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震度を用いた農業用ため池の地震動被害研究

一平成23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震を事例として一

鈴木尚登* 中里裕臣料 井上敬資申**

*企画管理部 防災調整役

**企画管理部

***施設工学研究領域広域防災担当

キーワード:東北地方太平洋沖地震，ため池，地震被害，計測震度，推計震度，強震動生成域，被災リスク

I 緒言

平成23年3月11日14時46分頃，三陸沖，牡鹿半島の

東南東130km付近，深さ 24kmを震源とするモーメント・

マグニチュード (M)9.0の地震(本震)が発生し，同

日気象庁は. I平成23年 (2011年)東北地方太平洋沖地

震」と命名した。本地震は 太平洋プレートと陸プレー

トの境界で発生した海溝型地震で¥その規模は国内観測

史上最大，世界でもスマトラ島沖地震 (2004年)以来で，

1900年以降では4番目に大きな巨大地震であり，宮城県

北部で最大震度 7. 東北・関東8県で震度6~~以上など，

東日本を中心に日本列島全体が大きく揺れた (Fig.l参

照)。また，地震により津波遡上高は圏内観測史上最大

の40.5mに上る大津波が発生し 震源域に近い東北地方

と関東地方の太平洋沿岸部で約56，000haが浸水し，多く

の尊い生命と財産が一瞬にして奪われた。大津波以外で

も地震の揺れや液状化現象，地盤沈下などによって，東

北及び関東の広大な範囲で各種ライフラインの寸断や建

物，港湾，漁港等の施設に大きな被害が発生した。さら

に農地やため池・水路等農業用施設関連で、も全国 15県

で約6，800億円の被害額(平成24年版農地農業用施設災

害統計)が報告され，政府はこの震災の名称を「東日本

大震災」とした。

農地・農業用施設に未曾有の津波被害を及ぼした東日

本大震災のもう一つの局面は，大きな地震動による農業

用施設の甚大な被害であり，特に農業用ため池，ダム，

パイプラインなど基幹施設の被害が大きく，福島県須賀

川市の藤沼湖では決壊氾濫により 8名の死者・行方不明

者を出す人命災害となった。通常，地震動被害は震央に

近いほどその被害も大きくなると想定されるが，本地震

では震央に近い宮城県よりも福島県内の方がため池被害

を始めとして全般的に大きく，震央から 400凶以上離

れた群馬県内でもため池被害が生じている。さらに本震

災では，津波映像を始めとする様々な動画記録や地震及

び津波に関する各種観測データが迅速に公表された。気

象庁は地震の規模を示すマグニチュードを数度に亘って

改訂したが，揺れの大きさを示す震度(計測震度及び推

定震度分布)については，発震後30分以内に発表され

各方面の災害対応態勢が始動されたことで，地震情報を

ベースとした防災・減災対策や体制作りに重要な役割を

果たすことが一般にも再認識された。

このような中，災害対策基本法第2条第5号に基づく

指定公共機関である農研機構農村工学研究所(以下，農

工研)は. I防災に関する試験・研究・調査の推進と災

害対策の技術支援」の一環として，平成7年度から「た

めDBハザードマップシステムJ(以下. Iため池DBJ と

いう。)に着手することで農村地域のリアルタイム防災・

減災対応を目指してきた。本報では，過去のため池に関

する地震被害研究成果を踏まえ，本地震の被災実態から

ため池DBを用いてその要因検証を行った。これまでの

ため池に関する地震被害研究では，ため池個々の地震の

揺れに関する情報が希薄なことから，ため池サイトの地

形・地質条件，堤体形状，築造年代，震央に対する堤軸

方向，貯水位等の情報を統計的に扱うことで被災リスク

要因を求めてきた。本研究では公表された推計震度分布

からため池個々の震度を特定，分析することで，これま

で明らかにできなかった震度とため池被災の地震工学的

関係を検証することができた。また，本研究の過程で広

範な震源域で複数の強震動生成域からの地震波が被災た

め池の集中エリアを発生させていたことも明らかになっ

た。本報は全国で計測震度及び通信方式が本格化して最

初に経験した大地震であり，得られたデータやその分析

によって将来の耐震や防災減災対策に貢献することは重

要と考え，詳細な分析過程についても報告を行った。

E 研究の背景

2.1 農地・農業用施設等の震災被害

a 東日本大震災の被害額

戦後最大の犠牲者を出した東日本大震災は，平成23

年度版防災白書で「農林水産地域中心」とされたように，

東北・関東の広範な地域で膨大な数の農地・農業用施設
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等が大きな被害を受けた。農地 ・農業用施設の自然災害

からの復旧に関しては，昭和25年に制定された「農林

水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律J(以下，暫定法)に基づき，災害事件毎に都道府

県を通じて各被災市町村からその被害額が報告されてい

る。

平成23年8月23日時点に農林水産省が公表した東日

本大震災の農林水産関係被害額は約 2?)~3 千億円で，過

去に最大震度7を記録した新潟県中越地震(平成 16年)

や兵庫県南部地震(平成7年)と比べて，それぞれ約 17

倍から約25倍と極めて甚大な被害が生じている。被害

額の内訳は，津波による漁船や漁港施設等の水産関係被

害額が約 l兆2，500億円で全体の半分以上，農業関係の農

地 ・農業用施設等被害額約7，900億円 (同3分の 1) と合

わせて農林水産関係全被害額の大部分をこの2分野で占

めている(鈴木 ・中里.2012)。平成24年版災害統計等

により過去20年間の農地・農業用施設被害額と東日本

大震災との比較 (Fig.2)では，年間平均被害額が約 1，000

億円程度に対 し，今回の震災被害額だけで7倍近い被害

額となった。なお，阪神・淡路大震災と新潟県中越地震

の農地・農業用施設被害額は，各々 257億円と 689億円で，

約 10倍から 27倍の被害額になる。

b 大災害時の被害想定と予測

東日本大震災では広範な地域の膨大な数の農地 ・農業

用施設等が大きな被害を受けたが，その被害状況の全容

については，津波による被害が甚大であったことや，道

路・鉄道等の社会資本インフラとは異なり一般からの関

心が薄いこと もあって，余りf府11敢されてこなかった。加

えて，地震と津波被害が地域的に重複しており，被害状

況を要因別に明確に分解できていない。災害対策基本法

第八条3項では. I国及び地方公共団体は，災害が発生

した時は，すみやかに，施設の復旧と被災者の援護を図

1 災害からの復興に努めなければならない」とされ，
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Fig.2 過去20年間の自然災害による農地・農業用施設被害額の
推移
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aster events in Japan since 1991 

農地 ・農業用施設被害の的確な把握が，大震災からのス

ピード感を持った復旧と農村地域の復興を図るための大

前提となる。特に生産時期が季節的に拘束さている農業

では，復旧のタイミングを逸することは即ち，地域の復

興が遅れる ことを意味する。そのために被災した時点で

地域(=市町村a毎，都道府県)毎に被害水準を推定する

ことは，その後の復旧計画や支援体制整備ために不可欠

の要件となる。特に本震災のように複数の農政局や多数

の県が同時・多発的に甚大な被害を受けた場合は，被災

状況を勘案した計画性・効率性を持った全国的な復旧支

援体制擁立に科学的 ・定量的情報が不可欠となる。

全国に張り巡らされた地震観測網から得られる揺れの

程度(震度等)と被災程度を工種毎に定量的に推定する

ことができれば，想定される大規模地震災害に対しでも

震度 レベルに応じた被害水準の推定が可能となり，今後，

農村地域における大災害への備えとして極めて重要な役

割を果たすことができる。

2.2 地震と震度

a 計測震度

現在，気象庁が日本国内で地震時に発表している震度

は，器械で計測された震度に基づいており，かつて専門

の観測官が体感し当時から被害目安になった震度に調

合するものである。そのため，人が揺れを感じやすい周

波数帯や構造物に影響しやすい周波数帯に注目し，実際

に強震計 (周波数0.01~ 100Hzの範囲)で観測された地

震波に Fig.3で示すフィルター処理を行い，計測震度算

定に用いる加速度を求めている。フィルター処理された

3成分加速度は， 10秒毎に区分され積算時間 0.3秒以上

満たす加速度を持って以下の計測震度の算定式 (1)の

加速度となっている(気象庁HP)。

1 = 2log a十 0.94

但し. 1:計測震度.a 積算時間0.3秒以上満たすフィ

ルター処理後の三成分加速度の最大値 (gal)。
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Fig.3 計測震度の計算(フィルター処理)方法(気象庁資料)

Method ofmeasurement seismic intensity (How to白lterrelevant seis-

mic acceleration) 

また， Fig.4に計測震度と加速度の関係を示されている。

(a)では同じ計測震度でも地震波の周波数に よって大き

く異なか周波数0.6 ~ 0.7Hz (周期 1.67秒)周波数帯を

多く含む地震波ほど計測震度は大きくなる。

b 推計震度

平成7年の阪神・淡路大震災を契機に全国的に震度

計観測網の整備が進み，気象庁は平成 16年から国内で

最大震度5弱 (5一)以上の地震が発生した場合に推計

震度分布を公表するこ ととなった。また，平成 18年以

降，全国各地の lkmメッシュ推計震度データが30分以

内に得られるようになったことで，ほほリアルタイムに

人口疎密な農村ー地域でも震度情報が入手可能となった。

Fig.5は推計震度の算出方法の概要を示したが，全国4，300

箇所余りの観測点で計測された震度に基づき，それを工

学的基盤面と表層地盤の特性で既定された増幅度との関

係で周辺を補間する方法で震度が推定されている。因み

に，国土数値情報では微地形区分と表層地質から 13区

分され，統計処理によって割り当てられた係数を算出，

表層地盤の増幅度が求められている。
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Fig.4 計測震度と加速度の関係(気象庁資料)

Relationships between seismic acceleration and measurement seismic 

mtenslty 

Fig.5 推計震度分布の算出方法(気象庁資料)

Method of estimated seismic intensity distribution map 

2.3 ため池の地震被害研究

a 研究の概観

我が国は，大小様々な地震が頻発し地球上の0.3%の

陸域に 10%の地震が集中する地震大国とも呼ばれ，昭

和期以降， Table 1に示すように大規模な地震動によっ

て多数のため池が被害を被ってきた。近年では兵庫県南

部地震が過去最大といわれ，千箇所を超えるため池に被

害があったが，これら大規模地震の度毎に被災地調査が

実施され研究成果としてまとめられている。これに対し

本地震のマグニチュードが桁違いに大きく，全国で2千

箇所近いため池が被害を被ったにも拘わらず，被害が複

数の農政局と多数の県に及び，特に地震と津波の複合災

害を受けた県では津波被害からの復旧が優先され，従来

のような行政と研究が一体となり現地で悉皆的調査は実

施できないまま，復旧工事を急ぐこととなった。

Table 2に過去のため池地震動被害に関する研究成果

をまとめた。これら研究では 被災後に現地調査を行

い，被害を受けたため池の形態を個々に整理し震央か

らの距離や方向，当時発表された震度の大きさ等も被害

要因分析に用いられている。これら研究成果の共通した

エッセンスとして，①地形条件，②地質条件，③堤軸方

向，④貯水条件，⑤その他地震動関連であったが，この

Tableから被災リスクの高い要因を包括的に要約すると，

ため池サイトは平地と山間・傾斜地の中間にあって(①

Table 1 日本における大規模地震動によるため池被害

Damages to irrigation ponds due to past large earthquakes in Japan 

地震名 発生年月日 マグエチュード ため池被害数

北丹後 Mar.7，1927 7.3 90 

男鹿 May 1，1939 6.8 74 

新潟 Jun.16，1%4 7.5 146 

十勝沖 May 16，1968 7.9 202 

宮城県沖 hU1. 12，1978 7.4 83 

日本海中部 May 26，1893 7.7 238 

北海道南西沖 July 12.1993 7.8 18 

兵庫県南部 Jan. 17，1995 7.3 1，2.22 

間取県西部 Oct. 6，2∞o 7.3 71 

芸予 Mar. 24，2001 6.7 205 

宮域県北部 Ju防26，2曲3 6.4 33 

新渇県中越 OCI. 23，2004 6.8 561 

能登半島 Mar. 25，2曲7 7.2 175 

新潟県中越沖 July 16，2007 6.9 叩

岩手宮城内陸 1tU1.14，2∞8 6.8 102 

東北地方太平洋沖 Mar.ll，20!1 1，990 
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Table 2 ため池の地震動被害に関する研究レビュー

Review of studies on seismic damages to irrigation ponds in Japan 
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と②に関連).概ね堤体下流が震央方向を向き(但し，

無関係の場合あり )で，貯水位が中水位 (あるいは空虚)

(③と④に関連)の時の被災リスクが大きくなる。また，

地震動に関しては，震央に近く (震度が一般に大きくな

る)(⑤に関連)なる程，被災リスクが高くなる傾向が

あることが分かつていた。

b 震度とため池被害

一般に家屋，堤防，橋等の建築物に対する地震動被害

は， 震度が大きくなるに伴って拡大する。そもそも震度

は明治以来我が固における地震動被害を計る指標として

使用されており，気象庁は一定規模以上の地震が生じた

場合，各地の震度を随時速報的に発表し，初期段階から

の災害対応体制の的確な始動に寄与する等，国民全般に

とって地震の揺れを知る最も馴染の深い用語である。平

成7年l月の兵庫県南部地震で初めて震度7が適用され

たが，当時は家屋の倒壊率が30%以上とする判定基準

等から，その該当エリアを震度7とし，後日 .I震災の帯」

と言われるなど，地形・地質条件によって特殊な揺れの

増幅があった場所とされた。

Fig.6の兵庫県南部地震時の計測震度と家屋倒壊率の

関係では，震度5，0から倒壊被害が始まりその増加に伴っ

て被災率は級数的に増加する。また，家屋の築造や耐震

基準の適用年代に応じて倒壊率には明確な格差が見られ

る。都市部では多数の地震計が設置されるなど家屋密度

も高く. Fig.6のような被災分析が可能で、あるが，人口

粗密な農村地域に広く散在するため池にあっては，個々

のサイトで震度に応じた被災率を求めることは困難で、

あった。

気象庁は平成8年の震度階見直しに先立って，その前

年に計測に基づく震度判定を開始し，地震情報公表の

迅速化を図っている。また，平成 16年には各観測所の

計測震度に基づく lkmメッシュの推計震度分布を最大震

度5弱以上の地震を観測した際の公表を試行し，平成20

年からは発震後 10分以内に震度分布公表を原則として，

推計震度のメッシュデータも同時配信となった。

Table 3は地震動被害に関する文献から揺れやすい地

形と地盤とその要因をまとめたが.Table 2に示すため

池地震動被害が平地と傾斜地の境界部や軟弱地盤に集中

する傾向が高いことに符合しており ，ため池が水田濯慨

を目的した施設であることを踏まえると. Table 2でま

とめた被害傾向は調和性が高いと考えられる。

E 分析手法と手順

3.1 ため池DBと震度

a ためi也DB

ため池DBは，平成7年1月に発生した阪神・淡路大

震災を契機に従来からの紙ベースの「ため池台帳」を電

子化・データベース化を図ったもので，現在までに全国

約 12万個のため池が登録されている。ため池のデータ
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Fig.6 震度と木造家屋被災率 (気象庁資料)

Relationships between seismic intensity and seismic damage ratio 

to houses 

Table 3 揺れ易い地形・地盤とため池立地

Topographical and geological condition to shakable ground and loca. 

tion of earth dams 
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項目は，名称，所在地，位置座標，施設諸元等であり，

現在，ため池台帳代わりに使用される他， Fig.7に示す

リアルタイム気象情報による警報システムや簡易氾濫解

析によるため池決壊時の洪水氾濫域予想(ハザードマッ

プ作成)等の機能を有している。

本報ではため池DBを用いて災害査定が行われたため

池を「被災ため池」と定義し 各種分析を実施した。ま

た，地震時の lkmメッシュ推計震度はリアルタイム気象

情報に基づき，該当するため池毎に照合を行った。なお，

ため池DBになかった追加的データについては，福島県

及びび、関イ係系農政局に依頼して収集及び

b 推計震度と平均震度

気象庁はFig.5の通り，観測所の計測震度に基づき

lkmメッシュ毎に震度推計を行い，震度4以上の分布を

表示している。本報では気象庁が公表する lkmメッシュ

データを使用し，当該 lkmメッシュ内での推定震度を小

数点一位とした震度をエリア内を震度として同定した。

また，各ため池推計震度は，所在する lkmメッシュ震度

で同定すると共に，一定エリア毎の平均震度は式 (2)

より算出し，同一 lkmメッシュ内に複数の市町村エリア

が含まれる場合は，メッシュの中心を含む市町村のエリ

アとした。

L:lj 

1; =J二L一
(2) 

但し， ~: lkmメッシユj内の推計震度，n 一定エリア

のメッシュ数。

c ため池堤軸の震央方向に対する角度

Table 2に示したようにため池の立地条件の中で堤軸

の震央に対する方向が被災率と関係があるとされている。

これを検証するために， Fig.8により式 (3)及び(4)によっ

てため池毎に堤軸の震央方向に対する角度ωiを求めた。

因みに，当該分析に供するため池については，各堤軸左

右岸をグーグjレマップ上で照合し，新たにデータベース

に組み込んだ。

ωα; -8; αH -三 D;の時，

ω;=360'+(α; -8;) α;<θlの時.

(3) 

(4) 

但し， αI・ため池Iの堤軸と東西方向線に対する角度，e i: 
ため池Iの東西方向線と左岸部への震央からの交角。

d 震源域と震央距離

一定規模以上の地震が生じた場合には，各地域で観測

された震度と併せて，当該地震の起震点となる震央と地

震の規模を表すマグニチュードが気象庁から発表される

(Fig.l参照)。通常，地震の揺れは震源(震央が一般的)

からの距離に応じて減衰するために，震央位置と各観測

地点までの「震央距離」は，地震被害推定上重要な指標

となっている。一方， Fig.9の観測結果から明らかになっ

たように東北地方太平洋沖地震は広範囲な震源域を有し，

複数の強震動を引き起こした強震動生成の存在が想起さ

れおり，本報では地震動被害との関連を分析・検討する

ために，関係する強震動生成域の起震点からの距離を震

央距離とは別に設定することになる。

3，2 地震被害の計量化

a 農地・農業用施設等の被害密度

暫定法に基づき異常な自然災害により 一箇所当り 40万

円以上の被害を受けた農地・農業用施設等について，被
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災市町村はその被害額報告を農水省に行う必要がある。

ここで農業用施設等とは農業用ダム・ため池，頭首工，用・

排水路，揚水機なと手のかんがい排水施設や農道等の農業

用施設と農地保全施設，農地海岸施設である。これとは

別に，主に集落排水施設等の農村地域の生活関連施設も

関連して報告される。自然災害被害を表現する際に被害

額を用いて市町村単位の被害比較は可能で、あるが，被害

総額が市町村の行政区域面積規模に応じて大きくなるた

め エリア毎の被害程度を比較することにはならない。

特に近年，市町村の広域合併の進展によって農村地域は

大きな行政区域に括られ，農業生産インフラの被害程度

を市町村単位の被害総額で推し量ることは困難である。

通常，土地改良事業を実施する際は， どれだけの農地

が枠益するかを「受益面積」で現し事業規模を計る指

標とされる。また，農地と農業用ダム ・ため池，頭首工，

揚水機，用排水路，農道等の農業用施設は，一体的な農

業生産システムとして地域内に存在している。このこと

から，各市町村の農地・農業用施設等の被害 (ダメージ)

程度を指標化するために 市町村毎の被害額を耕地面積

で割り戻し単位耕地面積 (ha) 当たりで被害金額を見

ることでと会の程度の被害水準となるかを比較検討できる

ようにした。因みに，各市町村の被害水準の数量化は，

式 (5)を定義することで被筈密度Diとしている。

D=♀ 
， Ai 

(5) 

但し， C;:市町村1の被害総額 (円)， A;:市町村 iの耕

地面積 (ha)。

b ため池被害額と被災率

ため池の被害箇所数及び被害額は，暫定法に基づき被

災市町村毎に農水省に報告される。Table1の東日本大

震災に伴う 1990箇所の被災ため池数は，2012年4月時

点で農村振興局防災課において集計されたものであるが，

この段階の被災ため池は，復旧工事のための災害査定前

であり，被害規模や被災位置等の公的確認ができてい

ない。このため，ため池被害額と被災ため池数はTable

4の復旧工事に伴う災害査定額によった。また，被災率

Rdは式 (6)により算定するものとし分母と分子には

それぞれTable4のため池DB数と災害査定ため池数とし

ている。

R" =主主x 100 
u ベ

但し，Nd:ある条件下での被災ため池数，Nr:左記と同

一条件下での(被災及び無被災)ため池数。

(6) 

3.3 分析手順

a 分析の目的

本報の研究テーマは「ため池の地震動被災リスクを高

める要因について震度を用いて地震工学面から究明する」

Table 4 東日本大震災におけるため池被害

Damages to irrigation ponds due to the 2011 0百thePacific coast of 

Tohoku Earthquake 

県名 ため地盤被官ため池教 左記(百肱万寄円組)百i

岩手県 1217 401 1，387 

百瞳県 工535 630 3.492 

協品県 3;276 803 23.689 

ま措県 1，123 78 1234 

栃木県 142 37 1)'" 

群 E耳県 587 250 

千葉県 1291 63 

合計 10，171 1珂 l 31.508 

出審査定 左妃査定相額

ため地世 (百万円)

121 548 

127 1，同8

257 5.2回

45 367 

116 

91 

17 

5制 7.587

ことである。ここで大崎氏の文献を引用し， I地震工学」

を「地震学」と「耐震工学」との関係で定義した。まず

地震とは，地殻内のある部分に急激なすべり破壊一断層

が生じることによ って地震波が発生し，それが地殻内を

あらゆる方向に伝わる自然現象である。いつどこで，ど

んな破壊が生じ，どんな地震波が発生するか。その地震

波が， と与の方向へどのようにして地殻内を伝わっていく

のか。このような，主として地震の発生と地震波の伝わ

り方に関する問題を対象とした学聞が「地震学jであり，

地球の物理的現象について研究する地球物理学の一環で

あるとされている。

地震波が地表面に到達すると地面はゆれ動き，人々は

そのゆれを感じる。物や建築も揺れ，甚だしい場合は壊

れてしまう 。このような地震に起因する地面の動きは「地

震動」と呼び，地震そのものとは区別する。地震動に対

して，人工の構造物 一建築・橋・道路 ・ダム ・堤防から，

ガス・水道・通信網などのライフ ・ラインに至るまで，

壊れない設計技術が「耐震工学」と呼ばれている。

地震学と耐震工学の中間点 境界領域にあって，主と

して地震動の性質を研究し 耐震設計の基礎固めを目的

とする学問分野が.1地震工学jである。大崎は「地震工学」

をいわば地震と人間との接点にある学問と結んで、いるが，

地震災害に関する防災 ・減災研究に不可欠な学問でもあ

る。Fig.l0に示すように筆者らは三つの関係をため池に

適用した概念図を考えた。ここで，地震学と耐震工学に

ついては，急速なIT技術等の進歩に伴って，近年，劇

的に進化 してきたが，これら地震学の研究成果を活用し
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Fig.l0 ため池地震動研究の学際性
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地震工学面でため池に関する耐震性の向上の基礎固めに

役立てられているか，さらに農村地域の防災面での活用

面にはもっと大きな疑問符が付くはずである。

元来，分析の目的とは仮説の立証であるが，本報では

「震度の大きさは，被害の大きさと相関性がある」を仮

説とし，ため池の地震動被害に関しては，I震度の大き

さに伴ってため池被災率は上昇する」を検証する。具体

的にはFig.6のような震度と木造家屋の倒壊率の関係を

ため池でも見出すことである。

b 全体の流れ

大規模地震時に震度等の情報を活用して災害対応体制

を適確に立ち上げことができれば，農村地域の防災・減

災力は格段に向上する。これは東日本大震災における筆

者らの教訓1，且つ研究する大切な動機であり，これにこ

だわり続けられる不可欠な 「原体験J(有国， 2011)に

支えられている。その背景には，過去，人口粗密な農村

地域でため池の震度をベースした被害研究事例がなく ，

広範な学問領域を有する農業農村工学分野でも震度と農

地 -農業用施設等被害額を直接比較し分析 -検討する

ことはなかった。一方，東日本大震災で見られた「地震

動被害は大きな震度分布の宮城県よりも福島県の方が大

きかった」は，これまでの常識と矛盾した事象であった。

Fig.llでは本研究における分析の構図と流れを図解した

が，QI-Q4の設問に対する分析・考察を順次進める形

式で被災ため池に関する要因整理を行った。

U 個別項目毎の分析結果と考察

本研究ではFig.llに示す検討プロセスに基づき，以下

の5項目について個別に分析を行った。以下，各分析項

目の狙いとポイントを示し， 4.1-4.5の各節に分析結果

と考察をそれぞれ述べる。

① 震度と被害密度

農業生産インフラの震災被害額と震度に相闘があるか

について (Fig.llの左上)，災害発生後，暫定法に基づ

き農水省に報告された市町村毎の農地-農業用施設等被
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Fig.ll 分析の構図と検討プロセス

Composition of analysis of seismic damages to irrigation ponds due to 

the 2011 0庁thePaci自ccoast ofTohoku Earthquake and its procedure 

害額と気象庁の震度に基づき検証した。併せて，東日本

大震災が巨大津波によ って未曾有の被害を被ったことを

考慮して，地震動と津波被害を比較した。

② ため池の被災分布 (Fig.llのQI)

東日本大震災の被災ため池で災害査定が行われた東北

及び関東農政局管内7県について，ため池DBを使って

推計震度分布と被災ため池の重ね合わせと共に，被災集

中地域を絞ることで地形，緯度・経度，堤軸角度と震度

の関係を詳細な観察を行い 地震動によるため池被災傾

向を明らかにした。

① 福島県中・南城ため池の被災集中 (Fig.llのQ2)

福島県内ため池の被災箇所が多かった背景には，須賀

川市を初めとした福島県中域から県南域で著しく被災集

中が生じたことにある。第3節では第2節の考察結果を

踏まえ，何故，このような被災集中が発生したか， Q2 

のホ ットスポット発生の原因究明を行った。このため，

福島県内の被災集中エリアを緯度 ・経度と震央距離との

関係及び当該エリア内のため池被災の特徴を考察した。

さらに震央に関連する強震動生成域を特定し被災ため

池との位置関係から地震波伝播について考察した。

④ 被災ため池の宮城 ・福島県比較 (Fig.llのQ3)

第3節の考察から，福島県中・南域のため池被災に

は強震動生成域 (strongmotion generation areas .略称

SMGA)からの地震波による時空間関係を明らかにした。

Q3では宮城・福島両県の震央及び各SMGAの起点距離

と被災ため池の位置関係及び観測点おける計測震度と各

SMGAからの推定した地震波到達時刻から，両県の地震

動発現形態の違いとため池被災の関係を考察した。

⑤ 震度によるため池被災リスク (Fig.llのQ4)

第l節-4節までの考察結果を踏まえ， Q4では他の被

災県を含めて分析・検討を拡大し地震動によるため池

の被災リスクに係る震度の適用方策を考察した。

4.1 震度と被害密度

a 震度と被害密度

大きな地震動が発生した場合 その震度に応じて施設

に対する被害 (ダメージ)が大きくなると言われている。

Fig.12では，式 (4)により被災市町村毎の農地 ・農業

用施設等被害密度を算出し， 7段階に区分してその分布

を示したが，高い被筈密度エリアは岩手県，宮城県，福

島県，茨城県に集中するなど， Fig.lの東北地方太平洋

沖地震 (以下， I東北地震jという 。)の震度分布とかな

り似かよっていることが分かる。また，被害密度は震央

に近い太平洋沿岸域で最も高く，一部， 内陸側にも被害

密度が高い部分が見受けられる。各被災市町村をこの被

害密度と式 (2)による平均推計震度でプロッ トした。

この際，沿岸域津波被災市町村を青色三角に， 内陸側で

地震動被害を茶色四角に被災形態に応じた区別を行い

Fig.13に表示した。その内訳はM9.0を記録した東北地

震で影響を受けた東北6県及び茨城，栃木，群馬，千葉，
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東日本大震災の県単位の被災形態別農地・農業用施設

等被害額と被害密度

Comparison between th巴 2011off the Paci日ccoast of Tohoku Earth-

quake and the other large ea口hquakeson damage densities and dam-

age costs to whole agricultural facilities 

被災形態別被害密度の整理から，津波被災市町村ーの

被害密度の内， 3.3% (赤色線②の30倍の逆数)分を地

震動によると推定して県全体の地震被害額に合算し

Fig.14で県別の被害額と被害密度を被災形態別にプロッ

トし青線①と赤線②で被災形態別に回帰線をヲlいた。

さらに過去の大規模地震と比較するために，各災害時の

被害総額を赤線上に交差させた。その結果，津波による

東5県について，被災形態別に農地とそれ以外(施設関係)

に分けてその被害額を区分した。津波被災47市町村だ

けで被害総額全体の約86%を占め，大震災被害額の大

半が津波によるものと推定された。また，農地被害の約

98%が津波被災市町村によるもので¥津波被災がなかっ

た市町村だけで施設に係る総被害額の3割近くを占めて

いる。津波被災地は，地震動のみの市町村と比較して平

均で約43倍の被害密度で 津波被災地も事前に地震に

よる被害があったと想定され，その割合は被害密度全体

の概ね2~ 4 % (被害倍数の逆数 (1150~ 1/25)程度と

推定される。
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Fig.12 東北地方太平洋沖地震における市町村別被害密度分布図

Distribution map of the damage densities to whole agricultural facili-

ties in Tohoku and Kanto regions due to the 2011 off the Pacific coast 

ofTohoku Earthquake 

埼玉の関東5県の計 11県の内，被災密度 100円/ ha以上

及び平均推計震度3.5以上のもので，津波被災47，それ

以外(地震動被災) 192の合計239市町村を対象とした。

図中に主立つた被災市町村名を示しているが，これによ

り以下のことが明 らかになった。

-津波被害密度を緑色線①，地震動被害密度を赤色線

②で近似線を示したが，全体的に大きな揺れを受け

た市町村ほど，その被害密度が指数関数的に大きく

なる傾向がある。

-同じ震度でも津波被災の被害密度が著しく高く(赤

色矢線③では約30倍)，震度が大きくなる程その格

差が拡がる傾向にある。

-津波被災は震央から半径200km圏内の市町村.(Aの

黄色破線)の被害密度が著しく大きい。

-茨城県稲敷市や千葉県神崎町など (Bのオレンジ破

線)では，小さい震度にも拘わらず液状化等によっ

て比較的大きな被害密度となっている。

このことから農地・農業用施設等に対する被害は，地

震動の大き さ(ヰ震度規模)に応じてそのダメージ(被害)

が拡大すると共に，津波被災の場合は，その震度によっ

て地震動よりも 20 ~ 50倍に被害レベルが上がる 。 また，

津波被害は震央距離に近く大きな震度を受けた市町村ほ

ど被災密度が指数関数的に増大したことが分かる。

Fig.13の下表は，東北地震で被災した東北6県及び関
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農地 ・農業用施設等の被害は，宮城県，福島県，岩手県

の順で被害が甚大で， 地震動によるものでは，福島県，

茨城県，宮城県，千葉県の順で被害が大きくなることが

視覚的に捉えられる。また，県単位の被害密度では津波

被害は地震動よりも全体的に約7倍となり，過去の地震

被害との比較では， 平成 16年の新潟県中越地震による

新潟県内の被害が福島県を若干上回る程度で，福島県で

は今回の震災で更に高い水準の津波被害を被っている。

同様に地震動被害のみで比較すると，平成7年の阪神 ・

淡路大震災時の兵庫県が茨城，宮城県と，平成 12年の鳥

取西部地震時の鳥取県が千葉，栃木，岩手県とほぼ同レ

ベルとなっている。いうならば今回の大震災は地震動

被害だけで過去の5大地震が同時に発生しそれを遥か

に上回る甚大な津波被害が同時に起こっていたことが理

解できる。

b 震度と農地・施設別被災密度

Fig.15は， Fig.13で地震動被害密度が最上位20市町村

の平均震度と当該20市町村における農地，ため池，水路，

頭首工の被害密度の関係をグラフにした。20市町村の

平均震度の範囲，4.4-5.7で全体的に比較的高い震度レ

ベルにある。対象別に見ると農地では平均震度が小さい

市町村でも液状化によって，震度が大きかった所より被

害密度が大きく，頭首工では通常，基礎部が河床に岩着

し近代建造でその多くが耐震構造であるなど， 20の内，

半数の市町村で被災密度がゼロで全体的にも被害密度が

低い。また，水路は震度の大きさに関わりなく被害密度

が全般的に大きい。これら 3種と比較して，ため池は平

均震度と被害密度の相関が見られる。

c 考察

この節では以下のことが，明らかになった。

1)新たな指標として被害密度D，を式(5)で定義したが，

このD，を導入することで¥津波による被害と地震

動によるものとを明確に分けながら，当該区域の

平均推定震度Lが大きくなるに従ってD，が大きく

なることが明らかになった。また，この指標によ
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Fig.15 東北地方太平洋沖地震の平均推計震度と農地 ・ため池・
水路 -頭首工の被害密度

Relationships between mean seismic intensities and damage densities 

for farmland， irrigation ponds， channels and weirs in 20 serious dam-

aged municipalities due to the 2011 off th巴 Paci自ccoast of Tohoku 

Earthquake 
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れば，津波による被害密度は，地震動に よるもの

の概ね40倍になると考えられる。

2)地震動による被害密度を県別に集計整理すること

で¥過去の地震動被害との比較が可能で¥大震災

時の災害対応及び復旧支援体制について経験を踏

まえた想定ができる。

3)農地及び農業用施設等の地震動被害は震度が大き

くなるに従って全体的に大きくなるが，その被害

程度は工種別に異なっていた。特にため池の地震

動被害は震度との相闘が比較的高かった。

4.2 ため池の被災分布

a 推計震度と被災ため池の分布

ため池DBに登録された被災6県のため池の場所を

Fig.16で、GISの推計震度分布上に緑色で、フ。ロッ ト(無被災)

しその上で、Table4の復旧工事査定額を大小6区分と

して紫色(被災)で示した。因みに，東京電力福島第一

原子力発電所事故の関係により 災害査定が実施されて

おらず，関連する地域のため池については被災区分をし

ていない。過去の地震被害研究 (Table1，文献4)，8)， 

9)) によれば，震央に近いため池ほど被災率が高く，個々

の被害も増大するが，東北地震の被害は必ずしもその形

態になっておらず，震央から 400km以上離れた群馬県下

でも複数のため池が被災し 震央から半径200km圏内に

あっても無被災のため池が数多く存在している。さらに

被災ため池は特定エ リアに被災が集中しており，宮城北

部，仙台平野南部の海岸部から福島県相双域へ延びる区

域や福島県中域エ リアで顕著である。本節では，追って

福島県中域の被災集中エリアに絞った検証を行う 。

被災数が多かった宮城 ・福島両県のため池について，

.Non-damaged ・Damaged(MilIionyen) ・ι2.0
• -20 ・-80
• -2∞ 
.る∞
• -1，脚

× 
植田植
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Fig.16 東北地方太平洋沖地震における被災ため池の分布

Locations of damaged and non-damaged irrigation ponds in Iwate 

Miyagi， Fukushima， Ibarak:i， Tochigi and Gunma Prefecture due to th巴

2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 



30 ;;!J:村工学研究所技報

各ため池サイ トの1kmメッシュ推計震度と照合し小数

点一位震度毎に被災 (災害査定有り )と無被災 (災害査

定なし)に分けてため池数を集計(但し，原発事故関連

で被害調査が実施されてない市町村域分のため池は除外)

したものを Fig.17に示す。この図からため池の震度と被

災率の関係が分かるが，同じ地震に対して両県では異な

る性状を見て取ることが出来る。宮城県域内は震央に接

近し福島県内よりも全般的に震度が大きく，その大部分

が震度5.4から 5.7の範囲にあり，ため池数が最大なのは

震度5.5であった。一方，震央から少し離れた福島県では，

震度別のため池数は全体的にフラットでその大部分が震

度5.0から 6.1の範囲にある。

宮城県内のため池被災は震度4.8から，福島県では震

度4.9から始まり，宮城県の震度別被災率の曲線は全体

的にフラッ トで明確なピークが見られず，福島県では震

度5.7と6.0でピークが見られ最高被災率は震度6.0で

約30%である。宮城県では全体的にため池震度は大き

いものの，福島県内ため池の平均被災率が10%超と宮

城県の5%よりも高率となっている。

Fig.18は宮城・福島両県のため池被災市町村毎の被災

ため池総数とその被害総額(災害査定総額)の関係である。

ため池一箇所当たりの被害額は 近似線の傾きから被災

ため池数が多いところほど大きくなる傾向が見られ， 全

体的に福島県内で被災した個々のため池の方が宮城県内

よりも大きなダメージを受けていたことが理解出来る。

b 被災ため池の分布形態分析

福島県では須賀川市内で藤沼湖， 中池，本宮市内で青

田新池の3つのため池が東北地震に伴い決壊した。ここ

では福島県内のため池被害にフォーカスして考察を進め

る。先ず， Fig.19では気象庁が発表した推計震度分布を

小数点一位毎に表示したGISマップ上に被災ため池と無

被災ため池の位置を重ね合わせた。また， Fig.20では県

中域の地盤構造をシーム レス地質図で示した。これらの

Fig.17 
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図から大きな地震動が，沿岸域と内陸部の2ゾーンに分

かれて発生しており，その間にある阿武隈山地では，地

震の揺れは全体的に小さく なっている。特に阿武隈山地

と郡山盆地の境界部に震度規模の大きな格差を生じ，さ

らに盆地の西側沿って棚倉構造線が存在することで，地

震波による揺れが比較的軟弱とされるこの部分で増幅し

ていることが見て取れる。そのため，福島県中域では地

形的・地質的条件の下で震度の二つのピークとため池被
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Fig.18 東北地方太平洋沖地震の市町村別被災ため池数と被害

総額

Relationships between number of damaged irrigation ponds and total 

costs ofrestoration ofeach municipality due to the 2011 offthe Pacif-

ic coast ofTohoku Earthquake， in Miyagi and Fukushima Prefec印re
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東北地方太平洋沖地震の福島県内における推計震度と

被災ため池の分布

Distribution of estimated seismic intensity during the 2011 off the 

Pacific coast of Tohoku Earthquake and damaged & non-damaged 

irrigation ponds in Fukushima Prefecture 

Fig.20 福島県中域の地盤構造

Geological ground struc旬rein Fukushima Prefecture 
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災率の二つのピークが生ずると考えられる。一方，宮城

県内では大きな震度ではあったものの，福島県中域とは

異なる地形・地質的条件により必ずしも深刻なため池被

災率には至らなかったと考えられる。

被災率が最も大きかった福島県中域を見るために，東

経 140.00一140.80までの70.9km，北 緯37.00-37.50ま

での55.7kmの範囲に区切ってため池の被災状況整理を

した。Fig.21はFig.17(b) の福島県内分から県中域分だ

けを抜き出して表示したものである。Fig.19とFig.21か

ら震度5.4と 5.9でため池数のピークが見られることか

ら，この区域では震度パターンが概ね二つに分けること

ができる。その一つは， 山地で比較的低い震度， もう一

つは盆地での高い震度である。被災ため池数は震度増大

に伴って徐々に増加し，被災率Rdは震度6.0で40%に達

していた。Fig.22(a) に福島県中域の標高横断図，同 (b)
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Fig.21 東北地方太平洋沖地震の福島県中の推計震度と被災た

め池

Relationships between seismic intensities estimated at irrigation ponds 

site and damages of earth dams in C巴ntralFukushima by the 20 II off 

the Paci日ccoast ofTohoku Earthquake 
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Fig.22 東北地方太平洋沖地震の福島県中被災ため池の分布
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mated企omrestoration costs in Central Fukushima by the 20 II off the 
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の衛星画像 (Arc.GISBase Map)上に被災と無被災ため

池分布，同(c)で被災ため池位置を災害査定額区分別で

示した。被災ため池は北緯37.3度，東経 140.30度のエリ

アに集中しており，深刻なダメージを受けた多数のため

池が極めて狭い範囲に集中し，現地の状況からその大半

が水田に隣接する小高い傾斜部にあり ，そのエリアで高

い震度となっている。

Fig.23は，震央に対する堤軸角度ωiとため池の経度

位置の関係を示しているが，被災ため池の大半は概ね東

経 140.30度に位置し地形的に小高い山と平地の境界

部にあたる場所である。また，堤軸角度ωtは240-360 

0範囲が大半 (全体の3分の lで6割を占める)であり，

受益水田に対し多数のため池が堤体下流斜面を震央に向

けていた。

Fig.24のため池の経度位置と震度の関係では，東経

140.45度付近を転換ラインとして東側に震度の低いグ

ループと西側の高いグループに分けられる。さらに震度

の低い東側では震源域から離れるに従って地震波動減衰

によって震度は徐々に小さくなり ，一旦，東経 140.55度

の付近で震度4.8で底となるが，西に向かつて平地(盆地)

が拡がるに伴って段々に震度が大きくなり，今度は東経

140.30付近で震度6.3のピークとなる。このようなこと

から Fig.21では，ため池数において2つの震度ピークが

見られたと考えられる。
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Fig.23 東北地方太平洋沖地震の福島県中ため池の経度と堤軸

方向

Relationships between angle of dam axis with respect to the epicent巴r
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Fig.24 東北地方太平洋沖地震の福島県中ため池の経度と推計

震度

Relationships between estimated seismic intensities during the Toho 

ku Earthquake and longitudinal locations of i打 igationponds in Cen-

tral Fukushima 
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ため池の震央に対する堤軸角度ωtと震度との関係を

Fig.25に示したが，震度が5.4以下の時， ωt角度が30-

180
0では被災したため池は皆無であった。一方，震度が

6.0を超えると被災ため池のω 方角範囲が広がり，この

図からは角度と被災の関係は確認できない。その点を明

らかにするために， Fig.26を示した。

ため池の震央に対する堤軸角度ωtと震度との関係を

Fig.25に示したが，震度が5.4以下の時， ωt角度が30

180。では被災したため池は皆無で、あった。一方，震度が

6.0を超えると被災ため池のω，方角範囲が広がり，この

図からは角度と被災の関係は確認できない。その点を明

らかにするために， Fig.26を示した。

Fig.26は福島県中域のため池被災率んと堤軸の震央方

角ωtとの関係図である。んの値は，震度5+ (震度5.0

-5.4)，震度6一 (震度5.5-5.9)，震度6+ (震度6.0

以上)の3震度階に区分し堤軸角度の値を以下の6等

分にしてレーザーグラフに整理した。先ず，グループa

...........時~に脂.~晴..，

Fig.25 東北地方太平洋沖地震の福島県中ため池の震度と堤軸
方向

Relationships between angle of dam axis with respect to the epicenter 

and estimated seismic intensity during the 2011 off the Paci自ccoast 

ofTohoku Earthquake in Central Fukushima 
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Fig.26 東北地方太平洋沖地震の福島県中域ため池における堤
軸角度毎の震度階別被災率

Relationships between damage ratio based on estimated seismic inten-

sity during the 2011 off the Paci自ccoast of Tohoku Earthquake and 

angle of dam axis with resp巴ctto the epicenter in Central Fukushima 

はため池震央方向角度ωtが0。を中心として， 00 
- 30。

及び330
0

- 360
0の範囲にあるもので， 同様にグループb

~fまで全体を各600 毎に6 区分してグルーピングを行い，

各角度のグルーフ。毎に震度階毎の被災率んを計算した。

全般に震度の増大に伴ってんは大きくなる中で，震度

階級5+ではb及び、c角度グルーフ。で、んがゼ、ロであった。

また，同じ震度階5+のグループでも a，e及び、fのんは

比較的高く (10%以上)，その他の3角度グループでは5%

以下の低い被災率であった。さらに，震度階級6ーでグ

ループc及びfはRdが20%を超え，グループa，d及びe

でもそれらに次ぐ 15%程度であった。反対方角側にあ

るグループbでは，震度階6ーでもんは 5%程度で，こ

のグループだけは震度階級が6+に上がってもんは30%

程度で，他のグルーフ。のRdが概ね40%を超える状況に

なっている。即ち，堤体下流斜面が震央方向に向いてい

るグループでは全般に被災率が高くなることから，ため

池貯水面が震央に向かっている場合は，そのリスクは小

さくなる傾向があると考えられる。

c 考察

第2節では東北地震でため池被害が大きかった宮城県

と福島県を比較し被災数の大きかった福島県で特に被

災ため池が集中した県中域について考察を行った。ここ

では，両県比較と地形・地質的条件に分けて被害形態、の

総括を行う 。

(1 )岡県の被害比較

-被災ため池は両県とも高い震度の区域内にある場合に

起こっている。因みに，宮城県では震度4.8から，福

島県では震度4.9から被災事例が見られ，被災が始ま

る震度は両県ともほぼ同レベルであった。

-被災ため池が集中したエリアは，宮城県北部，亘理町・

山元町から南相馬市(岡市南部は原発事故後，立ち入

り制限区域になり被災状況が未調査)までの県境を跨

ぐ沿岸市町エリアと福島県中域から県南区域であっ

た。

-震度は宮城県内が全般的に大きいが，被災率は福島県

が宮城県の約2倍と大きく 上回っていた。

-福島県内のため池被害レベルは，被災数が多い市町村

ほどため池個々の被害程度が高くなっていた。

-震度とため池被災率の相関は 宮城県では明確な上昇

傾向は見られないが，福島県では震度に伴い被災率も

大きくなり，震度6.0では概ね30%に達した。

(2)地形・地質条件と被害

・ため池の被災は，揺れ(震度)が小さくなる硬い岩盤(山

地-正陵-傾斜地)と震度が大きくなる軟弱な堆積層(平

地)の両方が混在していた場合に多く発生していた0

・特に福島県中域では，震度分布に地形・地質構造に伴

う大きなギャップが見られ特に震度6.0を超えるエ

リアで被災が集中していた。

-福島県中域では被災ため池が特定の緯度・経度地点に

集中すると共に，震度に応じてため池被災率Rdが上
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昇し震度6.0では被災率は40%に上った。

-福島県中域の被災ため池は地形条件(水田が存在する

平地と傾斜の関係等)から，堤体下流面が震央に向い

ている場合が多くなるが，震度6:t以上ではその傾向

は不明瞭である。

(3) ため池の地震動被災要件のまとめ

-福島県中域の地盤構造 (Fig.20)から，堆積層が阿武

隈山地と北西ー南東方向に走行する棚倉構造線に東西

から挟まれていた。また，多くのため池が郡山盆地の

水田に近接して存在することを考慮すると，福島県中

域の地震動によるため池被災要因は，前出のTable3 

から Table5のように整理できる。即ち，

・震央距離が近いほど地震波の影響は大きくなるが，地

形・地質的に地震波の集中や閉じ込め現象が伴わない

場合は，ため池被災率は大きくならない。

-ため池が山地・傾斜地と平地の境界部にある等の地形

条件を有する場合，その被災リスクは高まる。また，

地震波の方向と山地と平地の地形的並びによっても被

災リスクが異なる。

-地質的な硬軟ギャップが大きいほど，また軟弱な地盤

にあるため池ほど被災リスクは大きくなる。

-ため池被災リスクをその立地条件で検証する場合には，

広がりを持ったゾーン (マクロ)面と堤軸向き等のポ

イント (ミクロ)の両面から見る必要がある。

以上を要約すると，県中域の盆地が硬い地盤に挟まれ，

入射した地震波を溜め込み易い条件下で，多くのため池

が地震動の増幅し易い傾斜部に立地する等の複数の被災

リスク要因が重複していた。

4.3 福島県中域ため池の被災集中

a ため池被災集中域の特定

東北地震で福島県内の被災ため池の半数以上が県中域

に集中していたことは. Fig.27の緯度・経度分布 (被災

ため池が殆と手無かった会津地方は一部分のみ)とFig.28

の地域別推計震度別ため池被災数で確認できるが，福島

県中域から繋がる南域でも多数のため池が被災していた。

Table 5 東北地方太平洋沖地震の福島県中ため池の被災集中要
因まとめ

Element factors of causing intensive damages to irrigation ponds in 

Central Fukushima during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

Eal1hquake 
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県南域内のため池ではFig.28から震度6.0以上のものが

殆どなく，被災分も震度5.1から5.9の範囲にその大半が

存在する。

Fig.27とFig.28から震央距離に近いことが，必ずしも

ため池の震度及び被災上昇に直結しないことが理解で

きた。具体的にどのような場所で被災したか， Fig.29と

Fig.30のため池震央距離と経度及び緯度の関係で見るこ

とができる。Fig.29では，被災ため池が震央距離 170km

から 230kmの範囲で相双域北部と県北域が経度的に並ん

でおり， 同様に 170kmから 270kmの範囲に相双域南部

から県中域，県南域，会津域へ，少し外れて 190kmから

230kmの範囲にいわき域の被災ため池が並んで、いる。ま

た，県中及び、県南域で、は被災ため池が震央距離240km-

250kmの範囲に際立った集中が見られ， Fig.30の緯度関

係では北緯37.10度から 37.30度の範囲に被災が集中して

いた。

Fig.31では福島県中・南域のため池をフォーカスし，

横軸に震央距離を，縦軸に東経と北緯を各々とって被災

ため池の集中エリア特定を行った。ここで被災ため池は

図(a)より 震央距離240km-250kmの範囲内にあり，東
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Fig.27 東北地方太平洋沖地震の福島県内被災ため池の緯度 -
経度分布

Latitude and longitudinal dis汀ibutionof damaged earth dams in Fuk-

ushima Prefecture during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 
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Fig.29 東北地方太平洋沖地震の福島県内ため池の震央距離と
経度位置

Relationships between 1 distance from epicenter and longitudinal 10-

cation of irrigation ponds in Fukushima Prefecture 
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Fig.30 東北地方太平洋沖地震の福島県内ため池の震央距離と
緯度位置

Relationships between distance from epicenter and latitude location of 

irrigation ponds in Fukushima Prefecture 

経 140.24度一140.40度(東西約 14km).図(b)より北緯

37.15度 37.33度 (南北約22km)の約300km
2のエリア

内集中していた。因みに 決壊した中池は集中エリア内

に，藤沼湖は近接していた。

被災のパラつきを見るために • Fig.32 (a)では震央距

離を踏まえて6ブロックに分け，それぞれの被災率を (b)

で比較した。式 (6)の被災率んは④ブロックで70%の

鋭いピークを形成しており，同じエ リア内でも⑥ブロッ

クでは被災率は 10%程度とかなりバラツキが見られた。

また，震度は北緯37.30度，東経 140.30度を中心にピー

ク震度6.3となり，この部分での被災率はかなり高くなっ

ている。Table6は集中エリア内のため池震度毎に被災
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Fig.31 東北地方太平洋沖地震の福島県中 ・南ため池の震央距

m~ と経度及び緯度

Relationships b巴tweendistance合omepicenter and latitude and longitu 

dinal location of irrigation ponds in Central and Southern Fukushima 

率をまとめたが，震度が高いほど全体的に大きな被災率

となる等，震度と被災率には相聞が見られるものの， 震

度5+レベルでも高い被災率が散見され，震度の大きさ

だけでため池の被災を判断することはできない。Table

7には集中エリアに関係する市町村毎に被災ため池の状

況を整理した。集中域内の被災ため池数は96箇所で，

丁度半数が須賀川市内のものであった。また，集中域内

で最も被災率が高いのは矢吹町で第2位の鏡石町までが

被災率5割以上である。いずれの市町村も集中エリア内

のため池被災率が大きくなっており，特にこのエリアに

被災ため池が集中したことを物語っている。

b 強震動生成域と福島県内ため池被災集中

被災ため池は必ずしも震央距離に応じた分布とならず，

福島県中 ・南域で特定震央距離内の狭いエリアに集中し

ていた。また，被災集中エリア内で最大震度6.3のホッ

トスポットが発生する等，複数断層破壊面からの地震波

が交錯することによる揺れの増幅現象ではないか考える

ことができる。一方，東北地震では平成7年の阪神・淡

路大震災を契機に気象庁や自治体等によって急激に増設

された多数の地震計 (強震加速度計 ・震度計)から観測

データが得られ，京都大学防災研究所の浅野ら (2013) 

は本震源域内に4つの強震動生成域 (SMGA) を報告し

た。Fig.33では4箇所のSMGAとその起震点及び起震時

間差等のパラメータを論文より抜き出したものである。

SMGA は東北地震の震源域が東西200km.南北500kmの

広範な領域の中にあって，特に陸域に大きな地震動を

引き起こした4つの領域であり，震災直後から Fig.9等

でも 4つの強震動記録は報告されていた。これら 4つの
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Fig.32 東北地方太平洋沖地震の福島県中・南被災集中エリア

内の推計震度とため池被災率

Distribl1tion of esti111ated seismic intensity and damage ratio of irriga-

tion ponds in intensive da111aged area of Central and South Fukushima 

during the 2011 off the Paci日ccoast ofTohoku Em1hql1ake 

Table 6 東北地方太平洋沖地震の福島県中・ 南被災集中エリア

内ため池の推計震度別被災率

Da111age ratio of irrigation ponds based on esti111ated seis111ic intensity 

within in民nsivedamaged area in Central and Southern Fukushima 

due to the 2011 offth巴Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 

目震度階 | 全池 |被災池 |被災率 |震度階 |被災率

6.31 11 11 100 
6.21 01 01 0 

6.11 171 81 47.1 65怠 48.6 
6561  271 48.2 

小言十 1 741 361 48.6 

5.91 361 121 33.3 

5.81 191 81 42.1 

40.7 
5.71 291 91 31 
5.61 221 101 45.5 

6~~ 

551 291 161 55.2 
ノl、計 1351 551 40.7 

5.41 101 21 20 

5.31 21 11 50 
』ー一一一 ーーーーーI一一一一一一一一一-.一一

5.21 51 0川口 55怠 26.3 

511 21 21 100 

小言十 1 191 51 26.3 

合計 1 2281 961 42.1 
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Table 7 東北地方太平洋沖地震の福島県中・南被災集中エリア

の市町村別ため池被災率

Damage ratio of irrigation ponds in each devastated municipality of 

Central and South Fukushima due to the 2011 off the Pacific coast of 

Tohoku Earthquak 

市町村

郡山市

須賀川市

鏡石町

天栄村

石川町

白河市

泉崎村

中品村

長吹町

合計

Fig.33 

全繊

ため口池】教 )i!i民数
被⑦災/(準D 。)

168 6 3.6 

193 61 31.6 
30 ¥3 43.3 

20 4 20 
26 3.8 
227 20 8.8 
29 3.4 
19 5 26.3 
46 23 50 

758 134 17.7 

戸白一一・ーー一_l<m. ω ... 

集中域 割合
ため池数 被日災〕数 被⑪災/t率D た官め)刈池〕3佐ー営者ト{胃)

3・F

110 

26 

11 

13 
14 

14 
38 

228 

m 

".. 500。• 300。智."剛
t敏刻

"， .. 
説lO
3国

1∞ .. 
37' 

ョ・p

'" 0 .，.困
却∞
。餓訓0
4α調o..... ・m訓0
.7000 ・αlO4問問。

.0000 

。 。 0.6 。
48 43.6 57 78.7 
13 50 86.7 !∞ 
3 27.3 55 75 
。 。 3.8 。
5 38.5 5.7 25 

7.1 48.3 l曲

4 28.6 73.7 80 

22 57.9 82.6 95.7 
96 42.1 30.1 71.6 

刷

τ首弓翠F官__-町
剛圃岨 2・・a
間四四 側 副

田咽四割副

回一ττ一守一ー「ー，-.-ーτ
例制 M ・"・“・.世田'・ a・・.. .. .. ..，.. ... .. 圃'岨・・・・・・・.... " 国 ‘同'・.I • • .. _，.. .. .. -， . .・・・・."臥..・M 且凶 ，

一一一一一
臨調 2温・~=.'ぞ>. ...・h附M・・s-......I I U . II21.20 L2

東北地方太平洋沖地震による強震動生成域 (SMGA)

と起震位置

Location of s廿ongmotion generation areas (SMGA) and their rupture 

starting points during the 2011 0庁thePaci自ccoast of Tohoku Earth 

quake 

SMGA領域には震央と同じような起震点を有し，浅野ら

によって緯度・経度及び時刻が観測データから高い精度

で推定されていた。因みに 起震順番はSMGAの後に

付いた数字順でに最初の2つが宮城沖でL震央の東側，後

の2つは福島沖となり， SMGA1起震から SMGA4起震ま

でに約2分間のタイムラグがあった。

福島県中 ・南域の被災集中エリアにおいては，震度ホッ

トスポ ットに対して震央から距離240km-250kmの範

囲で交点を結ぶような断層破壊起点 (ここでは iSMGA

起震点J) を別方角から設定する必要がある。Fig.33で

震央と SMGA1及びSMGA2は同一方向にあることか

ら， SMGA2との起震時間差41秒の SMGA3起震点から

と被災集中エリアとの位置関係を Fig.34に示した。因み

に，震央から被災集中エリアまでの最短距離は233km，

SMGA3の起震点からは 112kmとなる。

福島県中域内の各ため池から震央及びSMGA3起震点

(以下， iS3J という 。)距離を算出し，被災ため池を赤

点無被災分を緑点でプロットし，被災分だけで最小二

乗法で近似線を求めFig.35に示した。ここでS3距離は

横軸 (x) に震央距離を縦軸(y )として，被災分の近

似式はy=0.9983+120.66，決定係数 (R
2
) は0.7858であっ

た。決壊した中池及び藤沼湖は近似線上にあり，集中エ

リアから離れる程，近似線からのバラツキは大きくなる
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Fig.34 福島県中・南域の被災ため池集中エリアと東北地方太

平洋沖地震の震央及び強震生成域 (SMGA3)起震点の

位置

Location of th巴intensivedamaged area of Central and South Fukushi-

ma， the starting point of SMGS3 and the epicenter during the 2011 off 

the Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 
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Fig.35 東北地方太平洋沖地震の福島県中被災ため池の震央及

びSMGA3距離

Re1ationships between distance合omthe epicenter and from the sta同-

ing point of SMGA3 to damaged irrigation ponds in Centra1 Fukushト

ma during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 

傾向が見られる。

Fig.36は県南及び県北域内のため池について. Fig.35 

と同様の方法で震央と S3からの距離を算出，プロット

して地区別の分布状況を比較した。ここで、Fig.35で求め

た県中域の近似式の傾き及び切片の数値をまるめて式(a)

Y=X+120とし，集中エリア内で被災ため池の中心を通

る線を式 (a) と平行にヲ|いた式 (b) をY=X+125とし

てFig.36に図示した。県中・南域のため池については，

式 (a)及び (b)に近接した処で被災が見られるが，県

北域の被災分とはかなり異なっている。

Fig.37はFig.27から福島県北・中・南域のため池を抜

き出し，震央及びS3からの距離等高線上に式 (a)及び

(b)の線をひいた。式 (a)の線は，被災集中エリアに

向けて距離コンタの交点を通過して西南西方向に進んで
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Fig.36 東北地方太平洋沖地震の福島県北・中・ 南城の被災た

め池の震央及びSMGA3距離

Re1ationships between distance from the epicenter and from the start-

ing point of SMGA3 to damaged irrigation ponds in North， Central 

and South Fukushima during the 2011 off the Paci日ccoast ofTohoku 

Earthquake 
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Fig.37 東北地方太平洋沖地震の福島県北 ・中・南域のため池
の震央及び、SMGA3距離等高線分布と被災ため池ライン

Distribution of damaged irrigation ponds and seismic mixed line with-

in distance contour line仕omthe epicenter and from the starting point 

of SMGA3 in North， Central and South Fukushima during the 2011 

offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 

おり，一瞥すると異なる二起点からの水面波が交差する

現象に似ている。

Fig.38ではFig.19の震度分布にFig.37の式 (a)及び (b)

のラインを重ね合わせた。図上の2ラインは太平洋沿岸
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災脇町

Fig.38 東北地方太平洋沖地震の福島県内推計震度分布と被災
ため池ライン

Passage of seismic mixed line on estimated seismic intensity distribu-

tion map ofFukushima Prefecture during 2011 0仔thePaci自ccoast of 

Tohoku Earthquake 

の福島県大熊町から西南西方向に進み， 阿武隈山地では

2ライン付近のみで震度6ーが分布しさらに西南西側

で一端は震度5+レベルに下がるが，盆地に入った所で

再度，震度6ーに上昇し， (a)線では被災集中エ リア内

北側で震度6+がホッ トスポッ ト状となり， (b)線では

同じ集中エ リアの南側を進み，白河市及び西郷村の震度

6ーゾーンを通過している。

Fig.38の (a) 線Y=X+120は， Fig.39 (a)で切 片 120，

傾き lの直線になるが，下(b)の図では震央距離 120km

地点(=地点Es) とSMGA3の起震点 (=S3距離 Okm地

点)から同距離の点を結ぶ線である。即ち， EsとS3を

結ぶ線を底辺とする二等辺三角形の頂点を繋ぐ線に当た

る。換言すると ，仮に震央と S3から一定速度の地震波

が伝播した場合に，震央から 120km先のEs点に達した

と同時に S3から起震した波が式 (a)線上に両点から

同時に到達 したこと になる。

c 考察

この節では福島県内でため池被災が顕著だ、った県中・

県南域で集中エリアを設定し 被害がホットスポット的

に集中した要因を考察してきた。Fig.40では集中エ リア

をクローズアップして関連事項を取りまとめた。なお，

図中に計測震度観測所の位置を表示し，計測震度と推計

震度分布の関係が分かるようにした。

Fig.40より 以下の4項目について，総括的なまと めを

行った。

1)震度ホッ トスポッ ト

-震央と S3からの距離 (a)線は，被災集中エリア内の

震度ホッ トスポットを通過することから，二つの起震

点からの地震波の重合いがこの領域を通過したと推定

できる 0

・被災集中エリ ア内で最大震度6.3となっ たlkmメッ

シュに最近接 した計測震度観測点 ・須賀川市岩瀬支所

でも， 東北地震当時に最高計測震度6.3を記録しており，

集中エリア内の ピーク震度がこの地点にある ことが確

認できる。因みに，その後の点検で周辺地盤の陥没と

震度計台の傾きが見られ，当時の観測結果は欠測扱い

37 
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Fig.39 東北地方太平洋沖地震の梅島県中被災ため池と震央及

びSMGA3距離に関する模式

Model on relationship between intensive irrigation ponds damaged 

area and distance合0111epicenter & stating point of SMGA3 during 

the 2011 off the Paci自ccoast ofTohoku Earthqllake 

となったが，推計震度の ピーク発現には影響はなかっ
マ，
J、】0

・棚倉構造線上付近にある 4つの観測点の計測震度は最

大でも 5.4であり ，ホットスポッ トのピーク震度6.3に

比較して震度レベルで2ランク (Fig.4から加速度で

200 ~ 300ga1程度) 低く，約 300km2 の被災集中エ リ ア

内でも大きな震度ギャップが発生していた。

1 )地形 ・地質条件と震度

. Fig.26の地盤構造では，阿武隈山地と棚倉構造線に挟

まれた盆地の堆積層地盤範囲に被災ため池が集中して

いるが， Fig.40中の約300km
2の集中エ リア内でも南

&震度計位置

・被災池

。無被災池

推計震度... ・u
圃 U
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(a)県中被災線
(b)被災集中線
(c)棚倉構造線

Fig.40 東北地方太平洋沖地震の福島県中 ・南域被災ため池集

中エリア内の推計震度分布

Distriblltion of irrigation ponds based on estimated seismic mtenslty 

within intensive damaged area in Central and SOllthern Fukushima 

during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 
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東方向及び南西部分からエ リア外北西方向に向かつて

震度5.4以下であった。

-推計震度は観測点の計測震度に基づき，また，その周

辺部は地盤増幅率によって算定されるため， 北から須

賀川市長沼支所，天栄村下松本，白河市大信，泉崎村

泉崎までの棚倉構造線上観測点では震度5+程度の揺

れである。それ以外の観測点では震度6+クラスを記

録し且つ周辺 lkmメッシュが堆積層に係る増幅率の

ため，狭い領域内で大きな震度ギャップは生じた。そ

の結果，線(b)が集中エリア内南西を通過する部分が

震度6一程度の震度分布となっている。

2)震度と被災ため池

-大きな震度がホットスポット状になっている中心部分

では被災率が高いが，震度6+分布エ リアの東西両周

辺には，無被災ため池が多く散見される。

-集中エリア内で棚倉構造線が通る南西側部分では，推

計震度6ーレベルであるにも拘わらず被災率が低く

なっているが，周辺に硬い地盤が存在し実際的には推

定された震度より低かったことが考えられる。

3)その他

.集中エリアから南西約2kmに白河市葉ノ木平地すべり

被害(死者数13名)地区があり，決壊した藤沼湖及

び中池と併せ，このエリアが東北地震時における最大

の地震動被災エリアのーっと考えられる。

Table 8ではTable5をベースに本節の考察結果より，

地震波の重合いを考慮した被災要因の総括を行った。地

震動による被災集中は広域的 (マクロ的)な地盤条件に

硬軟格差がある場合， Iフォーカス現象」ゃ「多重反射」

によって揺れの増幅を引き起こし易い。また， 7J<.田謹概

のため池サイ トが傾斜地で「なぎさ現象」を起こりやす

い条件下にあるなど，本エ リアは潜在的に被災リスクを

抱えていた。そのような中で，東北地震では盆地地形で

潜在的に揺れ易いエリアに内において，強震動生成域か

Table 8 東北地方太平洋沖地震に伴う福島県中-南のため池被
災集中要因のまとめ

Element factor of causing intensive damages to irrigation ponds with-

in Central and Southern Fukushima during the 2011 off the Pacific 

coast ofTohoku Earthquake 
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らの重合した地震波が，棚倉構造線の硬い地盤層に対じ

て震源方向からほぼ直角に入射したことで，大きな揺れ

の増幅がホッ トスポット的に生じたものと考えられる。

因みに，本エリアはFig.41から明らかなように，過去，

統計的には強震動の発生確率が低い地域に区分されてい

たが，今回のような複数方角からの強震動地震波の入射

事象がなければ，ホットスポット的な地震動による被災

発生はなかったとものと思われる。

4.4 被災ため池の宮城・福島県比較

a ため池の分布と震央及び強震動生成域

前節でため池被災に強震動生成域が関連していたこと

が明らかになったことから，被災が軽微であった会津地

方を除く福島県全域のため池について， Fig.42に震央及

びS3からの距離でプロットし，地域ブロック毎に被災

分を最小三乗法で近似式と決定計数を求めた。近似式で

は県中域の傾きがlに最も近く，被災数の少ないいわき

域も県中域と 同様な傾きで 決定係数は県中域よりも l

に近い。一方，県北域では負の傾きで県中及び県南域と

ほぼ直交し，相双域では傾き Oで決定係数も殆どOであ

る。
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Fig.42 東北地方太平洋沖地震に伴う福島県内の被災ため池の

震央及びSMGA3距離

Relationships between distance from epicenter and starting point of 

SMGA3 to damaged irrigation ponds due to the 2011 off the Paci自c

coast ofTohoku Earthquak巴
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Fig.42のプロッ ト及び近似線を Fig.43(イ)の震央及び

S3からの距離コンタに，またFig.42の値を奇関数的処理

(XY軸とも値に一 lを掛ける)によって方向調整して図

示した。ライン (a)と (b)はFig.37と同 じものであるが，

(a)が切片の 120kmまで (b)が切片の 125km地点まで

震央から直進した地点と起震点S3からの等距離点 (=二

等辺三角形の頂点)を結ぶ線となる (Fig.39参照)。 即ち，

被災集中エリアの中心に対してはS3からの距離が5km

程接近しており， (b)では地震波伝播が同時になるため

には，震央からの距離が (a) よりも 5km進んだ点から

スター卜したことになる。それに比較しいわき域ライン

(e)では (a) と比べS3からの距離がさらに近いため，

震央から 13km進んだ点をスタート点としており，傾き

もlよりも若干大きく ，S3距離がlに対し震央距離が 1.16

倍長くなる位置をいわき内の被災ラインが通ることにな

る。一方，県北域の被災線(c)では傾きがマイナスで， (a) 

とほぼ直交し震央及びS2を起点とする二等辺三角形

の頂点に対しては，S3からの距離が5km程接近しており，

(b)で地震波伝播が同時になるためには，震央からの距

離が (a) よりも 5km進んだ点からスタートしたことに

なる。それに比較しいわき域ライン (e)では (a)と比

べS3からの距離がさらに近いため， 震央から関係になく，

県北及び相双域の被災ため池は SMGA3とは異なる強震

動生成域からの影響を検討する必要がある。なお，これ

ι降，震央及びSMGA起震点間距離の表示は，右上を

原点 (北東方向)として行う 。

ため池位置の震央及びS3からの距離関係に対し，

Fig.44ではSMGAI，SMGA2， SMGA4を含めて震央と

ため池距離を模式図に示した。これにより Fig.45では，

震央及び各SMGA起震点から福島県内ため池の距離を

(イ) ~ (ニ)にプロットした。その内，被災ため池は

別色に分けてプロットしそれを地域ブロック毎に最小

二乗法で近似式と決定係数を求め，その傾き及び決定係

Fig.43 東北地方太平洋沖地震の福島県内被災ため池の震央及

びSMGA3距離等高線と地震重合ライン

Distribution of damaged irrigation ponds and seismic mixed line with-

in distance contour line企omthe epicenter and企omthe starting point 

of SMGA3 in Fukushima Prefecture during the 2011 off the Paci白c

coast ofTohoku Earthquake 
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数のイ直を Table9にまとめた。先ず， (イ) では相双域以

外の傾きが0.9以上で，決定係数は全域で大きく ，切片

は相双と県北が80kmで¥県南域が20km小さ いことか

ら，その分震央からの直進した点から始まっていた。(ロ)

では全域の傾き及び決定係数が限りなく l.0に近く ，切

片差も県北と県南域間で、最大6kmと幅が狭く，震央と
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Fig.44 東北地方太平洋沖地震の福島県内ため池の震央及び、各

SMGA 距離に関する模式

Location of irrigation ponds devastated area of Fukushima Prefecture， 

starting points of 4 SMGS and the epicenter during the 20 II off the 

Pacific coast ofTohoku Earthquake 
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Fig.45 東北地方太平洋沖地震の福島県内ため池の震央及び各

強震動生成城 (SMGA)距離

Relationships between distance from the巴picenterand合omthe sta此-

ing point of 4each SMGA to irrigation ponds in Ful王ushimaPrefecture 

during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 

Table 9 東北地方太平洋沖地震の福島県内の被災ため池の震央

及び各強震動生成域起点間距離と被災ラインの傾き及

び決定係数

Relationships between regression coefficient and coefficient of deter-

mination on distance仕omthe epicenter and丘omthe starting point of 

4each SMGA to damaged irrigation ponds in Fukushima Prefecture 

during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 
問 1'"'11分額 県'1' 県J何 以" '"双 L、"き 備~

{イ} 棋史 xSWG，~ 1
.， ，'0切 5計6l ，.-1.014i(+60 )'0伺 恥 -82 }-08Ij".88 )'cO，Q7.(x+59 . 0<>9 0，98" 0869 0，986 

(ロ} 電央 XSIIC^~
.， ，-0糊支持" y" 制)7);+24 〉・0申84，...30 }"O.983>;+29 )'m098x+2S 

刻r 。"。 0.0<>9 0.0<>9 0<>9。

{ハ} 震央X~.~3
.t ，・0，998:<+120 }-O，851>t+146 、...Q，81-11C'"322)'・O.OO9xみ'76)' ~ 1.1 6h~ l 33 

.1，.41 . 0.786 0.7明 0.258 0.001 0.889 

{ニ) 震央 xsw副 1
zに )' -0 帥，~，制 )'''O_769~ . 1 9唖 〉・0.673>;+279 y-O，153x+189 ，.-1.106，，+2∞ 

r 0463 0654 0，67 0.06 0.533 



40 農村工学研究所技報 第 216号 (2014)

SMGA2起震点が接近し，福島県全域に対して如何に細

い二等三角形となっていたが分かる。また， (ハ)と(ニ)

は前二つに比べ近似線聞の切片幅が大きく，特に(ハ)

の県北域で傾きがマイナスでもあり，県中域とは200km

離れている。因みに，(ハ)と(ニ) は基本的に相似し

ているが，被災近似線のバラツキは，県北と相双域以外

は(ハ)の決定係数が大きかった。全体として，傾きが

lで相関性が大きい程，有為な地震波が重合したことに

よる影響が大きいと考えられる。

ここからは宮城県内のため池を対象に前段までと同様

の手法で整理し福島県との比較を行う 。先ず，東北地

震時の宮城県内推計震度と被災ための分布を Arc.GIS上

のFig.46に，Fig.47には震度別ため池数を地域区分して

示した。なお，宮城県内で、は決壊ため池が無かったこと

から，代わりに東北大学工学部内で全壊した校舎位置を

ベンチマークとした。両図から宮城県内では被災ため池

が特に集中したエリアが見られず，福島県中域のように

Fig.46 東北地方太平洋沖地震の宮城県内における推計震度と
被災ため池の分布

Distribution of estimated seismic intensity during th巴2011off the 

Pacific coast of Tohoku Earthquake and damaged & non-damaged 

irrigation ponds in Miyagi Prefecture 

711) 

200 

2国

'.5 '.0 '5 5.0 55 .~ 6.5 6.1 

a医.111度

50 

'" E 

10 

。L ，-~-...J 
'.5 6..5 6.' 

組Z持軍11.

Fig.47 東北地方太平洋沖地震の宮城県内被災ため池の地域別

推計震度と被災数

Relationships between estimated seismic intensity and damaged irrト

gation ponds in each district of Miyagi Prefecture during the 20 I1 off 

the Paci自ccoast ofTohoku Ealihquake 

突出するブロックも見られない。地域別被災ため池数も

概ね震度に応じたもので¥被災エリアは分散的である。

震度分布との関係では，宮城県北部域に震度6+クラス

が大きく拡がっている割には被災ため池数は少なく，福

島県中・南域被災集中エリアのように必ずしも強震度域

に被災が集中していない。宮城北部の震度6+以上のエ

リアはFig.48のシームレス地質図に示すようにかつて湿

地だった場所が，東北地震で最大震度7を記録した栗原

市築館周辺の軟弱な堆積地盤として広がっていた。

宮城県内ため池の緯度-経度分布を Fig.49に示したが，

北部域の被災ため池の大多数が北緯38.40-38.50及び

38.60 - 38.70にあって東西に並んで、おり，南部域では北

緯37.90-38.00の範囲で福島県相双域まで連なっていた。

Fig.44で福島県全域に対して高い緯度であった震央及び

SMGAlと2に起震点は，宮城県域に対しては概ね大河

原域北部と同じ北緯にあり，県北部の被災ため池に対し

ては南側に位置する。

福島県内ため池を Fig.29，Fig.30及び、Fig.45で図化

した手法で，宮城県内のため池の距離関係を Fig.50と

Fig.51にプロットした。先ず， Fig.50 (a)で被災ため池が

震央距離 150- 180kmの範囲に偏っており，その分布は

.醤礼、.，.ち竃『淘.る包志.，.曲家泊‘...11.乏凪 ，U・
Fig.48 宮城北部の湿地変化

Transformation仕omswamps in Northern Miyagi Prefecture 
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Fig.49 東北地方太平洋沖地震の宮城県内被災ため池の緯度・
経度分布

Latitude and longitudinal distribution of damag巴dirrigatio日 ponds

in Miyagi Prefecture during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

Earthquake 



Fig.50 
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東北地方太平洋沖地震の宮城県内ため池の震央距離と

緯度・経度位置

R巴lationshipsbetween 1 distance from epicenter and longitudinal & 

latitude location of irrigation ponds in Miyagi Prefecture 
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東北地方太平洋沖地震の宮城県内被災ため池の震央及

び各SMGA距離の分布

Relationships between distance from the epicenter and from the stalt-

ing point of 4each SMGA to irrigation ponds in Miyagi Prefecture 

during the 2011 off th巴Paci自ccoast ofTohok:u Earthquake 

Fig.29の福島県の相双から県北域の被災と似通った形状

で， (b)の南北に分かれた被災も 震央距離は30km範囲

内に特定されていた。Fig.51(イ)から各ブロックの傾き

は全て l前後で，決定係数も相当大きく ，(ロ)ではさら

にその傾向が強くなると共に，切片の格差幅が 15k111ま

でと狭くなっていた。その理由は， 震央と Sl及びS2が

ほぼ同緯度で宮城県域に面しており， Fig.45の(イ)及び

(ロ)と同様に各2起点から細い二等三角形となっている

ことが分かる。また，(ハ)と(ニ)では震央と S3及びS4

からため池までの距離の関係性が乏しく，各地域ブロッ

クとも近似線の傾きは lからかけ離れ，切片及び決定係

数もバラツキが大きい。

b 震度表示と地震波動速度

東北地震では宮城県域が震央に近く震度が大きかった

と一般的に考えられるが，両県の地震動被害を比較する

ためには，実際に福島県域と 比較して強震度の大きさ

はどの程度でがあったか，また，ため池地点での震度

はどうかを明らかにしておく こと が必要で、ある。先ず，

Fig.52で宮城県と福島県内で観測された3成分合成最大

加速度 (gal) と計測震度の比較を行った。因みに，こ

の最大加速度はフィルター処理されていない数値で，式

震度を用いた農業用ため池の地震動被害研究
41 
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東北地方太平洋沖地震における宮城・福島県の最大加
速度と計測震度

Relationships between maximum s巴lsmlcacc巴lerationand measure-

ment seismic intensity in Miyagi and Fuk:ushima Prefecture during the 

2011 off the Paci自ccoast ofTohok:u Earthquake 

(1)で計測震度の算定に使われる a値とは異なるもので

ある。因みに，唯一震度7(計測震度6.5以上)に達し

た栗原市築館観測点では，最大加速度2，900galを超えて

いるが，計測震度6.6でのa値は700gal程度である。計

測震度のトップ3は全て宮城県内の観測点であるが，4 

位と 5位は福島県中・南域の鏡石町不時沼，白河市新白

河で、あり，宮城県内の震度が圧倒的に大きかった訳では

なかった。また，地震動被害が激増する震度6+以上の

観測点数では宮城県が若干多い程度であり，最大加速度

が500gal以上の観測点数ではほぼ同数であった。

通常，震央に近い程， 震度が大きくなると言われる。

Fig.53では宮城 ・福島両県の観測点を震央距離と計測

震度で比較した。宮城県内では震央距離が120kmから

210kmの範囲にあり， 1観測点を除く全ての観測点が震

度5+以上であった。福島県では最短170kmから 330km

まで震央距離が広範囲で，震度と距離の関係は緩やかな

逆相関であった。前節で福島県中・南域の震度ホットス

ポットを見たが，当該エリア周辺観測点の計測震度が震

央距離240-250km付近で全体が盛り上がっていた。

ため池毎の震度特定に使った lkmメッシュを用いて，
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東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県内観測所震央距
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Relationships between measurement seismic intensity and distance 

介。mepicenter in Miyagi and Fukushima Prefechlre during the 2011 

offthe Paci日ccoast ofTohoku Earthquake 
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東北地震発生時の両県の震度別メッシュ数とため池数を

Fig.54の棒グラフで， Fig.55の累積割合によって比較を

行った。福島県域では会津地方を含め震央距離が長くな

るため，震度毎のメッシュ数やため池数は全体的に宮城

県よりも均平化されたものとなる。但し，震度6- (計

測震度5.5以上)を超える範囲では，福島県内のため池

数が宮城県よりも多くなる場合が増えてくる。これを

Fig.55の累積割合で震度メッシュを見ると ，震度5.0以下

で福島県が6割に対し宮城県は2割未満，震度5.5以下で

は福島県内で8割を超えているのに対し宮城県では6

割程度であることから，宮城県全域でより大きな強震度

分布を確認できた。同様にため池では震度5.0+以下で

宮城県が5%に満たないのに対し福島県は2割を超え

てさらに震度が大きくなるに従って双方の割合が急速に

縮まり震度5.6の68%で交わっている。即ち，両県間で

15%あった震度5.0以上ため池の割合の差が震度5.0から

5.5聞で急速に縮まり，震度5.6以上でほぼ同程度になる。

その結果，震度6 以上の強震度で揺すられたため池の

割合は，両県問には基本的に差がなく，数量的には寧ろ

福島県内が多かったことになる。また，震度メッシュと

ため池震度の比較から，両県ともため池が高い震度のエ

リアに分布していたが，その理由はため池がより揺れや

すい水団地帯に分布するためであると考えられる。
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Fig.54 東北地方太平洋沖地震の宮城 ・福島県の推計震度毎の

1kmメッシュ数とため池数

Relationships between number of 1 km-mesh and number of irrigation 

ponds based on estimated seismic intensity in Miyagi and Fukushima 

Prefecture during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 
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Fig.55 東北地方太平洋沖地震の宮城 ・福島県の推計震度及び
ため池の累積割合

CUl11ulative curve on nUl11ber of 1 km-mesh and nUl11ber of irrigation 

ponds based on estil11ated seisl11ic intensity in Miyagi and Fukushima 

Pr巴fectureduring the 2011 off the Pac泊ccoast ofTohoku Earthquake 

c 計測震度と有為な地震波動の重合い

先ず，気象庁が震度を発表する際に計測震度は観測点

毎にどのように求められるかであるが，全国約4，300以

上の観測点震度計は，常時，震度計測されている訳では

なく， Fig.3の通り，周波数が0.01- 100Hzの範囲で一

定レベル以上の振幅があった場合に 10秒間を l単位とし

て震度計測がされている。また， 3成分の加速度データ

を各々分岐しディジタル積分により速度波形に変換し，

加速度波形と速度波形により地震が発生しているかの判

別 (1トリガー判定」という)を行う 。 トリガー判定が

ONになった場合に，60秒間を l地震として分離し震

度と最大加速度等が求められている (震度を知る 基

礎知識とその活用 一，気象庁監修，ぎょうせい 60頁，

平成8年9月)0Fig.56は，東北地震時の宮城・福島両県

の各観測点へのトリガー到達時刻を横軸，震央距離を縦

軸にプロットし，各県毎に近似式を求め，その傾きは毎

分246-250kmで、あった。これを60秒で除して平均4.2km/

secが観測点へのト リガー到達速度となる (但し， Fig.56 

では①と②の傾きから，伝播速度を求めている)。

東北地震では大きな揺れが3分以上継続したが， 1地

震単位を 60秒間とする計測震度の定義からは，複数の

地震によって異なる計測震度が連続して観測されたてい

たことになる。Fig.57は東北地震時の両県内の代表的な

観測点の震度経過を表示したが，実際に公表された推

計震度マップ (Fig.l参照)は，この一連の地震動を一

地震震度とみなして，各観測点の最大計測震度を基に

各メッシュの推計震度分布を求めている。Fig.57では宮

城・福島岡県から 2つ観測点(登米市米山町鏡石町不

時沼)の計測震度を 1分間の太線で表示したが，トリ ガー

到達時刻が震央からの距離で異なるために，計測震度の

スター トにも時間差がある。因みに， 1分間の計測震度

の開始時刻は， トリ ガ一時刻の前 10秒区切り時刻であ

る。ここでは宮城県を寒色系 福島県を暖色系にして比

較したが，全般に宮城県が計視IJ震度のスター 卜が早く，

".， .‘ω ..，.・‘・0 ・.... 47.110 47.10 47，担 47.lO .7局 的且

ド'J;If-Jf・・e崎制“分担砂 。合l'健'

Fig.56 東北地方太平洋沖地震における宮城・福島県内の震度

観測所の震央距離と トリ カ一時刻

Relationships between distance frol11 epicenter and arrival til11e of 

seisl11ic trigger to survey stations in Miyagi and Fulωshil11a Pr巴fecture

during the 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earihquake 
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Fig.57 東北地方太平洋沖地震における宮城 ・福島県内の震度
計観測所の計測震度の時間変化

Progress of one minute's measurement seismic intensity at some sur 

vey stations in Miyagi and Fukushima Prefecture during the 2011 off 

the Pacific coast ofTohoku Earthquake 

14時47分台では宮城県が.48分台では両県が同レベルに

49分台では福島県の計測震度が大きくなっている。但し，

福島県内の最大計測震度が宮城県の最大値を上回ること

は殆どないものの，揺れが大きい地域での東北地震時の

震度は，両県聞には殆ど差がなかったと考えることがで

きる。

波には重なり合う時，その地点で増幅する特性がある。

Fig.39で震央と SMGA3の起震点から陸域側に「有為な

地震波」が同じ速度で伝播し，ある特定の場所で重合し，

それが大きく増幅したことでため池被災が集中的に発生

したと想定した。その同時発進の震央側の起点を Esと

して，震央EとEsの距離は式 (a)及び (b)の切片か

ら120km~ 125kmであった。また. SMGA3とその前の

SMGA2との時間差が41秒で，これが震央からスター卜

したものと仮定すると，この有為地震波伝播速度は概ね

3kmとなる。さらにFig.58では，過去の記録 (左図)を

含めて最大加速度が発現した際の震央からの伝播速度は

3.0kmであり，有為地震波速度とも同速度であった。因

みに，この 3.0km/secで伝播する波は，同図ではRg (レ

イリー)波と呼ばれ，表面波のーっとされている。

Fig.59では浅野らのFig.33を踏まえ，東北地震の震央

及びSMGA1~ SMGA4と宮城・福島両県と被災集中エ

リアの時空間関係を模式化 した。右表中は各起点聞の距

離 (上段)と起震時間差(下段 ・括弧内)を整理 した。

ここで有為地震波の伝播秒速を 3.0kmと仮定し特に起

震時刻が相前後する地震波聞の重合いの影響が最も大き

いと考えれば. SMGA間マト リックスの上段数値/下段

数値の倍率が3以上の場合にのみ，先発起震点から速度

3.0km/secの有為地震波が後発起震点に到達する前に後

発有為波が発進したこと になる。Tab1e10・(a)では各起

震点タイムテーブルと先発の有為地震波が，次発の起震

時点で何処まで到達したか，そのオーバーランの距離計

算を行った。 因みに，有為地震波伝播速度が3.0km/secで，

Fig.58 震央距離と最大加速度の発現時間 (気象庁資料)

Relationships between distance from epicenter and maximum seismic 

acceleration appearing time 

Fig.59 東北地方太平洋沖地震の震央及び各強震動生成域
(SMGA)起点の時空間関係

Spatiotemporal relationships among the epicenter and each starting 

point of 4 SMGA during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

Earthquake 

Table 10 東北地方太平洋沖地震の震央及び各強震動生成域の
起震タイムテープル

Starting time table ofthe epicenter and each starting point of 4 SMGA 
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前後する各起震時間差 (矢印下の秒数)を掛けて到達距

離を求め，各起震点間隔距離 (ロkm)から差を求めた。

その結果.SMGA2とSMGA3の起震点の時空間関係のみ，

後発が発進する時点で前発の有為地震波が後発起震点の

手前(=未到達)であり， 他のケースは全て前発の有為

地震波が後発起震点を既にオーバーランしていた。この
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前発波が未到達の場合では. 2つの有為地震波が同時に

到達・重合する地点が存在する ことを意味しており ，オー

ノてーランの場合には，後発有為波が先発波に遅れて同じ

地点に到達する ことになる。なお.Fig.59の赤線は陸域

内点Aと震央及び各SMGA起震点との距離を示してい

るが，一例として震央距離240kmの鏡石町不時沼観測点

に震央及び各SMGAからの有為地震波が秒速3.0km伝播

した場合のタイムテーブルを Table10 (b)に示している。

Fig.60はTable10で求めた不時沼観測点における到達

地震波について，気象庁が参考値として公表している 5

秒間隔の計測震度経過 (上段 (a))と照合させた。また，

比較のために1分間単位の計測震度のタイムテーブル(下

段 (b))とも照合をさせた。ここでの時間スケールは，

(a)の5秒間隔では6分間. (b)の1分間を l地震単位

とする 10秒間隔の計測震度では 11分間である。ここで

は， 震央からの有為地震波到達時刻を⑥，各SMGAか

らのものを起震順に①から④ として. (a)と (b)それ

ぞれの計測震度のタイムテーブル上で照合 した。不時泊

観測点には震央からの有為地震波と SIからの波がほぼ

同時刻に到達し，その時点で (a)の5秒間隔計測震度

は増大がみられた。その後71秒間に S2.S3及びS4から

の3波到達によ って，一端下がりかけた震度は，その都

度，波状的に上昇を見せた。(b)の1分間隔毎の震度では，

微妙な増減は確認出来ないが，各SMGAからの波がど

の分帯の計測震度に関係していたか，福島県中・南域被

災集中エ リア内では計測震度6.0レベルの揺れが相当長

い時関連続じていたことが分かる。

Fig.61には.Fig.60と同様の手法で宮城県内で震央距

離 157kmの登米市米山町観測点における各到達地震波を

照合した。米山町地点は震央及びSI及びS2からの距離

が近く， ②の地震波到達時刻が福島県内の不時沼地点よ

り約30秒近く早いが，逆に S3及びS4からは遠くなるこ
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Fig.60 東北地方太平洋沖地震の計測震度と強震動域有為波

の到達 (福島県鏡石町不時沼)

Relationships between m巴asurementseismic intensity (5 seconds 

type) and arriving time of affecting seismic waves frol11 4 each 

SMGA at Fujinuma， Kagamiishi， Fukushima Prefecture during the 

2011 off the Pac泊ccoast ofTohoku Earthquake 
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東北地方太平洋沖地震の計測震度と強震動域有為波の

到達 (宮城県登米市米山町)

Relationships b巴tweenmeasurement seismic int巴nsity(5 seconds 

type) and arriving time of affecting seismic waves合01114 each SMGA 

at Yoneyal11a-l11achi，Tol11e， Miyagi Prefecωr巴 duringthe 2011 off the 

Paci日ccoast ofTohoku Earthquak巴

とで， ③の到達時刻は20秒遅れる ことから，②と③の

到着間隔が不時沼地点の8秒間程度に対し.1分近 く掛

かっていた。このことから②到達でピークになった計測

震度は，その後下がり続け遠方から遅れて到達した③と

④によ っても下げ止めるまでには至らなかった。

Fig.62では気象庁が公表している10秒間隔毎の計測震

度によ って，宮城・ 福島両県内の複数観測点の揺れ時間

長さの違いを比較した。実線の宮後県側は強震度の立ち

上がりが早く ，その約一分後の2度目のピークまでの聞

で震度が一端. 5 レベルまで下がる「フタコブ酪舵」

型になっている。一方，破線の福島県側は最初の震度立

ち上がりが遅れる分，第2 ~第4波到達までの間隔が短

くなり， ピーク震度は後半が極大化 し揺れの時間も長く

なっていた。

d SMGA距離と被災ため池

前段までで各SMGAを起震点とする有為地震波が震

度上昇と関係していたこ とが分かった。ここからは各

SMGAと被災ため池の関係を検証するために.Fig.42と
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東北地方太平洋沖地震の宮城-福島県内観測所の計測

震度の時間変化

Progress of measur巴mentseismic intensity (10 seconds type) at some 

surv巴ystations in Miyagi and Fukushima Prefecture during the 2011 

offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake Relationship 
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同様に各ため池地点までの距離を求め，その分布をプ

ロットした。先ず， Fig.63では福島県に近いS3とS4の

関係は，県北域の被災ため池 (オレンジ色)線の傾きは

プラスとなり，決定係数もかなり lに近いものとなって

いた。S3とS4の各起震点を底辺とした二等辺三角形を

検討し各地域の被災ラインの傾きと切片を比較したと

ころ，いわきと県南域の被災ライ ンは傾きが概ね lで，

切片が57付近にあった。ここでS3とS4の起震点間距

離は58.7krnであるが， Fig.63で傾き lで同値を切片とす

るS3=S4+58.7ラインは，いわきと県南域の外縁 (=最南

端)を通過する S3から S4への延長線であると共に，後

発の S4からの地震波が先発の S3波の関係で最も高い同

時性を有する線である。即ち， Table 10 (a)での検討から，

S4からの波はS3波が20.8krnオーバーランした時点で

発進するが，その時点で既に 6.9秒 (20.8krn7 3km/sec) 

経過しており ，S4波が追いつ くための最短コ ースはS3

がS4を通過した延長線 (S3=S4+58.7ライン)上となる。

因みに，本線より左上にある同じ傾き lのS3=S4+50ラ

イン上では，某ため池の S3とS4からの距離差が8.7 (= 

58.7 -50.0) krn分だけ拡がり その分S4からの有為波

到達が2.9秒 (=8.7krn7 3.0km/sec)さらに遅れることに

なる。Fig.63で、はS3=S4+58.7ラインから離れるライン (傾

きlで切片が小さくなる)上の地点ほど， S4からの有為

波到達が遅れる ことでS3との同時性が薄れ，波の重合

による震度上昇が小さくなることを意味している。

Fig.42でS3=S4+58.7ラインを求めた要領で，震央及び

4つSMGA起震点からの同時性を考慮した有為波到達ラ

インを Table11にまとめた。ここでの最短時間差とは，

先発起震波がオーバーランした距離を伝播波速度3.0krn/

secで除したもので¥ 例えば， S2とS3では 同時 (=非

オーバーランで時間差O秒)，震央と S1では l秒差， S3 

とS4では6.9秒差で全て陸地側に向かっているが，太平

洋側に向かつて S1がオーバーランした 81.1krnをS2が

27秒差で後を追い，その真逆方向 (仙台平野方向)の

S2では55.5秒遅れ (=最長時間差) となっている。因み

国
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Fig.63 
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東北地方太平洋沖地震のSMGA3及び4の起点距離と福

島県内の被災ため池

Relationships between distance from stating points of SMGA3 and 

SMGA4 to damaged irrigation ponds in Fukushima Prefecture during 

the 2011 off the Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 
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Table 11 東北地方太平洋沖地震の震央及び各SMGA起点から
宮城 ・福島県内陸域に対する有為波到達ラインと到
達時間差

Arrival timelag of affecting seismic waves from the epicenter and 

starting points of each 4 SMGA to inland of Miyagi and Fukushima 

Prefecture during the 2011 off the Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 
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に，震央 .S1の最短時間差ライン E=S1+69.4は，震央か

らS1を結ぶ線が仙台平野に向ったもので，そこから放

射状に離れるに従って到達時間差は大きくなるが，S1' 

S2ではその真逆になる。また， 同じ陸域に向けでも S2

とS3の関係では， S2=S3+ 123.3ラインで同時であるが，

岩手県三陸方向の S2=S3-80ラインでは時間差67.8秒

で大きな誰離がある。

Table 12は， Fig.63と同じ要領で震央及び各SMGA起

点間距離を①~③の組合せ毎に被災ラインを求め，各々

の近似式と決定係数をまとめた。また，震央及び各

SMGA起震点からの影響を傾きと切片及び決定係数で評

価しその関係性が比較的大きいラインを A，多少関係

が見られるものを Bにグループ分けを行った。また，強

震動生成域とは異なる性格の震央と SMGA1. 3からの

影響については，別枠Cを設けた。被災ため池が最も集

中した県中域では，最もタイムラグが大きい S1及びS4

から以外は全ての起震点からの影響が認められ，県南及

びいわき域も同様の傾向であった。相双と県北域は震央

とS1及びS2並びに S3及びS4からの影響が見られるが，

起震点から距離が離れ被災箇所は分散的であった。全体

的には起震時点の間隔が大きい場合(例えば， ③，④及

Table 12 東北地方太平洋沖地震の福島県内の被災ため池の震
央及び各SMGA起点間距離と被災ラインの傾き及び

決定係数

Relationships between regression coefficient and coefficient of deter 

mination on distance合omthe epicenter and from the staはingpoint of 

4巴achSMGA to damaged irrigation ponds in Fukushima Prefecture 

during the 2011 off the Paci日ccoast ofTohoku Earthquake 
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び⑦)では，傾きと決定係数は小さくなる傾向がある。

これは起震時間差が短いほど有為地震波の重なり合う増

幅効果が大きくなること意味し， Fig.60， Fig.61での考

察が再確認された。また，①及び⑤においては，震央が

広大な震源域全体の起震点であり，一連の断層破壊に伴

う地震波は特定された強震動生成域内の起震点からより

も比較的長い時間この方面から伝播してきたと考えら

れる。さらに， 4つのSMGAで最大マグニチュードの

SMGA2が震央に最接近していることも，この方向から

の伝播が交錯する理由であると推量できる。

Table 11では，起震時点が前後する SMGAの2つの起

震点から有為地震波の同時性を加味した重合ラインを検

討したが， これらラインが東北地震時の推計震度分布

上でどのような関係を有するかについて，宮城・福島

両県のマップを用いて以下で検討を行った。まずFig.64

では，震央からの起震時点がSMGAlより 24.1秒早く，

且つ陸域から離れた側にあったことから， SIの有為地

震波は震央からの波が通過後，最短約 l秒 (=2.9km-7-

3.0km/sec，参照Table10)遅れで通過するラインが図中

のE=S1+69.4であり，丁度， 震央から SIを結ぶ延長線

が仙台平野を東西方向に横断している。この最短時間差

ラインから南北方向に放射状にひかれたライン上では，

Slからの距離が相対的に遠くなり，その分Sl有為波に

到達遅れが生じることになる。結果的に震央と SIの有

為地震波の重合が及ぼす震度への影響は，本ライン上に

おいて最大になると考えられる。因みに，仙台平野では

当該ライン上に震度6 が分布しているが， Fig.62で見

た宮城県内での「フタコブ路舵型」強震度の第一コブに

相当するものがこの震度であったと考えられる。なお，

SIからの波が最も遅れて到達するのは， E=Sl +40上に

ある宮城県気仙沼地域で 切片の差30kmで最短差ライ

ンより 10秒遅れとなる。同様に福島県内ではいわき地

域で差 15km，5秒程度の遅れとなった。

Fig.65では， SMGAlとSMGA2起震点からの距離を式

とラインにしてFig.64と同じ方法で図示した。ここでは

.下

Fig.64 東北地方太平洋沖地震の震央及びSMGA1距離と宮城 ・

福島県内の震度分布

Relationships between distance lines企omthe epicenter and合omthe 

starting point of SMGA 1 to inland and distribution of seismic intensト

ty in Miyagi and Fukushima Prefecture during the 2011 offth巴Pacific

coast ofTohoku Earthquake 

陸地から離れた後発S2が先発SIを後追いするために，

S2から SIを結ぶライン SI=S2-42.5上でS2からの後発

波が最も遅れて到達することになる。因みに，同ライ

ン上での到達時間の遅れは， 55.5秒 (=41.3sec+ 14.2sec 

(=42.5km -7-3km/sec)，参照Table10) で， SI及びS2波

の重合の影響が最も低く，南北方向に切片の数字が大き

く(負の値小さく )なるに従って同時性が強まり，地震

波の重合による震度も大きくなる。また， SI=S2 -42.5 

ラインはFig.64のE=SI+69.4とほぼ同じ所を通過してお

り，同じ震央距離圏内にあっても宮城県北部の方が， SI 

及びS2波の同時性が強いため， Fig.61の「フタコブ賠舵型」

強震度の内，第2コブに相当するものがこの重合による

影響で発生したと考えられる。但し，両県内陸域に対し

て重合同時性最大のラインがSI=S2-20上の気仙沼地

域で，同時性の短縮は8秒 (=22.5km(42.5km -20km) 

-7-3km/sec)未満となり， SI' S2両波の重合による震度

への影響は，伝播方向間で極端な格差は生じることは

なかった。言い換えれば， SI . S2の重合波による宮城 ・

福島両県への影響は，向かった方向性より震央距離に応

じて大きくなっていた。

Fig.66では， SMGA2及びSMGA3起震点からの距離を

式とラインにして Fig.64と同じ方法で図示した。前2図

とは異なり， S3が福島沖に位置し， S2とS3を結ぶ線が

両県とほぼ平行関係にあるために，傾きを lとした切片

の範囲は+125km - -80kmと約200kmの広いに範囲に

跨がっている。また，図中の S2=S43+ 123.3 (太い緑)

ラインは， S2及びS3からの有為地震波の伝播速度を

3.0km/secとした場合に両波が同時に到達するラインで

あり，この線から離れる(切片の差が大きくなる)ほと¥

S3からの波の到着が遅れて同時性が薄れることになる。

因みに， S3波の到着が最も遅れた気仙沼地域では，先

発S2の波到達後67秒 (=200km-7-3加lIsec)遅れで¥両

起震点を結ぶ線を底辺とした二等辺三角形の頂点である

S2=S3ラインでは，同点の実際の起震時間差41秒がその

まま S3からの到達時間遅れとなっている。地震波の同

印

Fig.65 東北地方太平洋沖地震のSMGA1及び2からの距離と宮
城・福島県内の震度分布

Relationships betwee口distancelines合omstarting points of SMGAl 

and SMGA2 to inland and distribution of seismic intensity in Miyagi 

and Fukushima Prefecture during the 2011 off the Pac泊ccoast of To-

hoku Earthquake 
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時性ラインと震度分布の関係では，時間差OのS2=S43

+ 123.3ラインが通過したいわき市沿岸部では6+の大

きな震度となり， S3が約8秒遅れで到着した S2=S43+ 

100ラインは，福島県相双域南部と県中-南域の被災集

中域付近を通過しており ，Fig.60(a)の③による震度上

昇と符合している。そのため さらに北に向うほどS3

からの波は遅れ，宮城県方面の震度への影響は低かった

と考えられる。

Fig.67では，起震点、が福島県側の SMGA3及びSMGA4

から両県に向けた地震波の同時性ラインを前図と同様に

図示した。両起震点の時空間関係は，先発の S3が後発

のS4より陸から離れた側にあり， Table 10より先発波

が後発起震点を約21kmオーバーランしており， Fig.64 

の震央と SIの同じパターンとな っている。そのため，

最 も到達時間差が短いのは， S3から S4を結ぶS3=S4+ 

59.7ラインで，時間差は約7秒 (=21km-0-3km/sec)で

ある。因みに，このラインがいわき地域をかすめて栃木

県方向に進み，被災集中の福島県中・南域では +3秒(9km

(=59km -50km) -0-3km/sec)で到着時間差 10秒，さら

に県北方面には +8秒 (24km (=59km -35km) -0-3km/ 

回

Fig.66 東北地方太平洋沖地震のSMGA2及び3からの距離と宮
城・福島県内の震度分布

Relationships between distance lines什omstarting points of SMGA2 

and SMGA3 to inland and distribution of seismic intensity in Miyagi 

and Fukushima Prefecture during the 20 II 0宵thePaci自ccoast ofTo-

hoku Earthquake 

‘8 . 

Fig.67 東北地方太平洋沖地震のSMGA3及び4からの距離と宮
城 ・福島県内の震度分布

Relationships between distance lines仕omstarting points of SMGA3 

and SMGA4 to inland and distribution of seismic intensity in Miyagi 

and Fukushima Prefecture during the 2011 offthe Pacific coast ofTo-

hoku Earthquake 

sec)で15秒遅れ，最も遅れた宮城県東部-気仙沼地域

は+約23秒 (70km-0-3km/sec)で30秒遅れて後発の S4

波が到達する。なお，宮城県北部に向けでは切片Okm

(S3=S4，二等辺三角形の頂点)ラインとなるが，両波

の到着時間差が27秒で起震点からも 200km離れており，

Fig.61 (a)で見た通りこの地域でのS3及びS4から震度上

昇に及ぼす影響は小さかった。

Fig.68は， Fig.64 ~ Fig.67から主要な有為地震波到達

ラインを抜き出し，1つにまとめたものである。震央及

びSIの到達ライン① とSI及びS2の到達ライン②は，

ほぽ同じエリアを通過しているが，同時性はライン①が

最短で②は最長で真逆の関係にある。仮に SIとS2の起

震順番だけが真逆になるだけで， 2つの最短ラ インが集

中し，55.5秒の間隔であったS2とSIの到達時間差が27

秒に短縮されて仙台平野を直撃しこのエリア内の強震

度分布は大きく変わることになる。一方，福島県側は

先発の3起震波からの伝播距離によ って震度は抑制気味

であったが，後発2波が福島側からの起震であり， S2と

S3では同時到達ライン⑤の通過エリア周辺では大きな

震度となった。因みに，いわき市内を通過した同時到達

ライン⑤に対して，宮城県内を通過する⑤， (切片Okm)

ラインは， S3波が41秒遅れで且つ S4を含めて遠距離が

あることから，後発の2つのSMGAによる宮城県全体に

おける震度への影響は小さいと考えられる。

e 震央・起震点距離と震度

通常，起震点から近距離ほど地震波の減衰が小さく 震

度自体は大きくなる。Fig.69では宮城・福島両県内の観

測点計測震度と各観測点、から震央及びSMGA各起震点

までの距離をFig.68の起震点の組合せ毎にプロッ トした。

例えば，①到達ライン (黒)は震央及びSIから観測点

までの距離で，それを県別， 震度別に区分して①ライン

と併せてプロットした。他に②ライン (赤・ SIとS2)， 

⑤ ライン (緑・ S2とS3)及び③ライン (オレンジ ・S3

とS4)についても同じ手法で同一グラフ上にプロ ットし

それぞれ異なる色の線をひいた。なお，同色線で太さを

Fig.68 東北地方太平洋沖地震の震央及び、各SMGAの起震点距
離と宮城・福島県内の震度分布

Relationships between distance lines from the epicenter and 4 starting 

points of SMGA's to inland and distribution of seismic intensity in 

Miyagi and Fukushima Prefecture during 2011 off the Pacific coast of 

Tohoku Earthquake 
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変えることで，同時性の強弱を表した。さらに図中には，

Fig.60とFig.61で両県の代表観測点とした鏡石町不時沼

と登米市米山町を特定することで，到達ライン毎の時空

間的推移を比較できるようにした。

先ず， Fig.69では全体的に原点，即ち起震点に近いほ

ど計測震度が増大する傾向が見られると共に，各到達ラ

インとの関係では到達時間差が短くなることを示す太め

ラインに近いほど震度が大き くなる傾向が見られる。代

表観測点では，米山町の計測震度を到達順に (A)- (D) 

と明示したが，前半 (A)と (B)では原点 (=起震点)

に近く，特に (B)の時点では起震点Sl距離 100km，S2 

距離 135kmと接近しており，この時点で最大震度になっ

ている。以降， S3距離 180km，S4距離 180kmと段々に

遠くなると共に，同時性の高い⑥及び③ラインからも離

れており，後半の (c) と (D) では大きな震度は起こ

り得ない。一方，不時沼観測l点では，前半 (E) と (F)

の震央距離240km，Sl距離 180km，S2距離215kmから

は6+レベルは過大な震度となるが，後半の (E)と (F)

はS3距離 120km，S4距離65kmとかなり接近すると共に

⑥の同時到達ラインや③ラインにも近い。このことから，

不時沼地点の最大震度の計測は， S3及びS4からの地震

波が到達した段階であった。

Fig.69と同様の手法で，宮城・福島両県内ため池の起

震点距離を Fig.70に県別・到達段階を区別してプロ ット

した。また，前図同様，比較検討のために3つの決壊た

め池を代表点として明示した。因みに， 3ため池の推計

震度は，青田新池 5.3，中池 ・5.5，藤沼湖.5.4である。

震央，Sl及びS2からの有為波が到達する①及び②の段

階では，青田新池が起震点に近 く，県中域のため池より

大きな地震波の影響を受けたが， S3から到達する⑥時

点では藤沼湖らより同時ラインから離れ，さらに S4か

らの到達時点③でも同時性が薄い場所にあった。因み

に，福島県内で県中・南域でため池被災が集中した要因

に地形・地質条件を挙げてきたが，同図における県北域

Fig.69 

との被災分布では有為波の到達同時性にもかなりの差異

があった。また，青田新池は県北域にありながら，到達

同時性においては県中・県北域に被災ため池群に近い関

係があった。なお，⑤， (S2=S3)及び③， (S3=S4) ライ

ン上にため池が存在せずに凹形となっているが，この部

分は仙台平野に東面する海面に当たり，ここを陸地と仮

定すれば大被害に見舞われたと想定できる。

宮城・福島両県内ため池の震央距離と震度の関係を

Fig.71にプロットしたが， 震央に近い順に被災ため池分

布を宮城県北，亘理・相双，いわき，福島県北，福島県

中 ・南域に5区分できた。宮城県北域では震度6+以上

のため池が多数あるにも拘わらず，被災ため池は震度5.5

前後が多数を占め g理・相双域ではさらに低く震度5.0

前後からの被災が見られる。いわき域では最大震度6.8

から最低4.7と幅広いが，被災ため池は震度5.5が中心で

その数が極めて少ない。福島県北域では震度5.9から 4.8

の範囲で被災しているが，特段の偏りは見られない。福

島県中 ・南域では震度6.3に明確なピークが見 られ， 比

較的大きな震度に被災が集中している。

前段でため池被災地域を 5つに区分したが， Fig.72で

畑
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Fig.70 東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県内被災-無被災

ため池の震央及び各SMGA問距離と推計震度

Relationships between estimated seismic intensity and distance仕om

the epicenter and from starting points of every 4 SMGA to damaged 

& non-damaged irrigation ponds in Miyagi and Fukushima P児島cture

during 2011 off the Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 
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Fig.71 東北地方太平洋沖地震の宮城福島県内ため池の震央

sID殺と推定震度

Relationships between estimated seismic intensity and distance企om

the epicenter to irrigation ponds in Miyagi and Fukushima Prefecture 

during 20 II off the Paci日ccoast of Tohoku Earthquake 
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Fig.72 東北地方太平洋沖地震の宮城 ・福島県内観測点の計測

震度と有為波到達時刻比較

Comparison of measurement seismic intensity (5 seconds type) and 

arrival time of a庁ectingwaves at survey stations in Miyagi and Fuk-

ushima Pr巴fectureduring 2011 off the Paci日ccoast of Tohok:u Earth-

quake 

は各々を代表する観測点を(イ)登米市米山町(ロ)

相馬市中村， (ハ)いわき市小名浜， (ニ)本宮市本宮，(ホ)

鏡石町不時沼 として， 5秒間隔計測震度の時刻経過に震

央及び各SMGA起震点からの有為地震波到達時を入れ

て比較し被災地域毎の特徴を Table13で整理した。被

災率が最大であった(ホ)福島県中・南域では，2番目

の震度「コブjが他の地域よりも高水準で、長く続いてお

り， (イ) では震度6+レベルが2度起こったが，いず

れも継続時間が短く，ため池の被災増加に至らなかっ

た。(ロ) では震央と Sl波の到達がほぼ同時で， S2到達

後のS3とS4は距離が短い分 (イ)よ り早いが，震度を

大きく増大させるまでに至っていない。 (ハ)でS2とS3

から同時到着した以降， S4が短い間隔で到達したこと

で，震度は ilコブ駁坑」型のピークとなっている。(ニ)

は震央と Slの時間差が短く， iフタコブ騎駐j型のピー

クとなるが， S2からS4までの到達間隔が比較的短いため，

(ロ)よ りも 2番目のピークが立っている。総じて言えば，

(ニ)と (ホ)のように同様の盆地地形で震度が増大し

やすい条件下にあっても，有為地震波が絶妙な同時性を

持って到達しなければ，大きな震度が長く継続する可能

性は低くなる。

Fig.72の考察を踏まえ， Table 13に被災5地域のため

-ー

49 

Table 13 東北地方太平洋沖地震の宮城 ・福島県内被災地域別

の震度及び継続時間特性とため池被災リスク

Relationships between damage risk to irrigation ponds and character 

istic of seismic intensity and its continuous time in devastated areas in 

Miyagi and Fuk:ushima Prefecture during 2011 offthe Pacific coast of 

Tohoku Earthquake 
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池被災リスク評価を行った。表の見方は，ため池被災地

域ブロック毎に個々の起震点からの距離関係 (A)，5起

震点の到達同時性 (8)，地形 ・地質条件を加味した震

度変化の特徴 (C)，強震度の継続時間 (D)，(A) ~ (D) 

の特性を踏まえて地域毎の被災リスク順位付けを (E)

で、行った。今回の地震で被災が最も高くなった福島県中

南域では，地形・地盤条件から震度が高レベルに達する

潜在性を有し，そこに複数の有為波が絶妙のタ イミング

で波状攻撃的に到来することで強震度が尻上がりに上昇

し，長い継続時間となってため池被害を激甚化 したこと

が原因であると考えられる。

Fig.25の福島県中域だけを対象として堤軸角度別被災

を見てきたが，集中エ リアを形成した有為地震波が震央

以外にも複数存在したことを踏まえ，Fig.73では県南域

も含めてエ リア全体の再検証を行った。その場合，角度

区分毎の被災率を表すレー ダーグラフの周りに震央及び

各SMGA起震点方角を示した。また，参考にFig.25を再

掲 (Fig.73(b)) し，図(a)と同様に方角を追加 した。こ

れまでは震央方向に対する角度だけを見てきたが，ため

池堤軸に対しては震央から Slへ約80，S4へ約49
0の併

せて全体約600
のやや広角度な方向から地震波が入射し

(.)県中南減 (b)県中犠

7太Y

J匂」」;
出 .uυ"“...鑑..方角Q'貧富町司"喝泡・""EAllでめる

Fig.73 東北地方太平洋沖地震の福島県中・南域ため池の堤軸

角度毎の震度階別被災率

Relationships between damage ratio based on estimated seismic in-

tensity during 2011 off the Paci自ccoast of Tohoku Earthquake and 

angle of dam axis with respect to the epicenter in Central & Southern 

Fuk:ushima 



50 農村工学研究所技報第 216号 (2014)

ており，堤体下流面が起震点方向に直角に面する場合に

被災率リスクが高まることを再確認できた。

f 考察

本節のテーマであった，宮城 ・福島両県の被災要因を

Fig.74にまと めた。主要因は地形 ・地質条件と大きな地

震動が重なり合う ことで，福島県中・南域でため池被災

率が最大となった。但し これが地震時に同じ場所で常

に起り得るものでないことは，過去の地震歴から見て明

かである (Fig.41参照)。 仮に東北地震の SMGAの起震

点の位置や時点が違えば，即ち，起震の時空間関係によっ

て異なる揺れやすい地形 ・地質条件を有する場所でため

池被災が集中する可能性がある。

4.5 震度によるため池被災 リスク

a 適用課題の整理

Fig.75では東日本大震災の被災県の内，ため池DB上

で被災(災害査定済)・無被災が各々位置座標で確認で

きた宮城 ・福島 ・茨城・栃木・群馬の5県分について，

全ため池の推計震度(a)と被災分の推計震度(b)を示し

たが，ため池被災率は震度5+レベル以上で急激に増加

していたことが分かる。図中では宮城・福島両県内の被

災ため池が多数を占め，震度が5+から 6 レベルに上

がるに従い被災ため池数とその リスクが格段に上昇して

いる。また，茨城 -群馬県内では震度5 レベル以下で

も被災事例が見られたことが注目される。以下，震度と

ため池被災リスクの関連について，これら 5県分の被災

ため池デー タを含めて検証をおこなった。

本稿ではため池の被災リスクを気象庁が公表する推計

震度をベースに検証しているが，その場合に先ず，推計

震度が観測点の計測l震度と周辺地盤の相対的な増幅度に

から求められていることを想起する必要がある。そのた

め，同一市町村内の観測点計測震度がため池の推計震度

とどの程度差違があるか，また，被災ため池震度とはど

うかを確認する必要がある。Fig.76では，宮城 ・福島両

<J!困1・o.亀買> <現象〉
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Fig.74 東北地方太平洋沖地震の宮城福島県のため池の被災

要因

Element factor of causing damages to irrigation ponds in Miyagi and 

Fukushima Prefecture during 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

Earthquake 
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Fig.75 東北地方太平洋沖地震のため池の推計震度と被災率

Relationships between estimated seismic intensity and dal11aged 

l町 igationponds in devastated prefectures during 2011 off the Paci日c

coast ofTohoku Earthquake 
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Fig.76 東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県内ため池被災市

町村の計測震度とため池推計震度

Relationships between measurel11ent seismic intensity at survey sta-

tions and estil11ated intensity at irrigation pond sites in Miyagi and 

Fukushima Prefecture during 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

Earthquake 

県で市町村内に10個以上のため池を有し， うち複数た

め池が被災した同一市町村の観測点計測震度(複数観測

点がある場合はその平均値)と当該市町村内の全ため池

の平均震度と被災ため池の平均震度を比較した。図中，

傾き lの緑線上は，市町村計測震度とため池平均推計震

度が同じ場合であり ，緑線の左上領域は観測点計測震度

が，右下側はため池推計震度が相対的に大きい領域にな

る。ため池平均震度は全体的に左側領域にあり，市町村

の計測震度より低 くなる傾向であった。 また，一部の被

災市町村で逆転する場合もあるが，被災ため池震度の方

がため池全体の平均震度より全般的に大きくなることが

分かつ た。この理由は，震度観測点は概ね平成合併前の

市町村役場敷地内に設置され，住民利便性の観点からそ

の多くが平地に設けられている。一方，ため池サイトは
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山間窪地や谷間に多 くあって相対的に硬い地盤と評価さ

れる場所にあり，推計震度的には低 くなる傾向にある。

実際的なため池サイ トの震度は， 個別的に揺れ易い地形・

地質条件下にあり，単純な地盤評価では震度が過小にな

らざるを得ないと考えられる。また， 同一市町村内の被

災ため池平均震度は，計測震度が高い市町村ほどため池

被災率も高くなっている。

Fig.77で、は，被災5県で震央距離と震度の関係から被災

ため池がどのような場所で発生したかをみたが，茨城 ・

栃木両県では震央距離270 ~ 320kmの範囲に被災が散見さ

れる。震度では栃木県内で5+以上，茨城県では5-レベ

ルでも被災が見られ，全体的に推計震度が大きいため池

に被災が集まっている。 しかしながら，震度ピークのエ

リアで被災ため池が集中している訳ではなく，いわき地

域のように推計震度は大きくても無被災ため池も数多く

見受けられる。一方，距離400kmと最も離れた場所で被

災が見えるが，被災ため池で最も低い震度は4.2であった。

b 強震動生成域からの距離と震度

前節のFig.72等で、福島県内のため池被災に 8MGA3及

び4からの強震動波の影響を見たが，Fig.78ではFig.77

の震央距離に対して 83と84の中間点からの距離でため

池の震度と被災の関係をプロットした。震央距離では

最も近かった宮城県内のため池は，中間点からは 150 ~

200km の距離になった。 また，震央距離 270 ~320kmの

範囲にあった茨城-栃木両県のため池は， 50 ~ 150km 

の範囲で福島県に一部重なる等，南北の分布が入れ替

わっている。特に被災ため池は83. 84中間点距離が70

~ 130kmの (b)範囲にいわき域 (a)を除く福島県内全

域と宮城県E理及び茨城 ・栃木県のほぼ全域が含まれ，

宮城北部域 (c)と群馬県内の被災ため池が離れて分布

しており ，後半8MGAの発震域が今震災の被災形態に

深く関係することが分かる。

Fig.79で、は， Fig.68の同時性到達ライン①，②，⑥及

び③ を宮城・福島両県からさらに南北に拡げた図 (a)に

引き，震央 (E)及び各8MGA起震点の時空間とマグニ

Fig.77 東北地方太平洋沖地震の震央距離とため池震度

Relationships between estimated seismic intensity and distance企om

the epicent巴rto irrigation ponds in devastated prefectures during 20 II 

offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 

Fig.78 東北地方太平洋沖地震のSMGA3/SMGA4中間距離と

ため池震度

Relationships between estimated seismic intensity and distance from 

the middle point of SMGA3/4 to irrigation ponds in devastated pre-

fectures during 2011 off the Paci自ccoast ofTohoku Earthquake 

Fig.79 東北地方太平洋沖地震における強震動生成域のマグニ

チュード及び時空間と推計震度分布

Relationships b巴tweendistribution of estimated seismic intensity in 

Japan Archipelago and magnitude & spatiotemporal element on the 

epicenter and starting points of 4 SMGAs during 2011 off the Paci自c

coast ofTohoku Earthquake 

チュードを表(b)に整理した。本章第3節の被災集中ラ

イン E=83+ 120は，別途，紫ラインで追加 した。先ず，

ライン① (E=81 +69.4)の太い黒線が仙台平野に直進す

るが，その際のEと81:からの到達遅れは l秒未満であり，

南北に放射状に拡がる少 し細い黒線① (+60) までの範

囲は3秒前後 ((69.4-60.0) -7-3km1sec)の遅れで宮城

北部から福島南部に伝播する。赤線②の81と82の同時

性ラ イン (81=82+ 42.5)は，81が陸側に近く 82が41

秒遅れて起震するため，陸地で55秒遅れ (41+ (42.5 

-7-3)) のラインとなり，南北方向へ広がる +40の赤線

では82が②ライン よりl秒 ((42.5-40.0)ー3)早 く到

達する範囲が宮城北部周辺から福島北部南端までL広がっ

ている。緑 ライン⑥ (82=83+123.3)の82と83では41

秒の起震時刻差があるが 82の有為波が83をオーバー

ランせず， しかも 83が福島県の陸域に接近 しているた

めに，同時到達ラ インがいわき市小名浜付近から南西の

茨城 ・栃木 ・群馬の3県を貫通する。因みに，福島被災

集中エ リア付近を通過する+100の緑線は8秒((123.3 

100.0)-7-3)差である。オ レンジ③ライン (83=84+58.7)

では，起震 秒 差26.5で83が84を20.8km (3km1sec x 

26.5 -58.7)オーバーランするため，最短7秒遅れで③
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ラインとなり，⑥と同じ小名浜付近から西南西に向けて

進み，福島被災集中エリアを通る S3=S4+ 50とはプラ

ス3秒 ((58.7-50.0) -0-3)以内である。なお，被災集

中ライン E=S3+120は宮城沖と福島沖からの4つの同時

性ラインにおいて，絶妙なタイミングで高い震度の波状

的増幅が続いたと考えられる。

福島県内の被災集中エリアを通過した震央・ S3ライ

ン (E=S3+120)上の計測震度経過を見るため， Fig.80 

(イ)に地図を拡大してそのライン (A) と観測点の位

置を示した。また，比較のため同図に S2=S3+1 00 (B) 

ライン， S1=S2+40 (C)ライン及びS3=S4+50 (D)ライ

ン， Fig.80(ロ)に S2'S3同時 (E:S2=S3+123.3)ライン，

S3=S4+58.7 (F)ラインの位置を示した。また， (A)， (B) 

及び (E) の各ライン上の観測点についてFig.61と同様

に5秒間隔計測震度の経緯と各起震点からの有為波到達

時点をFig.81~ Fig.83に明示した。先ずFig.81では，震央-

S3ライン (E=S3+120)において福島県沿岸部の富岡町

本岡観測点を(イ)，西方向へ順に(ロ)川内村上川内

早渡， (ハ)田村市滝根町， (ニ)須賀川市八幡町， (ホ)

須賀川市長沼支所までを比較した。なお，矢印@は震央

から， ①~④は各々 S1~S4からの有為地震波，各矢印

聞の数字は有為波到達時間差 (秒)，矢印下の< >内の

数字は起震後の経過時間 (秒)である。⑥と①の到達時

間差はE=S1+60が南西に向かつており (A)ライン上を

西に行くほど間隔が縮まるが起震点から徐々に離れる

ことで到着時聞が遅れ，(ホ)及び(ニ)の震度は大き

くなっていない。②，③及び④の到達時間差は (E)ラ

インに平行的なことで② と①の間隔は同程度であるが，

(D)ラインとは方向に差があり，さらに西へ進むほど

③と④の到達時間差が短縮する。その結果， (イ)及び(ロ)

は起震点から近く震度は比較的大きいが，④が遅れるこ

とで(ニ)や(ロ)のような波状的な震度の上昇は見ら

Fig.80 東北地方太平洋沖地震の観測点と 震央.S3同時性

(E=S3+120)ライン及び周辺ライン

Location of survey stations and E=S3+120， S2=S3+100， 

S2=S3+123.3， & S3=S4+58.7 1ines during 2011 offthe Paci日ccoast 
ofTohoku Earthquake 

れなかった。また，阿武隈山地内にあって地盤の固い(ロ)

及び(ハ)は，起震点からの有為波到達による震度上昇

の影響を受けにくい。なお (イ)， (ロ)及び(ハ)で

は， ②の地震波が到達する前に明確な震度上昇現象が見

られ，福島県沿岸付近での4つのSMGAとは別の強震動

域があったことが疑われる。

Fig.80のB (S2=S3+ 1 00)ラインは，A (E=S3+ 120)と

C (S2=S3+ 123.3)ラインの間にあり， Fig.82 で@~④波

の到達時間差のパターンはAラインと基本的に同じであ

るが，震央と S1及びS2からの距離が離れることで，A

と比較して震度上昇が抑え気味である。また， (ホ)の

西郷村熊倉地点では(ニ)の矢吹町の地盤条件が異なり，

震度を尻上がりに上昇させるような震動に対する謂わ

ば「保温効果」が見られない。なお，(イ)， (ロ)及び

(ハ)では， Fig.81と同様に②の地震波が到達する前に明

確な震度上昇現象が見られ福島県沿岸付近での4つの

SMGAとは別の強震動域があったことが疑われる。

Fig.80のE (S2=S3+123.3) ラインは， S2とS3の同時

到達ラインであるが，Bラインに比べ震央と S1及びS2

から距離がある。そのためFig.83では②及び③の有為波

が同時に到達しているにも拘らず，その震度上昇は⑥と

①による震度の盛り上げが低調な分， AやBラインに比

較して全体的に低めである。また， ②~④の同時性が高
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いことから，⑥及び①の低い波に被さる形で「ヒトコブ

騎駐」的な震度ピークが見られる。さらに，有為波の到

達時刻の矢印は栃木県から群馬県に震央や SMGA起震

点から距離が離れるに従って震度の上昇曲線から遅れが

目立って来ており ，有為波速度は伝播距離に比例して速

くなる傾向があるようにも見える。

c 震度とため池被災率

本節の目標は，気象庁が公表する震度をベースにため

池の被災リスク推定手法を検討することである。Fig.84

では東北地震における震度とため池に関する全ての被災

率を Table7等の市町村別被災率を含めて図示した。地

帯別，県別，地域別など全体的に平均化された実線と比

較して，市町村別にプロットした中には高い被災率を示

すエリアが存在する。そうした場所の特徴は，ため池サ

イトが傾斜地にある等，地形・地質条件として地震波が

同じ場所に長く留まり，放出し難い状態にある等，謂わ

ば震度に対する「保温効果」が高く，逆に相当の強震度

域でも低被災率市町村では，地盤が硬い等で強震動が短

い時間しか継続しなかった。県別には宮城県が低被災率，

福島県が高被災率，東北地震時の全体的震度別被災率は

その中間的なものであった。さらに被災が集中した福島

県中域の震度別被災率を加えたが，激甚被災率市町村で

はこれを遁かに超える所も複数存在した。
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COl11parison of l11easurel11ent seisl11ic intensity (5 seconds type) and 

arrival til11e of affecting waves at survey stations on S2=S3+ 1 00 line 

during 2011 0仔th巴Pacificcoast ofTohoku Earthquake 
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これまでの福島県中・南域の被災集中エリアの考察に

よって，ため池の被災リスクは地震動(=震度)の大き

さだけでなく，その強震動が地形 ・地質条件や複数地

震波の入射タイミ ングでどれだけ長く継続するかにも

拠ることが分かった。但し， Fig.75では東日本全域で地

震継続時間が3~4分間と長かったが，震度 4.0以下で被

災ため池が見られず，揺れが長くとも低い震度では被災

リスクは低いことも分かった。また，震度4.0を超える

処から 4.8までに被災例が見られているが，これら地域

はFig.77とFig.83で考察したように，震央からは離れる

ものの複数地震波の入射同時性が高く，震度上昇と併

せて揺れが比較的長く続いており，震度4.0でもため池

が被災する事例となった。さらに震度5+を超えると被

災率は明確且つ急激に上昇し，震度6.1で平均的被災率

は16%を超えた。震度7(計測震度6.5以上)レベルで¥

一定継続時間以上にその揺れが続いた場合は，被災率は

さらに急上昇することが想定されるが，過去に震度と関

連した被災記録もなく，そのレベルでの被災リスクの実

測数値化は困難である。これらの現状を踏まえつつ， 震

度と継続時間との関係をため池被災リスクと関連して模

式化しておくことは， Fig.l0に示した地震学， 地震工学

及び耐震工学の三位一体的研究の一助になると考え，そ
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Fig.83 東北地方太平洋沖地震のS2'S3同時ライン(S2=S3+123.3) 

上観測所の計測震度経過

COl11parison of l11easurel11ent seisl11ic intensity (5 seconds type) and 

arrival til11e of affecting waves at survey stations on S2=S3+ 123.3 line 

during 2011 offthe Pacific coast ofTohoku Earthquake 
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Fig.84 東北地方太平洋沖地震時のため池推計震度と地域別被

災率

R巴lationshipsbetween estimated seismic intensity and damage ratio 

of irrigation ponds in devastated areas during 2011 off the Pacific 

coast ofToho同 Earthquake

のイメージをFig.85に提示した。この図はx(継続時間)，

y (震度)， z (被災率)の3軸から三次元グラフであるが，

xとY平面上において継続時間と震度の両方が一定値を

超えた段階でZ軸の被災率が上昇する形態となっている。

因みに，今回の地震を事例に震度4.0以上から継続時間

の長さによって低いレベルの強震度でも被災率が増加す

る傾向を表現しているが，今後の研究成果によって，さ

らに精綾な被災リスク図を描くことが可能となる。本稿

の目的を達成するためには 震度によるため池被災リス

クを提示する必要がある。Fig.6の1995年兵庫県南部地

震時の木造家屋倒壊率と震度の関係は一箇の地震におけ

る一定地域の被害でデータであるが，ため池は分散す

るためFig.6と同 じ条件で検証することは不可能である。

条件が異なる理由は， 同じ地震，同一震度であっても分

散するため池は，個々サイトの地盤条件や地震波の到達

の仕方によっては揺れ方や継続時間が異なる上に，被災

ため池のデータ数も，今回の地震事例分だけで被災リス

クを評価するためには必ずしも充分で、はない。そのため
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Fig.85 震度及び揺れ継続時間とため池被災リスク推定図

Relationships between damage risk to irrigation ponds and seismic 

intensity a & its continuous time 

Fig.86では，谷 (2001)による 2000年鳥取県西部地震(ピ

ンクのム)と 2001年芸予地震(オレンジ0)時の震度

別のため池被災率も組み込み，被災リス クを検証した。

谷のため池震度は関係市町村の地震観測点における計測

震度で3.0-4.0の低いレベルでも被災事例があるが，被

災リスクは東北地震と同様に震度4.0を超えた段階で上

がり始めたと考える必要がある。その理由は，被災ため

池の震度が観測点のため池サイトと比べ低い震度で同定

されており，推計震度分布上で見るよりも低めの震度評

価がされている可能性が大きいと考えられる。

震度4.0を超える こと に伴うリスク上昇は，主因とな

る地震特性と要因となるため池特性によって低位から激

甚レベルで条件を設定して検討する必要がある。例えば，

低レベル条件としては硬い地盤，地震の継続時聞が短い

や高い耐震性ため池等が想定され，地盤の軟弱度合，地

震の継続時間，低い耐震性によ って高いリスク条件にな

る。Fig.86では，低リスク条件を宮城県の平均被災率を

事例とし， 同様に中 リスクを東北地震の平均被災率，高

リスクを福島県平均，激甚 リスクを福島県中域の事例

とした。また，福島県被災集中エ リアでの被災率70%

は最大震度6.3であ ったことから，本図ではこの点(赤

色×印)を延長することで震度7レベル (震度6.5以上)

のリスク線とした。今後，大規模地震時に被災ため池デー

タが同様な方法でさらに積み上がっていくことで¥より

有効な被災リスク評価が可能になると期待される。

一般に都市と農村を分けるのは地区内の人口密度であ

り，防災上不可欠な地震情報を得るために設置される震

度計は調密な都市部に集中する。人口やインフラが粗密

な農村部で災害対応や防災体制の前提なる地震情報は，

各市町村役場の計測震度とそれを基にした推計震度を適

正に活用するしか方法がない。Tab1e14はこれまでの考

察を踏まえ， 震度情報に よるため池リスク上の適正利用

に関する問題点を整理した。日頃，ため池管理及び防災

関係者は震度情報に関心を持ち，事前に最寄り震度計の

場所とため池の位置や地形・地盤条件関係を確認するよ

う心掛けておくと共に，大規模な地震発生時には強震度

の継続時間にも注意を払う必要がある。

Fig.86 震度とため池被災リスク推定図

Relationship b巴tweenseismic intensity and damage risk to irrigation 

ponds 
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Table 14 ため池被災リスクに関する震度の適正利用上の問題

点整理

How to apply seismic intensity on estimation of damage risk to町 Iga-

tion ponds 

E亜

権2十.度

.，区分布

判るこ><剥a】 l 通用ょの闘彊

血 、震度でl措災リスクカ坤さ川高.'.度lまど省震災 1-10殴岡障の.，.階定けで敏災リスクを宥えてI叫 らない.

リスクが犬舎Lリ I (計測.，.を知ること〉

公表さ'hる震度1;1:.-遣する沼れの.."値であり同等

の霊E置が長〈縫いても.，.の値は変化右手い.

I 権針.'"ま観ヨ問所の計測.，.と周辺の 色盤の相対的指
掘れの時間内L嶋合、震酌0レペルでも | 帰れやすさの程度角、ら算出されるもので‘各地点の繍れ

益災リスクが生じる の大きさ置E買を正確に表示している却ま限らない.

震度の継続時間'"速報さ引てい弘い.

震度が大き<，.;.るに総ヲて順次箪災リスクは |公表される震度障害堅実去では繍敏聞徴的な加適度左犠災

大き〈はる リスクの連続性が見られなL、.

l傾斜地 硬敏地盤混濯地寄の馬断釣地形地貫録件や.

l 毒位置 方向に由来する雄計震度の重度"は反映できて
烈震度(&.0以上田 けでは必ずしも被災リスクは | い叫 岨剖唱川"に人口過疎な良村地相ま観測点が

高〈伝らuι、・ l 少伝い).

高い震度の分布峨から‘ 掴れやすい地鈴と絶

電磁の彫'度合がわかる(山地 山脈錫では
畑対剛こ軍度が依〈怠る}

強烈震度の分布から高い篠災リスクエリア.智

雄，.できる.
震度分布が一"でな〈大き拡ギャνプがある

場合は硬敏絶鎗の君臨在分布の可能性がある.

傾斜穐硬敏櫓.. 浬在地帯の馬両罰的地震S絶..長件ゃ.

2・位置方向に由来する権計震度の差異'"反映できて
い右手い場合が多い(特に人口過疎な..村地織は観測点が

少ない).

ため遺留有め象件〈堤拍方向調惨状材料集<l年代管理

状況""ニよる篠災リスクは個別後径が必要.

d 個別事例検討

震度によって被災リスクを評価する際，ため池地点

の推計震度に基づくとした。Fig.87とFig.88はFig.77に

おいて被災ため池の中で，最低震度4.2で被災した事

例と推計震度6.8(震度7)で無被災だった事例である。

Fig.87の被災ため池は震央距離400kmと最も離れた地点

であるが，観測点計測震度は 5.0 (震度5+ )でFig.83

(ホ)の5秒間隔計測震度でも S2・S3の同時到達によっ

て震度5.0を記録していた。当該被災ため池が山間部に

あることから，推計震度は山地の増幅率適用で低減され，

lkm震度メッシュは実際のため池サイト震度よりも低め

に評価された可能性が考えられる。

Fig.83 (イ)の福島県いわき域の事例では，同時到達と

S3=S4+58.7ラインが交錯したにも拘わらず，最寄 り観

測点の計測震度は5.5 (震度6一)までであった。一方，

ため池地点の推計震度は震度7クラスに評価されたが，

被災率は低位に留まった。Fig.88では最近の推計震度図

を示しているが，この時点でもため池の被災事例は報告

されていない。

ここでは地盤増幅率によって震度が過大に推計され，

また地域全体が硬い地盤で震度上昇を抑制し継続時間

も短いことが低い被災率の要因と考えられる。さらに同

地域が東 (震源)側が海に面しており，地震動を引き起

こす表面波との関連も考慮する必要がある。

Fig.87 東北地方太平洋沖地震の最長震央距離における被災た

め池

Location of damaged irrigation ponds which were most distant企om

the epicenter dllring 2011 off the Pac泊ccoast ofTohokll Earthqllake 

Fig.88 福島県いわき市域の推計震度とため池分布

Distriblltion of irrigation ponds and estimated seismic intensity in 

Iwak:i District dllring other large earthquakes 

e 考察

本章本節の最後に考察のまとめを Fig.89に示した。こ

れまでため池の地震動被害に関しては，地震や位置情報

が充分に得られず，被災分布形態など正確さを欠いてい

た。その意味で，本報が今後の地盤や地震波伝播特性を

踏まえたため池被災リスク研究の礎となり ，さらなる地

震被害研究の進化に貢献することを期待している。その

ためには，研究と行政がさらに連携しため池被災デー

タ蓄積や震度情報の適正活用のためのIT化導入が不可

欠であると考える。

V 結邑

筆者がこだわった 「原体験」とは別に，東日本大震災

の教訓を下に災害対策基本法が改正され，総則に「基本

理念」が追加規定された。日く ①災害の発生を常に想

定すること， ②国，地方公共団体及びその他の公共機関

の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること，

③災害に備えるため科学的知見及び過去の災害から得ら

れた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること， ④災害の発

生直後その他必要な情報を収集することが困難なときで

あっても，できる限り的確に災害の状況を把握すること

等である。即ち，大地震が発生した場合は，救援・支援

側は自らの判断で各機関が対象とする被害量及び場所の

想定を行い，速やかに被災地へ緊急支援体制を立ち上げ

ることである。その意味で阪神・淡路大震災以降，全国

に張り巡らされた地震計測網は，極めて重要な情報ツー

-IIIIIIII盟国富岡闇IIDI

Fig.89 ため池地震動被害研究構図と検討結果

Composition of study on seismic damages to町 igationponds due to 

2011 offthe Paci自ccoast ofTohokll Earthquake and its result 
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jレでありことが証明された。このことから，本稿の結言

を以下のようにした。

(1)震度とため池被災率には一定の相関性がある。

(2)複数の強震動生成域は起震点の時空間関係によって

地震域の震度及び継続時間に大きな影響を与える。

(3)ため池サイト周辺の地形・地質条件及び個々の立地

条件によって地震動被災リスクは大きな影響を受け

る。

(4)福島県中・南域のため池被災集中は，特殊な地形・

地質条件において複数の強震動生成域からの偶発的

な時空間的起震が原因である。

このことから，地震動によるため池被災リスク D，の

関係式を次のように試案的に提案したい。

Dr = a1M"T !L/Mrδ (%) (7) 

但し • 1M ・地震時の最大震度(気象庁の公表震度). Tc: 

強震動継続時間• Lr ・ため池の立地リスク • Mr:ため池

の材質リスク，。・ α.s' Y'δ:百分率表示のための係数

今後も，ため池DBシステムを活用した災害データの

蓄積と分析と共に，本稿で考察できなかった被害関係

データを含め，ため池地震動被災リスク研究の推進に

よって，ハード・ソフト一体となった総合的な災害対策

や強靭な農村地域形成に向けた体制作りに貢献する必要

がある。特に災害情報を記録・データ化する地道な取組

は教訓や経験をベースとした防災・減災対策に不可欠で

あり，今後さらに農業・農村整備関係技術者の理解促進

と連携提携に努めることが使命であると認識している。

謝辞:本報の取りまとめに当たり，文部科学省研究開発局地震・

防災研究課，気象庁地震火山部地震津波監視課，農林水産省農

村振興局防災課，東北農政局及び関東農政局整備部，宮城県農

林水産部，福島県農林水産部の関係者に多大なるご協力を頂い

た。記して感謝申し上げる。
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Numerical Estimation ofthe Vertical Fecal Coliforms Distribution in Reservoirs 

U se of Seismic Intensity to Study Damages to Irrigation Ponds during the 2011 Off the 
Pacific Coast of Tohoku Earthquake 
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Summary 

The 2011 Offshore Pacific Coast Tohoku Earthquake， magnitude M 9.0， damaged a large number of ag-

riculture facilities in Tohoku and Kanto areas Japan. Conceming seismic intensity， the highest level 7 re-

corded at Kurihara， Miyagi Prefecture， however， there were the most serious damages to irrigation ponds 

in Fukushima Prefecture. In this study， in order to clari布factorsrelated to the damages of irrigation 

ponds， we analyzed relative locations， seismic intensity， the epicenter including s仕ongmotion generation 

areas. In the process， we introauced some indexes: mean and 1 km mesh seismic intensities， damage ratio 

for irrigation ponds， angle of dam axis with respect to the epicenter and distance from rup旬restarting 

points. It was found from the analysis that the damage risk in irrigation ponds increased with an increase 

in seismic intensities and long-time strong seismic motions based on the topographical and geological 

condition of each dam site. 

Keywords : the 2011 Off the Pacific coast of Tohoku Earthquake， earth dam， seismic damage， measure-

ment seismic intensity， estimated seismic intensity， strong motion generation area， damage-

risk 
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