地ができていたことで、復旧にあ

加するなど、会と行政がま ちづく りを 協働で進める

本 地 区 を ま も り 、そだ てる会 」 の 活 動 ：被災前
から、会の会合に神戸市5 局の担当職員が毎回参

負担の軽減を 図る。[u]

キ ー ム の 住 民 に 対 す る広 報 ・ ＰＲ ：被災16日後

旧を 促進。[b][n][z]
○ 早 期 段 階 に お ける復 旧 に 関 す る支 援 ス

登半島地震復興基金」に基づく 「能登ふるさと住ま 事 業 ：平成4年度に県の港湾・海岸保全事業とし
に、罹災証明発行所において景観形成支援事業実
い・ま ちづく り支援事業」では、補助対象項目に
て、蛭子神社下の雁木修理や、住吉神社下の親水 施の予告チラシを 配布。1ヶ月後に景観形成支援事

物件の修復内容の整合性の確保と所有者の費用

限付きの助成を 実施。

○ 市 の 直 接 事 業 と しての 設 計 監 理 の 実 施 ：各

市民協定を 締結し、景観に配慮した街並み形成を
推進。

「歴史的建造物等助成制度」が設けられ、未指定の に建築行為等における景観的配慮事項等を 定めた および石垣の補修にかかる個人負担を ゼロとし、上 ま ちづ く り 支 援 事 業 」 の 実 施 ：県が創設した「能 ○ 歴 史 的 景 観 に 配 慮 した県 の 港 湾 災 害 復 旧

文化財に対しても 復興基金から所有者負担額の
1/2、上限500万円の助成を 実施。[s][u]

○ 特 例 措 置 と しての 助 成 の 前 倒 しに よる外 観

○ 地 元 の 職 人 に よる修 理 工 事 ：周囲から逸脱す 改 修 の 実 施 ：被災を 受け、県では特例措置として
るよう な現状変更は行われず。
「歴史的景観形成地区」の外観改修への助成（景観

所 有 者 負 担 ゼ ロの 住 宅 復 興 支 援 ： 居住してい 動 ：住宅相談会の開催、建ておこし現場の公開、ま ○ 街 なみ 環 境 整 備 事 業 に よる歴 史 的 なま ちな 形成支援事業）を 前倒しで適用。さらに助成率、助
た市町村内に住宅を 再建する場合、再建300万円、 ちづく り新聞の発行等により、ま ちなみ復興に対す み の 整 備 ：重伝建地区の修理・修景事業と合わ
成限度額を 引き上げて復

用。[a][m][v][y]
○ 「 總 持 寺 周 辺 地 区 ま ちづ く り 協 議 会 」 の 活

○ 復 興 基 金 の 創 設 と 未 指 定 文 化 財 へ の 修 理 ○ 市 民 協 定 に よる景 観 に 配 慮 した街 並 み の
補修150万円を 助成上限額とした「住宅復興補助金 る理解を 醸成。[o]
助 成 の 実 施 ：県と市が復興基金を 創設するとも に 形 成 ：新在家南地区や魚崎郷地区等では、震災後 制度」を 県が創設。日野町では住宅の再建・補修 ○ 復 興 基 金 の 創 設 と 「 能 登 ふ るさ と 住 ま い ・

県の補助も 含めて、 所有者負担を 1割に変更。
[c][u]

○ 重 伝 建 地 区 の 特 定 物 件 の 修 理 支 援 拡 充 ： ○ 酒 蔵 地 区 の イメー ジを 踏 ま え た新 築 建 物 の 合わせて実施。[g]
通常は、国、市、所有者それぞれ1/3の負担率を 、 デ ザ イン 的 配 慮 ：RC造により再建された酒蔵は高 ○ 県 に よる「 住 宅 復 興 補 助 金 制 度 」 の 創 設 と

○ 県 職 員 に よる統 括 的 な対 応 の 実 施 ：役場自

施 ：平成3年からま ちなみ調査を 実施し、平成6年7 体が被災したため、県職員が歴史的景観復旧を 統
月に重伝建地区に選定。被災した建物の修理・修 括的に支援。[i][r]

○重伝建地区の 選定と 修理・修景事業の 実

状況調書」の作成や所有者の建て替え意向調査も は助成対象とならなかっ た全壊家屋にも 制度を 適 景事業を 実施。

た罹 災 判 定 調 査 ：「住宅復興補助金制度」の判定 め の 助 成 制 度 の 工 夫 （ 改 正 ） ：「住宅応急修理
基準としても 利用できるよう 、日野町独自の「被害 制度」において、工事完了期限を 延長したり、以前

・總持寺周辺地区では、住家の全壊103件、大規模 ・その他、歴史的港湾施設（灯台、千砂子波止、高
半壊30件、半壊206件、一部損壊556件の被害。
灯篭）も 一部破損。

59件、床上浸水15件、床下浸水34件の被害。

半壊95件、一部損壊 117件の被害。

築物の被害は大きく 、破損大9件、破損中11件、破
損小9件の被害。

屋全壊26件、家屋半壊15件の被害。（重伝建地区
の伝統的建造物（建築物）の件数は203件）

半壊68件、一部損壊248件の被害。
件、半壊58件、一部損壊187件の被害。（重伝建地
・黒坂地区では、全世帯259件のう ち、 全壊43件、 区の伝統的建造物（建築物）の件数は148件）

等）。
・和風建築物が破損小7件であ るのに対し、洋風建

・海岸沿いを 中心として、高潮による床上浸水や家 ・台風による佐用川の氾濫により、家屋等が破損・倒

定）、6.9ha）

◇重伝建地区（港町）（H6.7.4選定（被災後に選

風 水 害 (H 3 .9 .2 7 )

広 島 県 K市 M地 区

区）及び日野往来（黒坂地区）沿いの宿場町の歴史 島地区）及び門前町（總持寺地区）の歴史的ま ちな 屋等の破損・倒壊により、港町の歴史的ま ちなみに 壊し、宿場町の歴史的ま ちなみに大きな被害が発
的ま ちなみに大きな被害が発生。
みに大きな被害が発生。
大きな被害が発生。
生。
・根雨地区では、全世帯338件のう ち、全壊15件、 ・黒島地区では、住家の全壊35件、大規模半壊5
・豊町全体で、床上浸水161件、床下浸水314件,家 ・平福地区では、全壊14件、大規模半壊17件、半壊

・家屋等の破損・倒壊により、市内の船主集落 （黒

◇街なみ環境整備事業（S地区（門前町））（H15～）

（被災後に選定）、20.5ha）

◇重伝建地区（K地区（船主集落））（H21.6.30選定

能 登 半 島 地 震 (H 1 9 .3 .2 5 )

石 川 県 W 市 K地 区 ・ S 地 区

物29件、和風建築物7件の全てに被害が発生（屋根 いた歴史的酒蔵の全てに被害あ り。
瓦の落下やズレ、煉瓦造煙突の折損とそれによる家 ・大多数が全壊状態で、復旧再建可能な状態のも
屋の破壊、内部漆喰壁及び漆喰天井の剥離・落下 のは3件のみ。

○ 全 額 公 費 に よる建 物 の 解 体 処 理 （ 取 り 壊 し
復 旧 に あ たっ ての 課 の 増 加 ） ：歴史的建造物は、解体処理と同等の助
成額を 修理にも 回せるという 発想が必要。[p]
題

復旧の 取組み

被害状況

はなし）

（歴史的市街地の保全・形成に関わる地区指定等

はなし）

（歴史的市街地の保全・形成に関わる地区指定等

鳥 取 県 H 町 N地 区 ・ K地 区
鳥 取 県 西 部 地 震 (H 1 2 .1 0 .6 )

兵 庫 県 南 部 地 震 (H 7 .1 .1 7 )

兵 庫 県 K市 N地 区

表-Ⅳ.14.2.3.1 過去の自然災害における復旧事例調査結果 （概要）

・重伝建地区内の伝統的建造物のう ち、洋風建築 ・約4kmの帯状の地域に約50件100棟ほど集積して ・家屋等の破損・倒壊等により、出雲往来（根雨地

全 ・ 形 成 に 関 わ る主 な ◇重伝建地区（港町）（S55.4.10選定、9.3ha）
地区指定等

歴史的市街地の 保

兵 庫 県 K市 K・ Y 地 区

① 調査・計画・制度

担うことのできる連携体制は、被災直後の混乱時に新

a) 平常時における調査及び計画等の策定、修理・修景

たに構築することは難しいと考える。つまり、①a)に

等の設定

示したように、平常時において歴史的市街地における

災害発生直後の混乱した状況下においては、被災し

まちづくりの方針や歴史資源に関する修理・修景基準

た歴史的建造物に関して、復旧の方針や修理・修景基

等を行政と地域住民との間で共有するとともに、それ

準等を検討する時間的余裕はなく、それらを新たに設

らを実行に移すための連携体制についても、平常時か

定することは困難である。輪島市[a]や佐用町平福地区

ら構築しておくことが重要であると考える。

[b]では、歴史的市街地の復旧においては、被災後の初

b) 被災直後の被害状況調査やその後の復旧における

動期の対応、特に、助成措置と連動した歴史的建造物

専門家等の人的支援

の修理・修景基準を示すなど、歴史的建造物の復旧方

［被災直後の被害状況調査等における支援］

針等を早期に示すことができた。
こうした対応により、

歴史的市街地の復旧にあたっては、被災直後におい

被災した歴史的建造物の解体処理に一定の歯止めをか

て歴史的建造物の被害状況を正確に把握することが、

け、
修理・修景に向けた取組みを講ずることができる。

当該建造物の歴史的価値を継承した修復に向けて重要

つまり、被災後の復旧の取組みを迅速かつ円滑に実施

である。その際、村上 6)も指摘していることであるが、

に移すためには、被災前の平常時において、歴史的市

神戸市北野・山本地区[f]や日野町[g]のように、歴史的

街地におけるまちづくりの方針や修理・修景基準等を

建造物の被害状況調査や修復方法の検討にあたり、文

設定するとともに、それらを地域住民間で共有してお
くことが重要であると考える。
b) 歴史的建造物の歴史資源の文化財等としての価値
付け
神戸市北野・山本地区[c]では、重要伝統的建造物群
保存地区（以下、重伝建地区）に選定されていたこと
から、国からの手厚い助成もあり、異人館をはじめと
して被災したほとんどの歴史的建造物が修復された。
一方重伝建地区外では、解体処理されてしまった歴史

化財に関する専門知識を有する近隣の自治体職員や地
元建築士などの人的支援が極めて有効である。
災害時においては、避難所対応等で被災自治体の行
政職員が歴史的建造物の被害状況調査に時間を割くこ
とが難しい状況も想定されることから、災害支援協定
のような形で、こうした被害状況調査等を担う専門家
等の人的支援の枠組みをあらかじめ構築しておくこと
が重要であると考える。
［復旧における専門家等の支援］

的建造物もある。また、神戸市灘酒蔵地区[d]では、酒
蔵などの歴史的建造物が文化財指定等されていなかっ
たこともあり、約 50 件 100 棟あった歴史的酒蔵等の
9 割以上が解体処理されてしまった。
このように、平常時において、歴史的建造物のリス
トアップや文化財指定など、何らかの価値付けを行っ
ておくことで、修復のための助成措置を講ずることが
できる。これにより、被災後の解体処理に一定の歯止
めをかけることができるとともに、歴史的価値に配慮
した修復を施すことができると考える。
② 体制・人的支援
a) 行政と地域住民等との平常時からの連携体制の構

佐用町平福地区[h]のように、地域を良く知る専門家
や学識経験者等が、アドバイザーなどとしてハードか
らソフトに至るまでトータルに復旧に関わることが、
歴史的建造物を維持・継承するうえで効果的である。
つまり、平常時だけではなく、災害時の復旧において
も、こうした専門家等を円滑に派遣することができる
枠組みを整えておくことが重要であると考える。
c) 都道府県による被災自治体（市区町村）の支援
佐用町平福地区[i]では、災害により町役場自体が被
災したこともあり、歴史的市街地の町並みの復旧に向
けて、その特性を把握している県職員が町職員に代わ
り、取組みの総括的な役割を果たしている。

築
神戸市北野・山本地区[e]のように、被災前から、地
域住民によるまちづくり団体の会合に市の担当職員が
参加し、地域住民と行政が日常的にまちづくりについ
て協議する場を持つなど、連携の素地ができていたこ
とで、復旧にあたっての連絡・調整や役割分担の円滑
化につながっている。
こうした地域住民と行政との連絡・調整等の役割を

大規模災害時など、被害が広域に及ぶ場合には、上
述の②b)のように、都道府県を含めた近隣自治体から
の行政職員の支援が欠かせないが、被害が一自治体の
範囲にとどまるなど、
それほど広範囲でない場合には、
まず、被災した歴史的市街地の特性を把握している都
道府県職員が支援を行うことが効果的であると考える。
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d) 地元の伝統工法を熟知した職人（大工等）による修

に、この制度の適用により、修復可能な建物の解体処

復

理が進行してしまう場合もあり、この観点からも、早

被災した歴史的建造物の修復にあたっては、伝統工

期の適切な情報発信が重要であると考える。
b) 被災直後からの復旧等に関する相談窓口の設置

法に基づく修復を行うことが望ましいが、大規模な災
害の場合、輪島市[j]のように、歴史的建造物の修理・

佐用町平福地区[r]では、被災後の早い段階から、県

修復を担うことのできる業者や職人が不足することも

主導で景観復旧に関する支援措置の設定とその情報提

想定される。そのため、できるだけ地元の伝統工法を

供が行われ、効果をあげている。また、これらに関す

熟知した大工等の職人に修復を依頼できるよう、平常

る相談窓口を被災地域の近傍に設置することがより効

時から伝統工法に係る職人のネットワークを構築して

果的であるとの指摘もある。このように、歴史的建造

おくことが重要であると考える。また、このことは、

物の修復に向けて、被災後の早い段階において、支援

地域の職人の育成や伝統技術の継承にもつながると考

措置や修復方法等に関して住民がいつでも相談に行け

える。

るよう、できるだけ被災地域の近傍に相談窓口を設置

③ 情報発信

することが重要であると考える。

a) 歴史的建造物が安易に解体処理されないようにす

④ 経済的支援措置
a) 復旧・復興に関する財源の確保

るための早期の情報発信
地震等の災害時には、発災後直ちに、被災した建築

阪神・淡路大震災[s]や能登半島地震[t]では、各種の

物の余震等による倒壊の危険性等を判定する応急危険
度判定が行われ、その後、罹災証明発行のための罹災
判定調査が行われる。神戸市[k]や輪島市[l]の事例にみ
られるように、これらの調査で「危険」または「全壊」
と判定された場合、歴史的建造物としての修理・修復
が可能な物件であっても、判定結果に関する説明不足
から、所有者は「もう住めない」と判断して取り壊し
てしまうケースも多い。そのため、被災した歴史的建
造物については、発災後の早い段階で、専門家の調査

復旧事業等に柔軟に活用できる自由度の高い資金を確
保するため、県や被災自治体等の出資による復興基金
が設立された。この基金を活用して、指定文化財だけ
ではなく、文化財に指定されていない歴史的建造物の
修理・修復に対しても助成が行われ、歴史的市街地の
復旧に一定の効果をあげている。
③a)に示したように、歴史的市街地の復旧にあたっ
ては、被災した歴史的建造物に対して、早い段階で支
援の枠組みを構築し、それを当該歴史的建造物の所有

に基づき、被害状況に関する正確な情報提供を行うこ
とが重要であると考える。
また、特に輪島市[m]や佐用町[n]の事例にみられる
ように、復旧にあたっては、歴史的建造物が安易に解
体処理されることのないよう、復旧方針の設定や支援
の枠組みづくりを行い、できるだけ早い段階でそれら
の広報に取組むこと、加えて、修復への動機付けとな
る支援内容（助成率・助成額等）を早期に設定するこ
とが重要であると考える。さらに、輪島市總持寺周辺
地区[o]のように、これらの取組みとあわせて、専門家
等による相談会の開催、修理・修復現場の公開、まち
づくりに関わる新聞や情報紙の発行といった広報及び

者らに情報発信することが重要である。つまり、こう
した基金の設置により、比較的活用の自由度が高い財
源を確保し、さらに被災した歴史的建造物の状況に応
じた柔軟な支援の枠組みを構築することが、歴史的市
街地の復旧において効果的であると考える。
b) 所有者の負担軽減による修理・復旧の促進
阪神・淡路大震災[u]や能登半島地震[v]では、国指定
文化財については、国庫補助率の加算や、復興基金等
の活用による地方公共団体負担の割増等により、修復
費用の所有者負担を軽減している。同様に、都道府県
及び市町村指定文化財についても、復興基金等の活用
により所有者負担を軽減している。このように、指定

情報発信を推進し、地域住民の歴史的建造物に対する
意識を醸成することが、その維持・継承に効果的であ
ると考える。
一方、震災等の災害時には、被災した建築物の瓦礫
処分に対して、環境省所管の「災害等廃棄物処理事業
費の国庫補助」が適用される。この補助は、瓦礫処分
に関する市町村の負担を軽減し、速やかな復旧を図る
ことを目的としているが、神戸市[p]や輪島市[q]のよう

文化財については、災害時は通常よりも手厚い助成措
置が講じられ、修復にあたっての所有者負担の軽減が
図られている。
一方、歴史的市街地には、登録有形文化財をはじめ
指定文化財に準ずる歴史的建造物、いわゆる未指定文
化財が多数存在する。こうした未指定文化財について
は、条例により物件を指定したうえで修理等に対する
支援を行っているケースもあるが、一般には修理等に
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対する支援措置は極めて少ない。しかし、災害時にこ

する。

うした未指定文化財が一般住宅等と同等に扱われ手当

考察にあたっては、平常時も含めた復旧の時間軸

てが遅れれば、特別の支援がないことで解体処理が進

（表-Ⅳ.12.2.3.2）に着目し、平常時から復旧時に至る

行する可能性は高く、歴史的市街地の特性が大きく損

段階に沿って考察する。

なわれることになりかねない。こうした状況に対し、

また、以下に考察する歴史的市街地の復旧に資する

前述の通り阪神淡路大震災や能登半島地震では、復興

取組み手法及び取組みの相互関係に着目した復旧プロ

基金の設置により早い段階で財源等を確保し、未指定

セスの考え方を図-1 に示す。

文化財の修理等への助成を行うことで所有者負担を軽
減し、解体処理に歯止めをかけている。被災後の早い
時期に、未指定文化財の歴史的価値に関する調査を行
い、文化財指定に結び付けることは困難であると言わ
ざるを得ない。すなわち、事前に対象をリスティング
等しておくことが前提となるが、歴史的建造物の維
持・継承に向けて、未指定文化財に対しても、被災後
の早い段階で修理等に対する手当てを講じ、所有者負
担の軽減を図る必要があると考える。
c) 経済的支援制度の柔軟な運用
住宅等の修理に対する経済的支援措置は、工事の完
了期限が設定されることが多く、日野町[w]のように、
この期限設定が短いことで、工事に時間のかかる伝統
的工法が敬遠される場合がある。また、日野町[x]のよ
うに、助成対象が住宅に限定されることで、蔵や集会
施設等は歴史的価値が高くとも助成を受けることがで
きない場合や、輪島市のように、助成制度の創設が遅
れたり、助成の適用審査が厳しかったりすることで、

図-Ⅳ.14.2.3.1 歴史的市街地の復旧に資する取組み
手法及びプロセス
① 平常時
各事例分析から明らかなように、平常時の取組みが、
発災時及び復旧時の取組みの拠り所となることが多く、
表-Ⅳ.14.2.3.2 復旧の時間軸設定の考え方

助成の適用件数や助成額が当初の見込みを大きく下回
る場合もある。つまり、歴史的建造物の修理・修復に
対する助成制度については、こうした運用上の課題に
配慮したうえで、被災後のできるだけ早い段階で制度
を構築するとともに、現場の状況に応じた柔軟かつ適
切な運用が可能となる枠組みを整えることが重要であ
ると考える。
d) 被災を契機とした修景等の促進
輪島市[y]や佐用町[z]のように、歴史的市街地におけ
る住宅等の修理等の助成にあたり、一定の景観配慮事
項等を要件として設けることで、歴史的建造物の修理
等にとどまらず、その周辺を含めた町並みの修景・誘

言い換えれば、平常時において発災時や復旧時を意識
して取組みを進めておくことで、そうした取組みが発
災時や復旧時に大きな効果を発揮するということがで
きる。こうした平常時の取組みとして、まず、
「I.歴史
的建造物のリスト化と文化財等としての価値付け」及
び「I.歴史的市街地におけるまちづくりに関する計画
等の策定や歴史的建造物の修理・修景基準等の策定」

導を図ることができる。
このように、復旧にあたっては、助成とあわせて規
制・誘導を行うなど、被災前の状態に戻すだけではな
く、被災を契機として、被災前の歴史的市街地の課題
を改善する視点を持つことも重要であると考える。
3) 歴史的市街地の復旧プロセスに関する考察
以上の分析結果を踏まえ、本項では、歴史的市街地
における復旧の取組み手法及びプロセスについて考察

があげられる。これらの取組みは、発災時や復旧時に
おける被害状況調査を実施する際や、支援措置を講ず
る際などに、極めて重要な役割を果たすこととなる。
逆に、これらの取組みの蓄積がなければ、被害状況調
査や支援措置が滞ることとなりかねない。
その他の平常時の取組みとしては、
「II.行政と地域
のまちづくり団体等との連携体制の構築」及び「IV.
文化財等の調査・修復に関する自治体間や専門家等と
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の連携体制の構築」があげられる。平常時からこうし

Ⅳ.14.2.4 東日本大震災における復旧事例分析

た連携体制を構築し、事前に災害時の対応や役割分担

4) 分析対象事例の選定と文献及びヒアリング調査結

を定めておくことで、発災時や復旧時の円滑かつ迅速

果

な取組みの推進が可能となる。

本研究では、東日本大震災における復旧事例として、

② 発災時

東日本の沿岸部及び内陸部において、主に地震動によ

発災時の取組みとして、歴史的建造物の被害状況調

り大きな被害を受けた歴史的市街地に着目して、分析

査と、この調査結果に基づく復旧に関する支援の枠組

対象事例 5 事例を選定した。調査結果の概要を表-3 に

みの構築、さらにそうした支援策等に関する情報発信

示す。

を挙げることができる。具体的には、まず発災時の混

5) 事例分析結果と考察

乱した状況下では被災自治体の行政職員が歴史的建造

この調査結果を第 3 章の考察に照らして、復旧の取

物の被害状況調査に時間を割くことが難しい状況も想

組み手法及びプロセスの有効性について考察する。な

定されることから、その後の復旧にあたっての対応も

お、文中の[]は、表-Ⅳ.14.2.4.1 の対応個所を示す。

含めて、
「I.都道府県による被災自治体（市区町村）の

① 平常時

支援」や「I.文化財等の被害状況調査に対する他自治

香取市佐原地区[A]や桜川市真壁地区[B]では、すで

体や専門家等の支援」が極めて重要となる。

に重伝建地区に選定されていたことから、地区内の歴

次に、応急危険度判定や罹災判定調査に基づく歴史

史的建造物に対する被害状況調査をはじめとする初動

的建造物の安易な解体処理を抑制するためには、前述
の被害状況調査の結果を踏まえて、被災後の早い段階
で「I.被災した歴史的建造物の所有者への正確な情報
提供」を行う必要がある。
さらに、指定文化財だけでなく未指定の歴史的建造
物の解体処理を抑制するためには、
「IV.復旧・復興に
関する財源の確保（復興基金の創設等）
」とともに、
「V.
修理・修復に関わる支援の枠組みの構築」が重要であ
る。その上で、こうした支援の内容を被災した歴史的

期の対応がなされ、さらに各種制度を活用した修理・
修復に関わる支援などが実施されている。また、歴史
的風致維持向上計画の認定都市である白河市[C]や多
賀城市[D]では、計画策定に際し、歴史的建造物の分布
等の調査を実施しており、そのことが、被災直後にお
ける被害状況調査の実施対象の速やかな抽出や復旧方
策の早期の検討につながっている。ただし、白河市[E]
では、歴史的風致形成建造物の修理基準等が未策定で
あり、その作成に時間を要したことが復旧を遅らせた

建造物の所有者に周知するため、説明会の開催や相談
窓口の設置などにより「VI.支援の枠組み等に関する継
続的な情報発信」を行うことが効果的である。

要因として挙げられた。一方、桑折町では、震災前に
歴史的建造物に係る計画策定や文化財指定等が行われ
ていなかったこともあり、本調査実施時点では被害状
況調査等は行われておらず[F]、さらに被災した歴史的
建造物の修理等に対する有効な支援措置を講ずること
もできていない[G]。そのため、歴史的建造物の解体処
理の進行を抑制できていない状況にある。
これらから、
平常時における「I.歴史的建造物のリスト化と文化財
等としての価値付け」及び「I.歴史的市街地における
まちづくりに関する計画等の策定や歴史的建造物等の
修理・修景基準等の策定」が、発災時の取組みにつな
がる重要な取組みであることを確認できる。

③ 復旧時
復旧時においては、まず、被災現場の状況に応じて、
「I.支援の枠組み等の柔軟かつ効果的な運用」により、
指定文化財のみならず、未指定文化財も含めて、所有
者負担の軽減に努め、被災した歴史的建造物の解体処
理を抑制することが望ましい。さらに、歴史的市街地
を被災前の状態に戻すだけではなく、被災を契機とし
てより良好な状態とするため、助成措置と合わせて規

また、香取市佐原地区[H]や白河市[I]では、被災前
から歴史的建造物等の保全に関わってきた NPO など
の地元組織と行政が連携して、被災直後に歴史的建造
物の被害状況調査等を実施している。このことから、
平常時における「I.行政と地域のまちづくり団体等と

制・誘導を行うなど、
「I.被災を契機とした修景等の促
進」を図る視点を持つことも重要である。
また、こうした取組みに対するアドバイス等を得る
ために「II.復旧にあたっての専門家等の人的支援」を
仰いだり、歴史的建造物を適切に維持・継承するため
に「IV.地元の伝統工法を熟知した職人（大工等）によ
る修理」を促進したりすることが、以後の復興に向け
た礎を築く上で重要である。
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◇重伝建地区（H2.6.29選定、17.6ha）

茨 城 県 S 市 M地 区

ヒア リ ン グ 対 象

ヒア リ ン グ 実 施 日

復 旧 に あ たっ ての 課 題

復旧の 取組み

被害状況

（H23.12.6認定（被災後に認定））

◇歴史的風致維持向上計画重点区域（327ha）

宮城県T市

2） 体制・人的支援

2） 体制・人的支援

2） 体制・人的支援

指定史跡及び名勝南湖公園の護岸石積みが崩落。

1） 調査・計画・制度

・重伝建地区の中心を 流れる小野川の護岸の崩落、孕
み等の被害が発生。

被害が発生.

・その他、津波により、市指定文化財沖の井の浸水被害
や、貞山運河の護岸崩落などの被害あ り

81棟、外壁破損93棟、外壁亀裂36棟、屋根や瓦の被害

・景観形成地区内の指定建築物36件のう ち24件に被害 26棟となり、およそ6割以上に被害あ り。
・奥州街道沿いに点在する蔵等の歴史的建造物（未調
あ り。
・その他、国指定史跡小峰城の石垣が崩落したほか、国 査のため棟数は不明）にも 、外壁の崩壊等の被害あ り。

のアナウン スを 実施。[A]
4）経済的支援措置

者を 訪問し、歴史的風致形成建造物への指定の働きか 一部損壊の建物の修理に対し、上限額10万円、助成率
けを 実施。支援内容が固ま っ ていく 過程で5～6回にわ 10％の支援措置を 町費単独で実施。ただし、この

造物保存修景事業にあ て、助成率1/2、上限額30万円
の修理助成を 実施（11月時点で23件を 指定）。[P]

１） 調査・計画・制度

限300万円、所有者負担1/3の修理助成を 実施。これに
より、震災直後は取り壊しの意向があ っ た建物について
も 、修復・保存することができた物件あ り。[N][O]

２） 体制・人的支援
○職人不足：左官職人が不足しており、これから確保す
る必要あ り。左官職人1人で同時に修復できる建物の数

教育委員会文化生涯学習課

平成23年9月14日

乱する可能性あ り。そのため、支援措置を 公表するタイミ
ン グ や公表の仕方が難しい。

に対する支援措置に関して、早い段階で公表してしま う
と、一般住宅の修理には支援措置がないことも あ り、混

３）情報発信
○支援措置の公表のタイミン グ ・仕方：登録有形文化財

並行的に修理を 進めるには、3棟につき1人の左官職人
が必要。[S]

は3棟と言われているが、土壁の修復工程は2年かかるた
め、復旧事業3年間のう ち来年・再来年の2年間で同時

定物件は、街なみ環境整備事業を 活用して修復を 実施 ○未指定文化財に対する修理助成：被災前に予定して
（助成率2/3、上限50万円）。[M]
いた街なみ環境整備事業の予算を 歴史的風致形成建

化財に対する修理助成：重伝建地区外の登録有形文化
財に対し、歴史的風致形成建造物に指定することで、上

平成23年10月6日
建設部都市計画課、教育委員会文化財課文化財係

平成23年11月7日
建設部都市計画課事業推進班

１） 調査・計画・制度

てこなかっ たが、何らかの価値付けがないと、行政が個
人所有の建物に対して支援することは難しい。

４）経済的支援措
○伝統工法での修復の難しさ（工事期間、費用、資材・

建設部都市計画課歴史ま ちづく り室

平成23年11月10日

での修復等を 続けていく かどう か検討する必要あ り。
[S][T]

地域整備課、生涯学習課文化財係

平成23年12月2日

と した制度であ るため、蔵は助成対象外。

や職人の減少等も あ り、約9割の工事は現代工法で修 用した蔵の取り壊しが進行。
復せざ るを 得ない状況。今後は、今ま でどおり現代工法 ○制度的課題：被災者生活再建支援制度は住宅を 対象

事業の会計年度内に完了できない場合あ り。ま た、当初 ○公費による解体処理：半壊以上の判定を 受けた建物
は伝統工法で修復することを 考えていたが、資材の不足 には、解体費用の助成が受けられため、この制度を 利

職人の不足）：伝統的な工法で修復や修景を すると、費 [G][Q]
用がかさんで個人負担が増えたり、工事期間が長く なり ４）経済的支援措置

あ れば蔵を 取り壊したいという 意向の所有者が多い。 こ
れま で蔵などの歴史的建造物に対し、価値付けを 行っ

造物の修理基準等が未策定であ り、その作成に時間を
要したことが、復旧を 遅らせた要因の一つ。[E]

○支援制度運用のマニュアルづく り：歴史的風致形成建 ○歴史的建造物の価値付け：何の支援制度も ないので

も 、助成率を 通常の2/3から95％に引き上げ。[M]
物を 保全する意向へ変化した人あ り。[P]
○未指定文化財に対する修理助成：景観形成地区の指 4）経済的支援措置

押しとなり、7件の歴史的建造物を 特定物件へ追加指
定。[B][N]
○登録有形文

１） 調査・計画・制度
２） 体制・人的支援
○歴史的建造物の価値付けと周知：説明板やプレートの
○職人不足と工事単価の高騰：瓦職人が不足しており、
提出
震災後に市内の労働単価が3倍に上がっ ため、市では、
など、貴重なも のであ ることを 周知することによる 所有者
市外や県外の業者に見積も りを 依頼するよう アドバイス
の意識向上が重要。
を 実施。[S]
２）体制・人的支援
４）経済的支援措置
○保存が前提の文化財ドクター事業：初動機の被害状
○制度的課題：街なみ環境整備事業による助成は、1つ
況調査に対する協力を 得にく い。
の物件につき1度しか受けられないため、震災前に助成
４）経済的支援措置
を 受けた建物はこの助成を 復旧に活用できず。このた
○早急な支援事業の立ち上げ：早急な助成金措置を 打
め、何の助成も 受けられない物件が2～3件あ り。ま た、
ち出せていないため、事業立ち上げ前に解体・修理が進
原形復旧が基本となる文化財の災害復旧支援につい
行。[R]
て、被災前よりも 望ま しい状態に復旧するよう な修景も
○個人の財産形成につながる行為に対する支援の難し
支援対象に含ま れるのか、その判断が難しい。[U]
さ：個人所有の文化財に対し、行政がどこま で支援する
かの判断が難しい。[R]

[A][M]
自らが出向いたことは所有者に大きなイン パクトを 与え、
○指定文化財の修理支援拡充：県指定文化財について それま で取り壊す意向を 示していた所有者の中にも 、建

維持向上計画が認定されれば「板倉等調査・保存・活用 常時と同様の2割）。ま た、市が直接施工監理者と契約し 書を 配布。ま た、5月の連休前後に、市長が歴史的建造
事業」の一環として支援する予定。[R]
て費用負担することで、施工監理費の個人負担を 軽減。 物所有者を 訪問し、直々に建造物の保全を 依頼。市長

800万円、所有者負担2割の助成を 、上限なし、所有者負
担1割に変更。9割補助での修復が可能となっ たことが後

的支援措置
○
重伝建地区の特定物件の修理支援拡充：通常は上限

今後補修について市が支援することを 1軒1軒にアナウ ○ヒアリン グ 実施時点では、倉等の未指定文化財の復 ○重伝建地区の特定物件の修理支援拡充：助成の上限 たり説明を 実施。4月下旬に、市で被災した歴史的建造 制度は住宅のみを 対象としているため、蔵は助成の対象
ン ス。[O]
4）経済 旧に対する支援制度が無い状態であ るが、歴史的風致 額を 通常の70万円から1,0万円に変更（所有者負担は通 物の修復に対する支援措置を 考えていることを 伝える文 外。

したが、市としては何らかの支援措置を 講ずることを 想定 だけ残しても らう よう 依頼。[R]
していため、震災直後に実施した被災確認調査の際に、 4）経済的支援措置

○支援措置に関する早期の情報発信：重伝建地区外の 旧に対する支援制度が無いため、所有者へ具体的な支 し、破損部位と被害状況についての聞き取り調査を 実
3）情報発信
登録有形文化財に対する助成方針は3月25 日頃に決定 援の約束ができない状況。所有者の相談に乗り、できる 施。あ わせて住宅応急修理制度等の支援事業について ○支援措置に関する早期の情報発信：3月下旬に所有

○一部損壊建物の修理に対する支援：国の支援制度で
は、一部損壊の住宅に対して支援が受けられないため、

仰ぎ、この指導に基づき修理方法のマニュアルを 作成。 6月29日発行の広報こおり号外で、助成の内容を 周知。
[C][L]
４）経済的支援措置

3）情報発信
○「町並み建物修理相談会」の開催：4月4～8日に重伝
○ヒアリン グ 実施時点では、倉などの未指定文化財の復 建地区内の被害物件の所有者に対する相談会を 開催

針を 決定。[B][J]
3）情報発信

造物については、文化財等としての指定がないため、歴
史的資源としての詳細な被害状況調査は未実施。[F]

○有識者の協力による修理マニュアル作成：東北工業大 ３）情報発信
学の教授に土壁や屋根瓦の修理方法について指導を ○一部損壊建物の修理に対する支援制度については、

で未整理であ っ た建築年代調査や図面作成等も 合わ への指定を 前提とした調査を 実施し、被害状況調査の
せて実施。同会が存在していたことで早期の段階から詳 他に建築年代調査や図面作成も 実施。[C][I]

○有識者の協力による調査とアドバイス：筑波大学の教 生・ゼミ生12名（延べ53名）により、解体予定の倉（延べ24 細な調査が可能に。[A][H]
授等の協力で登録有形文化財の調査が行われ、修理方 棟）の記録保存調査を 実施。一部譲り受けた倉あ り。[K] 3）情報発信

を 確保。これらの支援職員の方に重伝建地区内の特定 て161件189棟の調査を 実施。（5月末～6月末）[D][K]
物件の調査等を 依頼。[B][J]
○大学との連携による調査：東北工業大学教授ほか院

○他の自治体からの調査支援：伝統的建造物群保存地 ○他の自治体からの調査支援：友好都市、全国史跡整 ○地元組織・団体による調査協力：佐原町屋の修理マ
○地元組織・団体による調査協力：歴史的風致形成建造 ○国指定重要文化財であ る「旧伊達郡役所」については
区協議会（以下、伝建協）に技術協力を 要請し、5市から 備市町村協議会、あ やめサミットなどで以前からつながり ニュアル作成を 目的に、平成21年度に設立した「佐原町 物の候補などを 対象に、市と「NPO法人しらかわ建築サ 4月中旬に文化庁の職員が現地入りし、被害状況調査を
1週間ご とのリレー形式で、文化財担当者等の技術協力 のあ っ た自治体からの人的支援を 受け、板倉等合わせ 屋研究会」が被災物件の詳細調査を 実施。ま た、これま ポートセン ター」で調査を 実施。歴史的風致形成建造物 実施。一方、奥州街道沿いに点在する蔵等の歴史的建

2） 体制・人的支援

し）

ち約20棟について、主屋と一緒に取り壊したいといっ た
解体の意向あ り。

有形文化財）のう ち、約7割に屋根大棟の崩壊、瓦の落 に、地震による倒壊はなかっ たも の、全161件189棟のう り。

下やズレ、外壁の崩壊・剥落・亀裂等の被害が発生。う
ち2棟は解体撤去。

福 島 県 K町
（歴史的市街地の保全・形成に関わる地区指定等はな

・重伝建地区の伝統的建造物95件のう ち60件に被害あ ・重点区域内の歴史的建造物であ る蔵のう ち、被害なし ・国指定重要文化財の伊達郡役所で、壁のクラック等の

歴史的景観条例）

福島県S市
◇歴史的風致維持向上計画重点区域（761ha）

◇景観形成地区（重伝建地区周辺区域）（K市佐原地区 （H23.2.23認定）

◇重伝建地区（H8.12.10選定、7.1ha）

千 葉 県 K市 S 地 区

表-Ⅳ.14.2.4.1 東日本大震災における復旧事例調査結果 （概要）

・重伝建地区内の伝統的建造物（建築物）104棟（国登録 ・重点区域内の歴史的建造物であ る板倉・石倉・土蔵

歴 史 的 市 街 地 の 保 全 ・ ◇歴史的風致維持向上計画重点区域（195ha）
形 成 に 関 わ る主 な地 区 （H21.3.11認定）
指定等

分析対象事例

の連携体制の構築」が、発災時における円滑な調査等

持向上計画の認定前であった多賀城市[R]では、被災か

の実施につながっていると見ることができる。

ら半年以上が経過した段階で、歴史的建造物の修理に

さらに、
桜川市真壁地区[J]や多賀城市[K]、
白河市[L]

対する有効な支援措置を講ずることができていない状

では、歴史的市街地に係る協議会等を通してつながり

況となっている。

の深い他自治体の文化財担当者、さらに地域を良く知

すなわち、発災時においては、平常時の取組みを踏

る専門家等の派遣を受け、被害状況調査にはじまり、

まえて、経済的支援措置として「IV.復旧・復興に関す

その後の復旧方策の検討に至るまで継続的に協力を得

る財源の確保（復興基金の創設等）
」及び「V.修理・修

ている。ただし、桜川市真壁地区や多賀城市が他自治

復に関わる支援の枠組みの構築」が重要であるととも

体から文化財担当者の派遣を受けたのは、発災から 1

に、これらに関して「VI.支援の枠組み等に関する継続

ヶ月半以上経った時点であり、平常時に支援協定等の

的な情報発信」を行うことが重要であるということが

連携体制を構築しておけば、より早期に円滑な支援を

できる。

受けることができた可能性がある。このことから、平
常時における「IV.文化財等の調査・修復に関する自治

③ 復旧時

体間や専門家等との連携体制の構築」の重要性を確認

復旧時の取組みについては、東日本大震災において

できる。

も、過去の自然災害における復旧事例と同様に、歴史

② 発災時

的建造物の修復を担うことのできる職人が不足し、そ

被災した歴史的建造物の被害状況調査については、
前述の通り、香取市佐原地区[H]や白河市[I]では地元
組織、桜川市真壁地区[J]や多賀城市[K]では、県や他
自治体の文化財担当者等の協力を得て行われている。
さらに、
桜川市真壁地区[J]や多賀城市[K]、
白河市[L]
では、地域を良く知る専門家等の協力を得て、被害状
況調査や復旧に向けた取組みを進めている。このよう
に、東日本大震災のような広域に被害が及ぶ災害の場
合には、
「I.文化財等の被害状況調査に対する他自治体

れに伴い工事単価が高騰するといった課題[S]や、伝統
工法による修復は工事に時間と費用が掛かるため適用
が難しいといった課題[T]の指摘がある。このことは、
前述した平常時の備えとともに、復旧時における「II.
復旧にあたっての専門家等の人的支援」及び「IV.地元
の伝統工法を熟知した職人（大工等）による修復」の
重要性を示すものである。
一方、茨城県の「文化財等災害復旧補助事業」の実
施は、復興基金創設の遅れに伴い、創設が発災からほ

や専門家等の支援」が不可欠であるということができ
る。
経済的支援措置については、香取市佐原地区[M]や
桜川市真壁地区[N]では、
重伝建地区の文化財修理に対
する国の負担率が引き上げられたほか、重伝建地区の
特定物件への追加指定や重伝建地区の周辺地区等にお
ける国指定文化財以外の歴史的建造物に対する助成等
が行われている。なお、桜川市真壁地区では、復興基
金を活用した県からの助成率の引き上げが行われるな
ど(1)、歴史的建造物の所有者負担を軽減するための措
置が講じられている。さらに、歴史的風致維持向上計
画の認定都市である桜川市真壁地区[O]や白河市[P]で

ぼ 1 年が経過した時点であったが(1)、被災直後の工事
まで溯って申請することのできる措置がとられたこと
で、歴史的建造物の修復に効果をあげている。このこ
とは、
「I.支援の枠組み等の柔軟かつ効果的な運用」の
有効性を示すものであるということができる。
また、香取市佐原地区では、歴史的建造物の復旧に
際して、一部の物件で被災前にあったパラペットを撤
去するなど、
「I.被災を契機とした修景等の促進」に相
当する取組みが行われている。ただし、制度上、災害
復旧は原形復旧（被災直前の状態に戻す）ことを基本
としているため[U]、歴史的建造物の災害時における原
形復旧のあり方については、今後、より柔軟な制度運

は、歴史的風致形成建造物を追加指定するなど、助成
対象を拡大する取組みも行われている。こうした支援
措置については、説明会・相談会や個別訪問の形で、
比較的早期から所有者等への情報提供が行われており、
これらにより解体処理の進行に一定の歯止めがかけら
れている。
一方、歴史的建造物のリスティングや価値付けが行
われていなかった桑折町[Q]や、発災時は歴史的風致維

用について検討する余地がある。
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Ⅳ.14.2.5 まとめ
本研究では、まず、過去の自然災害における復旧事
例 6 事例の分析に基づき、
「調査・計画・制度」
「体制・
人的支援」
「情報発信」
「経済的支援措置」の視点から、
歴史的市街地の復旧に資する取組み手法を抽出した。
その上で、
「平常時」
「発災時」
「復旧時」の時間軸及び

各取組みの相互関係に着目して復旧プロセスについて

6)村上裕道（2007）、自治体の役割と活動、日本建築

考察した結果、平常時における歴史的建造物のリステ

学会文化遺産災害対策小委員会調査委員会編、
『震災後

ィングや価値付け、修理・修景基準等の策定、さらに

の文化財に対する総合的な対処方法・体制についての

住民・行政・専門家の連携体制の構築等が、発災時の

調査研究』
、pp.15-24、神戸大学

迅速な対応や復旧時の効果的な取組みの実施につなが
ることを明らかにした。
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