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2011年東北地方太平洋沖地震による港湾施設の被害

独立行政法人港湾空港技術研究所特別研究官 菊池喜昭

1 .はじめに

このたびの地震は 1,000年に 1回の規模の地震といわれているが、その一方で、南海・東南海

地震でも今回と類似の規模の地震が生じる可能性があるといわれている。その意味では今回の災

害を教訓に、今後の地震に対する十分な備えを考え、施すことが極めて重要である。また、今回

の地震被害の特徴は津波による被害であり、沿岸域では大きな被害が生じた。このような津波被

害に対して地盤技術者はどのような対策をすべきかを考えていく必要があるように思われる。

本稿では、今回の地震と津波を概観し、併せて港湾施設の被災状況を報告するとともに、今後

構造物の対策としてどのようなことを考えるべきかについて言及する。

2.地震動について

2011年 3月 11日14時46分頃、太平洋三陸沖の東経 142.9°、北緯 38.1°、深さ 24kmを震源

とした、国内で観測された最大の M9.0の海溝型地震が発生した。本震による震源域は、幅200km

長さ 400kmで、最大滑り量は 30m以上であったとされている。これはわが国近海の地震として

も大きなもので、世界の 5指に入る規模の地震で、あった。

図－1に、今回の本震で得られた港湾における各観測点での地震波形を示す。今回の地震は、東

北地方の各地域でピークが二つ見られる波形で、あったこと、地震動の継続時聞が非常に長かった

ことなどが特徴である。 K-netなどの地震波形も含めて解析し、アスベリティを推定したところ、

震源の沖側と陸側に大きい滑りが生じていると考えると今回の地震波形が説明できることが分か

った。特に沖側の滑りは比較的浅いところで生じていると推定されており、後で示す津波の波源

.~1.1 叫，.，叫d占＿.，..， -..‘ 4 

2011年東北地方太平洋沖地悩
八戸鴫G{EAST)

Mυx:185Gal 

制111・,)

A油』］岨凶4 凶

2011 年東北地方太平洋沖地~
釜石心（EAST)

' ' " ，，岳

Max.358Gal 
-r田町一剛一四

終n
現鯛t・3

f 
1加3

_ .... ,. 1 ... -

・－－－ . '"""l' ...... 

20 11年東北地方太平洋Wt也）~
大紛i度防l車－O(EAST)

' . 
鈎 1曲

1
・
3

－
 

l

－
 

nu

－
 

《。－
の

d

－
1
－
 

vn

－
 

M

－u
m
凶

ω

iw
－g
 

T

M
 

T 
B説2時，e,,,

」幽幽·－~也幽ι山b
rmm唱 τnー ベ Z 内 市柄引，仰円 可同電

20日年東北地方太平洋沖地~W山会閣G（附T)

Ma九393Gnl
T 
B減

T 
出

1¥1.'II,) 

2011年東北他方太平洋浄i也m
小,g；，兵事－G(E.AST)

Mc1誕.f 430Gal 

図－1各港湾で得られた強震記録
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ともなった可能性が高いといえる I）。

また、小名浜では港湾での観測史上最大の

加速度 1430ガルが観測された。また、地震計

を設置していた港のうち、宮古港と相馬港の

二つの港で、は観測記録を回収で、きなかった。

これらの港では、いずれの地震計も津波が来

るまで、は健全で、あったが、データの回収が間

に合わないまま津波の来襲を受け、流失して

しまったものである。この点については今後

の改善が必要で、あると考えている。

図－2に、小名浜港での今回の本震の地表面

で得られた地震波形のフーリエスベクトルを

示す。この図には、小名浜港で設定していた L2地震動のスペクトルを重ねて示している。

から分かるように、今回の小名浜港の地震動はこれまで考えていた L2地震動に比べて高周波数

これ
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帯では大きなエネルギーを持つ地震で、あったが、港湾施設の被害に関連性の高い 0.3～1.0Hzのス

ベクトルで、は同程度で、あった。小名浜港は歴史のある港であるため、古い施設も多く、多くの港

湾施設が被災した。これらの各施設の被災状況を丁寧に調べることで、 L2相当の地震による従来

の施設の被災の程度について多くの知見を集積できると考えている。

なお、今回の地震では顕著な地殻変動が観察された。東北地方の各港湾では、水平方向に最大

で 5mほぼ東に移動し、上下方向には概ね 50cm程度沈降した。このような移動は、本震の最中

に生じたものである。このような地殻変動による地盤高の変化が沿岸域の活動に及ぼす影響は大

きく、緊急の対策が必要とされている。

3.津波について

国土交通省港湾局では、海岸から概ね 10～20kmの水深 100～300mの海域の水面に GPSを搭

一一 最大波の高さ

時刻（時）

図－3東北沿岸に整備されていた GPS波浪計とそれによる津波の観測記録
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載したブイを係留し、波浪観測を行ってきた。特に、東北の太平洋沿岸に重点的に GPS波浪計を

配備してきた。図－3はこれらの東北沿岸の GPS波浪計で観測された津波の波形を示したもので

ある。図中のこの観測結果で顕著なように、 15時 12分～20分頃に津波の峰が観測されており、

その高さは最大で 6.7mに及んで、いる。この岩手県南部沖の波浪計が釜石港の沖合にある波浪計

である。沖合でのこのような大きな津波が陸域に押し寄せ、今回のような大きな津波被害が生じ

たものである。

4.津波による被害

東北地方の太平洋沿岸部は、繰返し津波の被害を受けてきた。そのため、いくつかの港には湾

口部に陸域に来襲する津波の高さを抑えるための防波堤（湾口防波堤）が整備されている。その一

つの釜石湾口防波堤とその被災状況について説明する。

図－4は釜石湾口防波堤を烏敵した図である。図－4からわかるように開口部約 2kmのうち必要

な航路を残した約 1,700mが防波堤で守られている。

図－5は同じ防波堤の縦断図である。元の海底の水深は最大 60mあり、その下半分は基礎捨石

でふさぎ、それより上の部分はケーソンでふさぐ構造となっている。つまり、開口部の 95%程度

が捨石とケーソンでふさぐ構造となって .... -•• v ‘ J 

いる。港湾空港技術研究所での今回の津

波のシミュレーション結果によると、防

波堤があったことによって津波が岸に来

襲するのが 6分遅くなり、また津波高さ

も約 6割に低減されたとされている。次

に示すように、今回の津波で全体の 3/4

以上が被災したが、津波の来襲を遅らせ、

津波高さを抑える役目は一定程度果たせ

た。

図－4 釜石湾口防波堤（国土交通省釜石港湾事務

所）

図－5釜石湾口防波堤縦断図

今回の津波はこの防波堤で設計の対象としていた津波よりも大きなもので、あったため、図－6の

ように被災した。図－7は被災直後にナローマルチビームで測量した測深データである。この結果
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をみると、ケーソンが健全で、あった南堤の一部では

基礎捨石の洗掘もほとんどないが、北堤では港内側

に転落した部分を中心に基礎捨石の洗掘がみられる。

また、南堤のうちケーソンが飛ばされた部分や開口

部では、大幅に基礎捨石が洗掘されていたことが分

かる。特に関口部では非常に激しい流れが生じ、頂

部の構造物が跡形もなく飛ばされてしまった。

釜石溝口Kt;法集 （H23.3.25測量i

Scale 1:500 

図－6被災した北堤

図－7 ナローマルチビームによる測深データ（釜石港湾口防波堤）

図－8に被災した北堤の深部の標準断面図を示す。この防波堤は、通常の波浪（周期 13秒、波高

13.3 m）と、明治、昭和の二つの三陸地震津波を対象としてそれらに対し安全なように設計されて

いた。ケーソンの断面は通常の波浪に対する安全性によって決められており、基礎捨石の石材の

サイズは津波による流速によって決定されていた。結局、今回の津波が設計で想定していた津波

よりも大きかったことがこの防波堤の被災につながったと考えられる。

実際、図－8のような混成式の防波堤では、設計外力を上回る荷重が作用すると被災しやすくな

る。そこで、今後はすでに多く存在するこのような防波堤で、あっても、想定外力を上回る外力が

港外側

。民’L・1姐千 円 ，，’ lて＂凶

？ 

基礎石5-BOOkg／個

-60m 

港内側

7. .< 

図－8北堤の深部の標準断面図（点線は著者が加筆）
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作用した時でも壊滅的な被災を生じないような粘り強い構造を模索することが必要である。

今回の被災原因の詳細については今後の検討によらざるを得ないところが多々あるが、堤体の

滑動破壊の可能性が高いといわれている。もし、滑動による破壊が卓越しているなら、滑働抵抗

を増大させること、また、滑動するにつれて抵抗性が高まる構造を構築することが望まれる。そ

の一つの方策として、ケーソン背面に捨石等で腹付を構築することが検討されている（図－8の点

線部分）。これまでの検討で、このような腹付による活動抵抗性の上昇が観察されているが、これ

にジオシンセティックスなどを組み合わせて用いることにより、より積極的に滑動抵抗を増大さ

せる構造が構築できると効果が高いものと思われる。

一方、今回の被災の状況からすると、波浪に比べると長時間の押し波によって基礎捨石内の間

隙水圧が上昇し、その結果による基礎捨石の支持力の低下の可能性が否定できない。もし、この

ような破壊モードがあると、上述の腹付の安定性も低下することが懸念される。このようなモー

ドに対して堤体の安定性を高めるには、基礎捨石内の間隙水圧の上昇を抑えるか、基礎捨石内の

間隙水圧が上場した場合でも支持力安全性が低下しないような工夫ができればよいことになる。

津波来襲時の基礎捨石内の間隙水圧分布の変化の実態については未知な部分が多く、今後の検討

を待たなければならない また 従来基礎捨石によるマウンドにはケーソンを支える機能を期

待しているが、マウンドをどのような構造にすると確実に機能を発揮するかということについて

は十分な議論がなされてきていないように思われる D今後はマウンドの構造について議論を深め、

その構造を工夫することによって粘り強し、防波堤を建設する糸口が見いだせるのではなし、かと思

つ。

今回の津波の被害では港内の海底地盤

の変化も大きかった。図－9は、八戸港港

内の洗掘が生じた個所を示している。こ

れによると、顕著な洗掘は防波堤の間の

航路や埋立地の隅各部などで生じている。

また、洗掘水深も 10m以上とかなりな

深さとなっている。このような洗掘の主

たる要因は激しい流れに伴う渦であると

いわれている。また、このような大規模

な洗掘が構造物の安定性の低下にも影響

を及ぼしており、護岸の一部や防波堤の

堤頭部などは大規模な洗掘によって壊れ

たところもある。

図－10は国土交通省がまとめた防潮堤

図－9八戸港の港内洗掘

の被害のイメージである。港湾施設としての防潮堤ではこれまであまり越流については検討がさ

れていなかったと思われるが、今回は大きく越流したため、防潮堤前後の洗掘が大きな問題とな

った。また、水塊は来襲時には海からまんべんなく来襲するが、引き波時には陸上の地形などの

影響を受け、選択的に水が流れてくる。このため、場所によっては押し波よりも引き波のほうが

強し、流れとして構造物に作用することもあったようである。このような現象が被害を増大させた

可能性がある。
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a) 来襲時 b）引き波時

図－10 津波の押し波と引き波による防潮堤の被害

5. 地震動による被害

このたびの地震は、海溝付近で大きな断層の滑りによって生じたものであるが、図－1からもわ

かるように、地震動の強さの観点からは地域的な違いがある。今回の地震被害の特徴を簡単に示

したのが図－11である。すなわち、仙台付近より北側では、地震動による被害は比較的軽微であ

った。これは、地震動の卓越周期が高周波数側によっていたこと、また、大規模な埋立地が少な

く、液状化による被害が発生しなかったことが理由であろうと考えられる。一方、仙台付近より

南側では、地震動によってかなりな被害が生じ、さらにその後に津波が来襲して被害が拡大した

地域がある。この地域では、地震動の卓越周波数が比較的小さく、また、砂等で埋め立てた埋立

地が多数あったことが理由であると思われる。

図－11地震動の被害の特徴
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図－12に地震直後（3/17）の釜石港の様子を示す。図－12ではすでに船が係留され、荷役が行われ

ている。エプロンにはわずかな被害が見られたものの荷役の障害になるほどのものはなく、岸壁

法線もほとんどずれていないことが分かる。

図－13は、既存の矢板岸壁にタイロッドを増設

することで補強し増深した構造であり、無被害で

あった。この断面を図一14に示す。この構造の特

徴は、耐震性の増大と前面水深の増深とを行うた

めに、矢板の下の方に追加の控えをとることによ

り、矢板壁に作用する曲げモーメントを低減させ

ようというものである。また、陸上作業が少ない

ため、ヤードの一部を供用しながら工事ができる

可能性が高い。

図－13仙台港雷神埠頭

図－15は仙台港の高砂地区の被災状況を

示したものである。この岸壁は矢板岸壁で

ある。この岸壁は連続2パースで、内陸側

の 1パース目はほとんど無被害で、あったが、

この区間は大きな被害を受けた。仙台港は

全体が掘り込み港湾であり、ほとんどの地

区は陸地を掘削して航路を作った港である。

ところが、当該岸壁はこの被害の大きかっ

た区間のみ埋め立てたところとなっていた。

このような地盤の成り立ちの違いが被害に

差を生じた原因であると思われる。なお、

図－12地震直後の釜石港

図－14仙台港雷神埠頭の断面のイメージ

図－15仙台港高砂埠頭

この区間も液状化に対する対策をとってあったため、液状化は発生していなかったと思われる。

ただし、裏込め等の地震後の沈下特’性に対する知見が不十分で、あったためにやや大きな被害が生

じたものと考えられる。
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仙台空港は以前より液状化の懸念があり、その対策を実施しているところで、あった。震災時に

は、滑走路部分で液状化対策が施されており、誘導路部分で、は対策が未施工で、あった。地震後調

査したところ、液状化対策を施したところでは液状化が生じておらず（図一16a）、液状化対策を施

していなかった誘導路では段差が生じた（図－16b）。幸い、滑走路部分の対策が済んでいたため、

滑走路部分には大きな被害が無く、空港機能の早期復旧に寄与した。

鹿島港（図－17）は掘り込み港湾であるため、被害は全体的には比較的軽微で、あったが、部分的に

大きな被害も生じた。図一17bはその様子を示している。この個所は、沼地だ、ったところであり、

鹿島港としては例外的に大きな被害が生じた。このように過去の地盤の違いによって被害の程度

に差があることは従前より指摘されており、今回の地震でもそのような状況が多々見られた。

a）対策済みの滑走路 b）未対策の誘導路

図－16仙台空港での液状化対策の効果

a）ほとんど被害のなかった北埠頭 b）南埠頭の一部では大きな被害があった

図－17鹿島港での被害の明暗

6. 地震動と津波の複合被害

地震動と津波の複合被害が見られたのが今回の地震の特徴である。図－18に示すように相馬港

での被災事例はその顕著な例である。この岸壁は控え式矢板壁である。ここで想定される被災の

順序は次のようなものであろう。まず、地震によってある程度の変状を受けたのち、津波の来襲

によって、前面の洗掘、エプロンの浸食が生じたものと考えられる。その後、建物の隙聞を抜け

てヲ郎、引き波が生じ、壊滅的な被害になったものと思われる。図－19はこの被災個所を上空から
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見たものである。、建物の蔭からわかるように、 もこの個所の陸上にはサイロがあり、サイロに挟ま

れた個所だけ、被災している。このことから、引き波がこの個所に集中して流れ、被災を大きく

したのではなし、かと考えているところである。このメカニズムの詳細については、今後の実験的

研究による検証が待たれる。

j
し
J
L

図－18 相馬港での被災事例

図－19 被災個所を上空から見たところ（0の

部分が図－18の場所）

7. まとめ

通常は防波堤などの主要な港湾構造物で、あっても耐用年数は 50年程度とすることが多く、構造

物にはたいてい寿命が考えられている。この寿命に照らし合わせて、どのような外力が寿命の聞

に作用するかを考えて設計するのが一般的である。港湾の基準の場合、寿命の聞に 1度くらい作

用する作用（地震動でいえば LI地震動）は変動状態として扱い、それを超えるような例えば想定

される最大作用（地震でいえば L2地震動）は偶発状態として扱われる。これらの作用に対して、

構造物の重要性に応じて修復限界、終極限界などの限界状態が設定されて設計の照査がされる。

今回の津波はこのような設計の考え方に二つの問題を提起したのではないか。ひとつは、津波は

どの程度規模のものがどの程度の頻度で起きると考えるべきなのかという点であり、もう一つは

防波堤（防潮堤も）に要求される機能はどのようなものであるかという点ではないかと思われる。

既存の防波堤では、釜石の湾口防波堤でも想定されていた津波の規模が小さかったためか（それで

も津波の規模が確実に分かつている過去 100年間の最大津波を想定していた）、高波浪によって断

面が決められていた。今後、今回の津波の経験を基礎としてより大きな津波に対する性能確保の

議論がなされることになると思うが、津波から人命や財産を守るという観点からすれば構造物が

壊れないだけでは性能が満足であるとはいえず、人命や財産を守ることが要求されるようになる

であろう。このような状況で、はハードだけで性能を満足することが困難となり、ソフトの対策が

あることが前提で、ハードを設計するということになるであろう。

対象とする津波を 2段階にするという議論は現在盛んに行われており、レベル I（数十年から百

数十年に l回程度）とレベルII（千年に 1回程度以上）の 2つを想定する考え方が提案されている。

レベル Iは防護レベルとも呼ばれ、このレベルの津波に対しては 1）人命を守る、 2）財産を守る、
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3）経済活動を守ることが施設に要求される。一方、レベルEは減災レベルとも呼ばれ、このレベ

ルの津波に対しτは、 1）人命を守る、 2）経済的損失を軽減する、 3）大きな二次災害を引き起こさな

い、 4）早期復旧を可能とすることが施設に求められる。

地震動に関する対策としては、兵庫県南部地震以来の蓄積によってある程度の耐震設計はなさ

れており、今回の地震でも一定の成果が見られた。ただじ、詳細にみると課題は山積している。

例えば、 L2地震の推定法に課題を残したことである。また、仙台港で見られたように、液状化は

しないものの体積変化を生じる地盤材料の特性に関する検討の追加、関東の湾岸エリアで見られ

たような液状化現象の中にメカニズム的な見落としはなかったという点などである。

今回の地震災害を目の当たりにするにつけ、自らの技術者としての責任を痛感している。責任

を果たせるよう、今後とも努力していきたいと考えている。
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