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調査行程

凡例

4/4(月)の行程

4/5(火)の行程

4/6(水)の行程

調査行程(1日目)
①三沢駅
②三沢漁港
③おいらせ町二川目
④百石海岸
⑤明神川防潮水門
⑥馬淵川の河道被害調査
⑦蕪嶋神社
⑧市川水産加工団地
⑨五戸川河口
⑩市川船留
⑪八戸港・上北沼
⑫ポートアイランド
⑬八戸漁港
⑭蕪嶋神社

③

②
①

④

⑤

⑥

⑦,⑭

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬



調査行程(２日目)
①宮古市，防潮堤，道路，
鉄道等の被災状況を広範
囲に視察
②田老町，防潮堤，河川
堤防，橋梁等の被災状況
視察
③小本港，防潮堤，港湾
施設，道路等の被災状況
視察【※試料採取】
④田野畑村羅賀，防波堤，
漁港，その背後の住宅地
の被災状況視察
⑤田野畑村平井賀，防潮
堤，吹き付け，補強土の被
災状況視察
⑥野田村，防潮堤，道路
の被災状況視察【※試料
採取】

③

②

①

④

⑤

⑥

調査行程(３日目)
①馬淵川堤防，右岸5.3K
地点の天端クラックの視察

②二戸市石切所杉ノ沢地
区，盛土崩壊現場視察
【※試料採取】

③田子町，宅地盛土崩壊
現場視察

③

②

①



地震の概要

基礎地盤コンサルタンツ(株）の資料より

• 地震発生時間： 3 月 11 日 14 時 46 分

• 気象庁マグニチュード Mj = 9.0 

• 長い継続時間

震源の深さ:：約24 km

地震の概要

基礎地盤コンサルタンツ(株）の資料より

• 破壊域が非常に大きい
（約500 km×200 km 相当）

• 断層すべり量は最大で 20 m 
に及ぶ

• 低角の逆断層型である



東北北部 （青森県，岩手県北部）の震度

青森県

岩手県北部

調査範囲での震度は
５強以内

気象庁HPより

• 八戸では1994年三陸

はるか沖地震の地震動
より揺れが弱い

東北北部 （青森県, 岩手県北部）の震度

Hachinohe City Hall Main Building B1F
NS EW UD



東北北部 （青森、岩手北部）の震度

• 最大加速度，各種
• 応答スペクトルは，
• 1994年三陸はるか

• 沖地震の地震動より
• 小さい．

• 入力エネルギーは
• 長周期域で同等

NS

調査範囲で地震そのものよりむしろ津波による複合地盤災
害が印象的

調査行程および被害状況(1日目)
①三沢駅
②三沢漁港
③おいらせ町二川目
④百石海岸
⑤明神川防潮水門
⑥馬淵川の河道被害調査
⑦蕪嶋神社
⑧市川水産加工団地
⑨五戸川河口
⑩市川船留
⑪八戸港・上北沼
⑫ポートアイランド
⑬八戸漁港
⑭蕪嶋神社

③

②
①

④

⑤

⑥
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⑬



三沢(みさわ)漁港および海水浴(全景)

特徴：砂浜海岸、津波高さ約6～7 m
被害：津波・引波による土砂浸食、広範囲、
アスファルト・ブロックのめくれ、津波集中部
で局所的な洗掘

撮影位置

三沢海岸

地盤とコンクリートの境界部での洗掘

津波の集中部で局所的な洗掘

アスファルト・ブロックのめくれ

津波による構造物の被害



百石(ももいし)海岸

特徴：砂浜海岸、津波高さ約6～7m
被害：防波堤裏の崩壊、津波の越流引き波による浸食、
防潮林による津波低減

百石魚港

秋田市、新屋
引き波による洗掘

引き波による浸食・洗掘

土砂の堆積

防波堤裏の崩壊



馬淵(まべち)川

特徴：津波高さ約6～7m、河口から約10.5 kmまで
津波到達、津波速度約7 m/sec(河口から 2.4km地点)
被害：河口から100 m程度の範囲で河川堤防を越える、

高水敷での土砂の堆積、津波・引き波による水路破損

約10.5 km

国土交通省 東北地方整備局 資料より

水路コンクリート破損

引き波による蛇籠のめくれ 魚道での土砂の堆積

河川盛土法面の浸食



市川水産加工団地市川水産加工団地
((いちかわすいさんかこうだんちいちかわすいさんかこうだんち))

海岸堤防裏（堤内）法面の表
層の連結コンクリートパネルの
滑落，法先部の洗掘，表（堤
外）法面の損傷は，ほとんどな
く，裏法面の損傷が著しい

五戸川五戸川((ごのへがわごのへがわ))堤防堤防

五戸川河口部，右岸堤防の崩壊
状況：
• 崩壊部は，隅角となっている
部分で，延長約15 mが崩壊

• 築堤材料が流失。パラペット
が落下

堤防

八戸港八戸港((はちのへこうはちのへこう))

八戸港防波堤，護岸，道路の
被災状況：津波によって防波
堤が破壊．護岸が津波で破
壊・洗掘されている．港内の
道路ではアスファルト舗装下
の土が流失している．



市川船留市川船留((いちかわふなだまりいちかわふなだまり))

市川船留内道路の陥没崩壊
状況：
道路側方に津波によるものと
思われる掘削痕が確認された．
アスファルト舗装ならびに側溝
下の土が流失して陥没してい
る．

八戸漁港八戸漁港((はちのへぎょこうはちのへぎょこう))

護岸裏の舗装部分の状況：
アスファルト舗装がめくれ，そ
の下に敷設されていた砂・礫
の表出。このような舗装の剥
離，流失は至るところで確認さ
れた．

液状化の可能性も
否定できない

蕪嶋（かぶしま）神社付近の被災状況蕪嶋（かぶしま）神社付近の被災状況

建物の基礎部の土が大量に流失．その場に建物が落
ち込んでいる状況．この付近に，同じように地盤が大き
く洗掘されている場所が確認された．

洗掘か液状化か？！



調査行程および被害状況(２日目)

③

②

①

④

⑤

⑥

①宮古市，防潮堤，道路，
鉄道等の被災状況を広範
囲に視察
②田老町，防潮堤，河川
堤防，橋梁等の被災状況
視察
③小本港，防潮堤，港湾
施設，道路等の被災状況
視察【※試料採取】
④田野畑村羅賀，防波堤，
漁港，その背後の住宅地
の被災状況視察
⑤田野畑村平井賀，防潮
堤，吹き付け，補強土の被
災状況視察
⑥野田村，防潮堤，道路
の被災状況視察【※試料
採取】

岩手県宮古市(みやこし)

特徴：リアス式海岸
被害：防波堤の損壊，防波堤裏の浸食・

洗掘。被災家屋・瓦礫・土砂の撤去中。

撮影位置

仮復旧箇所



防波堤裏の土砂浸食・洗掘

防波堤の損壊 防波堤裏の損壊

国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所HPより

岩手県田老町（たろうちょう）



岩手県田老町

特徴：リアス式海岸，津波防波堤高さ
10 m，全長約2.5 km
被害：防波堤の損壊，広範囲な建物
損壊

撮影位置

防波堤の崩壊

橋の崩壊と移動



4月5日の状況

防波堤背後の建物の広範囲な損壊

防波堤裏法面の浸食

・引き波による土砂浸食・洗掘
・津波・引き波の衝撃力の評価：

土粒子が与える影響
・災害廃棄物の処理

地盤工学的な詳細な調査の必要性

他の構造物の被害状況

補強土構造物は健全

津波による作用によって法面吹き付
け，自然斜面などが崩壊している箇
所があった。

補強土構造物は，比較的健全であっ
た。法肩にあるガードレールの破損
状態から，津波による外力がかなり
作用したと考えられる。

津波による法面吹きつけの崩壊

津波による斜面崩壊



調査行程および被害状況(３日目)
①馬淵川堤防，右岸5.3K
地点の天端クラック

②二戸市石切所杉ノ沢地
区，盛土崩壊現場視察【※
試料採取】

③田子町，河川法面崩壊
現場

③

②

①

十和田湖

石切所杉ノ沢地区石切所杉ノ沢地区
○○ 内陸部での地震による被害内陸部での地震による被害

○○ 地震動で擁壁が転倒し盛土が崩壊地震動で擁壁が転倒し盛土が崩壊

○○ 盛土材料が盛土材料が軽石混じりの火山灰土軽石混じりの火山灰土

→→ 軽石が風化し粘性土化軽石が風化し粘性土化

○○ 常時湧水が豊富な箇所，常時湧水が豊富な箇所，液状化によ液状化によ
り流動化した可能性があるり流動化した可能性がある

○○ 崩壊長崩壊長19m19m，崩壊幅，崩壊幅16.5m16.5m，崩壊深，崩壊深
5m5m

風化して含水
軟弱化した軽石

全景

前へ２２m移動



田子町田子町((たっこまちたっこまち))
○○ 地震動で盛土が動いて護岸擁壁地震動で盛土が動いて護岸擁壁

転倒転倒

○○ 盛土材料が盛土材料が軽石混じりの火山灰土軽石混じりの火山灰土

○○ 常時湧水が豊富な箇所で盛土が常時湧水が豊富な箇所で盛土が

飽和していた可能性大飽和していた可能性大

○○ 崩壊長崩壊長20m20m，崩壊幅，崩壊幅15m15m，崩壊深，崩壊深5m5m

盛土脚部の擁壁の倒壊 水酸化鉄分の多い地下水の湧出

庭先に段差できる

まとめ

（（11日目：青森県）日目：青森県）

津波・引波による土砂浸食、広範囲で堤外で津波・引波による土砂浸食、広範囲で堤外で

のアスファルト・ブロックのめくれ、津波集中のアスファルト・ブロックのめくれ、津波集中
部で局所的な洗掘部で局所的な洗掘

（（22日目：岩手県北部）日目：岩手県北部）

防波堤、防潮堤の損壊、広範囲な建物損壊防波堤、防潮堤の損壊、広範囲な建物損壊

（（33日目：青森県内陸部）日目：青森県内陸部）

内陸部での地震動による構造物の被害内陸部での地震動による構造物の被害



全体まとめ

東北北部では地震よりもむしろ、津波が主たる東北北部では地震よりもむしろ、津波が主たる
要因であると考えられる複合的な地盤災害が要因であると考えられる複合的な地盤災害が
顕著顕著

防波堤の地盤工学的崩壊メカニズムに関する詳細調防波堤の地盤工学的崩壊メカニズムに関する詳細調
査査（引波、侵食・洗掘、地震と津波）（引波、侵食・洗掘、地震と津波）

津波・引波に含まれる土砂が防波堤などの土木構造津波・引波に含まれる土砂が防波堤などの土木構造
物に与える影響の詳細調査物に与える影響の詳細調査

災害廃棄物の処理方法および環境への影響に関する災害廃棄物の処理方法および環境への影響に関する
詳細調査詳細調査

調査団の皆様大変お疲れ様でした調査団の皆様大変お疲れ様でした


