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海溝型地震津波による水災害

-3.11津波湖上の水理学的教訓

箕浦幸治 *1

Water hazards by subduction圃 zoneearthquake tsunamis: 

hydrological instruction of the 3.11 tsunami run-up 
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1.はじめに

我が国の沿岸は，地域を問わず，津波による水災害

を繰り返し被ってきた。災害の規模は津波の発生機構

と被災地の経済的基盤構造に大きく左右され，その歴

史的な比較は困難であるが，国家の運営に支障を来し

た最大級の津波災害が l例知られている。史料には，

かつての令制国であった陸奥国で，国政を揺るがす大

災害があったと記されている。国史によれば，貞観

11年 5月26日(西暦 869年 7月 13日未明)，仙台湾

沖で巨大地震が発生し，これによる津波が仙台平野を

水没させた。世に知られる 869年貞観地震津波の襲来

である。 1100年後，再び、大津波が仙台平野を襲った。

仙台湾沿岸の平野を形成する堆積層中には，巨大な津

波が過去繰り返し襲来した地質学的証拠が残されてい

る。堆積史に記録された津波湖上の実態に迫り， 1100 

年の時を隔てた 2つの津波の比較により，多くが謎と

されてきた海溝型巨大津波による水理作用について，

最新の資料を基に考えてみる。

..東北大学大学院理学研究科

(干 980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6番3号)

2014年5月 14日受付・ 2014年 5月29日受理

2. 2011年東北地方太平洋沖地震津波

津波災害を論ずるに際して， 2011年3月11日に起

きた東北地方太平洋沖地震(マグニチュード 9.0) に

よる津波(以下3.11津波)に言及しないわけには行

かない。類希な災害に至った 3.11津波は，死亡 5885

名，行方不明 2623名の人的被害をもたらした (2014

年4月 10日警察庁資料)。津波の湖上により，港湾や

高エネルギー関連の施設は壊滅的に破壊され，沿岸居

住区の損壊・流失は移しい。災害発生時の状況を記し

た報告は内外に多く散見するが，その経過の実情は以

外と知られていない。文明基盤を喪失させた自然現象

の実態は何か，人為が被害の拡大に関与しなかったの

か，我々は未だ、希有な震災に至った全容を把握しては

いない。共有すべき真実が有って，それらが未曾有の

災害の解明に利するのであれば，それらは広く認知さ

れなくてはならない。筆者は，震度6強を直に経験し，

その直後から津波被災の現場に赴いた。被災地での目

撃と体験の事実を時系列で網羅した報告文(箕浦・菅

原， 2013年)の一部を抜粋し，以下に掲げる。

“平成23年3月 11臼午後2時46分，仙台湾の遥か

沖を震源とする巨大地震が発生した。東北地方太平洋

沖地震(以下3.11地震〉である。この海域では， マ

グ、ニテュード7.5前後の[宮城県沖地震jが30年以

内に 99%の確率で起こると予想されていた。激しい
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揺れが始まった時，誰もがこの予想された地震である

と感じたであろう。本震の揺れは長く続き，やがてこ

れまでにない規模の地震になると予感させた。地震直

後の 14時49分に気象庁が発表したマグニチュードは

7.9であった。その後，地震マグニチュードは段階的

に引き上げられ，当日の 16時 00分に 8ム 17時30

分には8.8，3 fJ 13日には最終的に 9.0に相当すると

発表された。これは，100年前にB本圏内で地震観測

が始められて以来最大規模であり，国際的にも 2004

年スマトラ地震に次ぐ，観測史上 4番呂の大規模地震

となった。過去の宮城県沖地震では震動による被害が

大きかったので，行政も地震被害に対策を絞ってきた。

津波による被災は多くの場合に限定的であるとし，施

設の整備や沿岸部での被害想定あるいは住民への局知

については，震動被害と比べてそれほど重視されては

こなかった。 E大津波は行政の意識外にあった。

予想、宮城県沖地震を上回るマグ、ニチュードが鐙測さ

れたのを受けて; 3.11地震の発生直後，東日本の太平

洋沿岸一帯に大津波警報が発令された。気象庁から発

表される到達津波予想高は，時間経過と伴に引き上げ

られていった。宮城県沿岸に対しては，地震直後のマ

グニテュード速報値発表時点で高さ 6m以上が予想さ

れ， 15時 14分には波高10m以上に引き上げられた

(3.11地震津波に関する速報の推移は，気象庁発表資

料 f災害時地震・津波速報平成23年東北地方太平洋

沖地震jに基づく)。到達した東北日本沖太平洋地震

津波(以下3.11津波)は，想像を絶する規模で海岸

に迫った。三陸から常磐にかけての沿岸地域では特に

甚大な被害を受けたが，防潮堤が無ければ被害は更に

拡大したであろう。

この津波により房総半島の犬吠埼から下北半島の尻

屋崎までの東北日本太平洋岸一帯は大きく被災し，仙

台平野や棺馬平野ではいずれも海岸から 4km以上内

陸部まで浸水した。仙台東部道路が(津波堆積物の研

究に基づき予測していたように)防波堤としての機能

を果たしたが，橋梁部やアンダーパスを通して海水が

流入し，より内陸部にまで浸水が及んだ。東部道路よ

り1kmほど内陸部に比較的幅広の排水路が敷設され

ている。津波氾濫直後の現地調査によれば，海水の遡

上は， この水路によって止まったようである。 3.11津

波の氾濫と被害の規模は， 中世以降の日本では例がな

く.未曾有となった。しかしながら， この震災を想定

外とする評は，全くあたらない。正当な評価ができな

かっただけである。

仙台湾における震災当日の(津波がなかったとした

場合の)潮位変動は，最大で1.5m程度であったと推

滅される。仙台湾に津波が到達した 3fJ11B午後4

時頃の海面は通常よりも 50cm程度低く，当8のこの

潮位変動からすれば，地震発生の時間帯によってはよ

り大きな津波となっていた可能性がある。偶然も災害

に影響するのである。"

自然現象が契機となり災害が誘発されるが，時に油

断や過信が現象を増大させ，大災害へと発展する。上

記報告によれば，現代科学は 3.11震災に対して光と

影の両側面で影響したことになり，防潮堤による津波

緩衝効果は弛まぬ努力の成果であったが，無理解によ

る偏った科学的判断は被害を拡大した。地殻現象の誤

判断に人知が及ばなかった故と弁明されたが，観測科

学の過誤は否めないであろう。果たして，大災害をも

たらす自然現象は現代科学の理解を超えていたのであ

ろう台、

3. 869年貞観地震津波

巨大地震津波の襲来予想は，地質学的記録に基づ

き，既に明確に示されていた。 1983年日本海中部地

震津波の波及域で目撃された水理効果の解明により，

波浪や湖上流の堆積作用は地質記録として残される事

実が明らかにされた(箕浦ほか， 1987年)01986年

春から同年夏にかけて，この結果を踏まえ，筆者は仙

台平野で過去の津波湖上の復元を試みた。名取川の北

でこれと平行する延長 4.5kmの測線を設け，測線上

でトレンチ掘削と機械穿孔を行った(図 1A)。現れた

地層断面に数層の津波堆積層を検出し(図 1B)，915 

年十和田噴火による降下テフラ(十和田 -a;山田・庄

子， 1981，図 1C)の直下に有って陸側に薄層化する

9世紀の津波砂層の挟在を認めた(図2)。これにより，

869年貞観津波が仙台平野一面に湖上した事実が明ら

かとなった (Minouraand Nakaya， 1991)。この歴史的

津波に関しては，今から 100年程前に先駆的な研究が

ある。筆者はその解釈に大いに啓発され発掘を試みた

のであるが，結果は全く受け入れられることなく，開

始から 25年後に平成の大震災を迎えてしまった。震

災勃発直後に， I津波の水理堆積学的考察」と題して

869年貞観津波堆積層発見の経緯を紹介した(箕浦，

2011)。今となっては疑うべくもない自然科学的到達

としてのその歴史的意義を強調した冒頭の一文を，以

下に掲げる。
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“明治39年 12月 1日発行の歴史地理第8巻第12号

に f貞観11年経奥国府の震動洪溢j と題する論文が

掲載された。著者は， 吉田東伍である。吉田は，律令

時代の自然災害を著した古文書の記述に注目し，歴史

地理学の視点で一般に知られることの無かった津波災

害の検証を試みた(吉田， 1906)。古文書とは日本紀

路類衆国史 171 (いわゆる三代実録)であり，本書の

貞観11年5月26白 (西暦869年 7月 13s)の記録

には，光を伴った地震の直後に津波が押し寄せて平野

の広域に海水が及んだと明記されている。伝承や史料

を各地に数見するも，洞察力に富む本文書の読解と詳

細な現地認査により， この津波の被災地を国府が置か

れていた多賀城(現在の宮城県多賀城市)と特定した。

津波による海水流は城下にまで達し，地震と津波によ

り移しい犠牲者を出したと三代実録に記されている。

起伏や水系を呉に調査した吉田は， この記述を鑑み，

1m 

Om (現在の平均海水蘭)

氾濫による被災状況にまで言及している。

平野の一面が海となったとする三代実録の記述『原

里子道路 総為治漠』は広い範囲に渡る海水の氾濫と滞

留を意味しており，広域的な地盤沈下の可能性が示唆

される。発光現象を示唆する『流光郊董隠狭』の文面

により地震の発生は夜間であったと考えられ，r人民

叫呼 伏不能起』の記述は，目覚めるも起き上がれな

かった程の激しい揺れであった様子を伝えている。貞

観 11年の地震と津波の規模は最大級であったと推察

される。東日本太平洋沖地震により仙台平野が広域的

に沈降しており，襲来した 3.11津波により氾濫した

海水が排水されず長く留まる原因となった。この津波

による海浜砂の陸上搬入は最大で海岸より 3km以上

に達している。貞鏡津波による堆積物が当時の海岸よ

り3.5km程度内陸部に及んでいる事実は，古文書記

録から類推される地盤沈下を伴った広域的冠水と併せ

3 

2m 
3.11津波堆積層

も，，~，，:' : 3.11津波の堆積層

¥，t!，剛山 3.11震災前の地表面

同四一.十和EI3-aテフラ

酬明嶋 :歴史・先史津波堆積!管

I ~ III コア綴再Ij{立ii'1

図 l 調査測線と掘削位置 (A) および測線に沿う地層断面 (B)0 915年十和田 -aテフラの降下域と貞観津波

に関する史料の分布 (C) は多くの資料(例えば，渡辺， 2001) に基づく。貞観津波のi朔上を明らかに

する目的で，仙台平野の中央部を北西 南東に貫流する名取川の北に観察測線を設け地質調査を行なう

と共に，仙台市若林区の 3地点(I， IT， ill) で機械力により堆積層を掘削した。地表面下 1.7mまで

に5層の歴史・先史津波堆積層の挟在を確認し，最上位の 1611年慶長津波堆積物は，分布が現海岸よ

り2km以内に限定される事実が明らかとなった。この測線を海側に延長し，前浜から沖浜にかけての 3

カ所で底質試料をスキューバ法により採取した (i，u，出)03.11津波の物質移動を明らかにする目的で，

荒浜海岸の砂(1)と唯一残された構造物である荒浜小学校の体育館内に集積した砂 (2)を採取した。
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て，1100年前の津波の 3.11津波に対する共通性を示

している。宮城渠多賀城市で発掘された律令時代の遺

跡には，貞観11年の水災害と思われる痕跡が残され

ている(多賀城市埋蔵文化財調査センター，2000)。

多賀城市市jf/橋では方格地割によって区画分けされた

遺構が見つかっており，その規模からここが古代多賀

図2 仙台市宮城野区岡田で観察される貞観津波堆積物

(869年)と十和田 aテフラ (915年)。水田土壌を

削剥して 3.11津波堆積物が堆積している。 3.11津

波湖上時に発生した落流により 表層が大きく侵蝕さ

れ，貞観津波による堆積物が偶然にも露出した。写

真中右の鋤簾の持ち手の長さは 6cm。

堆積物窓序 炭素年代(年前)

地表醤
1000 

堆
積
深
度

100 

150 

。 1000 

亡コ 区三ヨ 区三ヨ
有機質泥 中粒砂(津波堆積物) 稜長賞テフラ

減の中心地であったと考えられる。大路や側溝が大き

く侵蝕されて砂が堆積している様子は， 3.11津波によ

る家屋損壊の状況を初練とさせる。他台湾岸に貞緩津

波の痕跡が見出されるとして，吉田は， 1906年の論

文で更なる実態の解明に向けて探索の重要性を訴えて

いる。 1986年夏，仙台市若林区荒浜で貞観津波堆積

物を発見した。 80年後それに科学的手段で応じ得た

のであるが，大規模氾濫による水災害の全容解明には

至っていない。務上した津波の観測は極めて困難であ

り，水理学的な考察を得るには，痕跡である津波堆積

物に多くを頼らざるを得ない。しかしながら，湖上流

の水理作用を堆積学的に理解しようとする試みはそれ

ほど容易ではない。"

仙台平野で見いだした津波堆積層は放射性炭素を用

いて年代学的に評価し，その結果に基づき再来の周期

性を 1987年に確認した (Minouraand Nakaya， 1991)。

図3に，コア掘削位置 I (図 1A) における堆積層序

と堆積年代を示す。十勝沖を波源をとする 1611年慶

長地震津波(岡村 ・行谷， 2011; Minoura et al.， 2013) 

の堆積層は当時の海岸から 1km程度までと分布が限

られ，古文書記録より判断しでも，貞観地震津波に比

較して湖上範囲は限定される。掘削コア Iの堆積深度

砂廊下康iID
の年代

復元津波 (o)

とE鯨j津波(→)
2011年

→巴=東日本太平洋i中
地震津波0..1m年
慶長地震津波

2000 3000 
+AD2011 

→~ AD 1611 

--AD8己0-9000 
869年
貞鶴地震津波

--AD 30-70 
--8C90-40 

。 仁コ先史津波

c>掴圃圃幽先史津波

。 i 先史津波
..... BC 790-750 L一一J

2000 3000 

+ 
年代測定まま料

仁コ三酬明記涼

掴闘十勝沖地震起源

図3 掘削コア Iにみる津波堆積層の層序と年代および、津波の復元。仙台平野には三陸沖と十勝沖の沈み込

み型地震による津波が過去 3000年間に 6回波及している。十勝沖を波源とする 1611年慶長地震津波

は，仙台平野が開墾されている最中に襲来し，押し固めた水田基底を被覆して堆積物を集積させた。
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110cmに挟在する砂層も内陸側の掘削コア EおよびE

には検出されず，湖上は平野の海岸部に留まったよう

である。この砂層をもたらした津波は，慶長地震津波

と同様に(北海道東方沖を波源とする津波は牡鹿半島

に干渉され仙台湾には直接的に及び難く).氾濫規模

から十勝沖型地震に起源すると考えられる。この砂層

の上下位の先史津波堆積層は，貞観津波堆積層と同じ

く平野の内陸部にまで及んでおり(図 1B). 三陸型地

震津波起源と解釈される。津波堆積物は短時間で集積

するので，その下底面の年代が津波湖上の年代を反映

する。津波の復元(図 3右)に従うと，ほぽ 1000:t 

100年の周期で巨大地震(マグニチュードミ 9.0) が

三陸沖で発生していることになる。一方，十勝沖では，

約400年の周期で津波を伴う巨大地震(マグニチュー

ドミ 9.1)が起きている(岡村・行谷. 2011)。

400と1000の最小公倍数は 2000である。従って，

2000年に 1度，両周期は重複する。堆積深度 1m付

近に狭在する 2枚の先史津波堆積層の推定年代から

(図 3).紀元O年前後に十勝沖と三陸沖を波源とする

津波(十勝沖:BC 90 ~ 40. 三陸沖:AD 30 ~ 70) 

が仙台平野に襲来したと考えられる。 2000年毎の周

期重複の原則に立てば. 2011年東北日本太平洋沖地

震を考慮して，十勝沖で海溝型巨大地震が発生する将

来予測が成り立つ。 400年周期十勝沖地震による津波

の痕跡は下北半島でも発見されており (Minouraet al.， 

2013). 東日本沿岸への大規模津波の再来の可能性に

対して注意を喚起したい。

4. 津波による地表侵蝕と物質運搬

古津波堆積物研究により，三陸沖と十勝沖を波源

とする海溝型地震津波が周期性を有して仙台平野に襲

来・湖上した事実が明らかとなった。 869年貞観地震

により仙台平野が地盤沈下した可能性が古文書記録に

基づき指摘され (Minouraet α1.， 2001). 3.11地震の際

には東北日本弧の広域的な沈降が観測された(国土地

理院. 2011)。前弧域の大規模沈下により，湖上流の

侵入が促進され，平野が長期水没する(牡鹿半島によ

る北方からの波の伝搬制約に加えて.地震に伴う地殻

の沈降作用が東北南部にまで及ばなかったので，十勝

沖型津波の湖上氾濫が仙台平野の海岸部に限定され

た)。湖上流の水理作用は激甚化し，氾濫による侵蝕

で浸水域は激しく侵蝕され，物質の大量・高速移送現

象が特別の堆積相(平衡層理，反砂堆など)を形成し

て津波堆積層に記録された。

発生起源が共通する 3.11津波と貞観津波で海域で

の水理作用が同等であれば，痕跡の堆積学的比較論に

基づき，陸上での大規模氾濫の科学的本質に迫れるで

あろう。観測が行き届いた 3.11津波の場合には物質

の運搬や集積に関与した流体現象が評価でき，様々な

地表条件(自然地形，開墾地形，改造地形)での堆積

現象の違いは，流れの水理現象を理解する上で重要な

示唆を与える。ここでは，貞観津波と 3.11津波の堆

積相の違いに着目し. 3.11津波による堆積現象の観測

結果を踏まえ，津波湖上流の水理作用を考察する。

貞観津波と 3.11津波による堆積物は，地層断面上

で極めて似通った層相と分布を呈している(図1B)。

従って. 1100年の時を隔てた 2つの津波で，共通す

る氾濫現象が推察される。しかし，流体力を反映する

層厚に関しては，大きな差異が認められる。貞観時代

と現代の津波砂層で，何れも海岸より陸側 2kmにお

いて，層厚がそれぞれ 20~ 30cmと数 cmである。層

厚の違いは運ばれる物質の量の差を反映しており，津

波の水理堆積学特性を見極める上で重要な示唆がここ

にある。そこで運搬量に違いをもたらした要因に注目

したい。 i朔上過程には，浸水深や流速などの水理量以

外に，地形起伏や地表面との摩擦力が深く関わってい

る。起伏がならされた平野では，掃流力が限界層流力

を下回り，湖上流は内部にまで到達する (Minouraet 

al.， 1996)。一方，地表面の凹凸は流体の掃流力を増幅

し，侵蝕作用が発生する。勇断力により境界面が変形

して破壊・侵蝕が及ぶので，削剥物は流れに取り込ま

れる(付録参照)0 3.11津波は，刈り取られた平坦な

耕作地を長時間・高速で湖上した。稲株による凹凸で

底層に乱流が発生して水田表土が侵蝕され(図 4A).

流れに取り込まれた水田土壌が浮流により運ばれ，津

波収束後に軟泥層となって広く厚く集積した。強い摩

擦力で表士が塊状に削剥されれば，偽磯状の泥塊や泥

球が作られる(図 5参照)。東北日本の水田地帯では，

刈り取った稲藁を裁断して耕作地に散布する。裁断稲

藁を取り込んだ泥球は，修着力を増して後続流による

転動に耐え，肥大して径30cmに達する場合も見受け

られた。過去400年に及ぶ海岸平野の開墾と耕作が人

為要因として新たな水理作用を派生し. 3.11津波は，

自然地形に湖上した貞観津波とは大きく異なる堆積作

用をもたらした。氾濫域において例外なく認められた

広範な軟泥の集積は，人為が関わった津波湖上を反映

している。
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仙台平野では農作業の利便性を考慮して道路が設置

されており，それらのほとんどが海岸に平列あるいは

直列(すなわち湖上流に直行あるいは平行)している。

3.11津波の湖上域では，流れに直行する道路の下流側

(内陸側)において，道路に沿うように耕作地が大規

模に洗掘された(図 4A)。水田基底直下の氾i笠原堆積

層に由来する砂が，侵蝕された水田面を被覆して堆積

している状況が観察される。海岸に直行(流れに平行)

する道路の両側では，路肩斜面上の草本茎は総じて内

陸側に向かつて倒伏するものの，水田面の侵蝕は全く

認められない。従って顕著な侵蝕には，基本的に越流

が深く関与していると考えられる。路面から比高差を

もって水田面に水塊が流下し，発生した射流が侵蝕や

洗掘の原動力となったと考えられる。海岸から1.5km

以内の平野部では，開墾以前の自然氾濫による厚い砂

層が発達する場合が多い。こうした砂層は限界摩擦速

度が低く，高速流による洗掘が及び易い。津波堆積物

の層相と湖上流の水理作用には深い関わりが有りそう

である。

3.11津波に対して防潮堤は機能を果たしたものの，

津波の流力はその能力を遥かに凌駕していた。防潮堤

と砂防林の聞には低い平坦面が設けられ，遊歩道や緑

地帯が整備されていた。 3.11津波の第 1波襲来により

紡潮堤海側で水面が急激に上昇し，その頂面を洪溢し

た海水はこうした底面部に向かつて激しく落流した。

これにより射流が発生し，遊歩道や緑地帯およびそれ

らの周辺が大規模に洗掘された(図 4B)。結果として

防潮堤の基底が失われ，陸側側面が大規模に破壊され

た。防潮堤頂部と内側の平坦面の比高差は数m程度

であったが，洗掘による土砂移動で，防潮堤と砂防林

の聞に U字状の凹地形が現れた(図 4C)。防潮堤高

が 10mに達する海岸部では，大規模な落流が発生し

て侵蝕が海面下にまで及び，出現した凹地を海水が満

たし堀となった。防潮堤や農道等の地形的高まりの下

流側で進行するこうした水理現象の復元は，津波によ

る堆積作用や地形形成を解釈するうえで，重要な示唆

図4 A 越流に伴う射流の発生と地表侵蝕。路肩からの落流により陸側の水田が大きく
j先掘された。流れは水田面を侵蝕して稲株をはぎ取り，水田基底(図 2)が露出し
た。洗われた泥は流れに取り込まれて内陸倶IJに移送された。仙台市若林区荒浜。 B:
防潮堤を超えた海水流の自由落下による射流の発生とこれによる後浜の洗掘を説明
する模式図。C:洗掘による防潮堤内壁の破壊と水路様地形の出現。岩沼市二の倉。
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4 一一一陸側

m置
流速 (ml秒) 1-2 3-4 

浸水深 (cm) -350 
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鰭株主
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J、.-'、...............-1.0mm 
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海側一一+

6町 7 ー -13
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製童話主義

葉理状砂 粒子径

・九 中・粗粒砂(氾濫探砂)

~細粒砂(砂丘砂) ..・・ 泥球

図5 3.11津波収束後の観測結果に基づ、く 地表侵蝕と物質の運搬および堆積の模式的説明。湖上流の流速は，空撮影像と現
地iWJ量に基づき推定。流速は浸水深の減少と調和的に陸側に減衰する。一般に 1m!秒以下の流速で出現する薬理状砂(西
北西 東南東配列で海岸にほぼ直行)は，湖上が収束する過程で形成されたと推察される(付図 1参照)，3.11津波の
湖上域では，流れに直行する道路の下流側(内陸側)において，道路に沿うように耕作地が大規模に洗掘された。

を与える。

氾濫収束後の仙台平野での調査・観測に基づく湖

上流の侵蝕と運搬の復元を，模式的に断面図として

図5に示しである。後浜で洗掘された土砂は陸側に運

ばれる。流れが高速であれば(>1m!秒).土砂は砂

堆状に着底しながら移動する(付図 1参照)。すなわ

ち堆積作用は進行しない。名取川周辺から仙台空港に

かけての地域で.湖上の様子を記録した映像と現地測

量により，流れの速度を求めた。後浜の防砂林周辺で

10m!秒に達し，海岸から 600~ 700m離れた位置で

は 6~7m! 秒となり，さらに 3km 程の湖上距離でも

3 ~4m! 秒程度の流速を維持していた(図 5) 。 こう

した水理状況下での流れの掃流力は，季節的な休作期

にあって植生を欠く水田表土の限界層流力を大きく上

回った(付録参照)。流速 2m!秒以上で表土は削剥さ

れ，流速 4m!秒以上では稲株が流失し水田基底が露

出した(休耕回では草本茎が下流側に倒伏するも表土

はほとんど侵蝕されず，植生による耐侵蝕性が認めら

れた)。場所や環境を問わず葉理状の砂がこうした侵

蝕面を被覆して広範囲に堆積した(図 5)。葉理状砂は，

流速が 1m!秒以上では集積しないので，海水氾濫が

飽和状態に達して流れが停滞する直前に堆積したと考

えられる(付図 1参照)。それでは，最初の流れによ

り海浜から運ばれた砂は，内陸部にまで達して集積し

たのであろうか。

砂は，物性上移動し易く，流れにより絶えず漂移し，

その過程で撹持される。従って，津波による砂層は起

源的に均質ではない。例え大量の海成砂が打ち上げら

れでも，運搬過程で他起源の砂と混合し，海の要素は

希釈される可能性がある。すなわち，堆積物の起源、を

特定する上で，高速流による撹枠作用は重要な判断要

素となると考えられる。堆積物から津波の湖上過程を

解明しようとする場合には，この希釈効果を十分に考

慮しなくてはならない。これまでの議論で明らかなよ

うに，津波湖上流の侵蝕と運搬の作用は極めて強力で

ある。これらの堆積学的特性を見極めずしてその水理

現象に迫ることは叶わない。先ずは堆積物について，

その起源を特定できる指標が求め られる。 ここでは，

堆積物の粒度分析と堆積物に含まれる珪藻の種組成解

析の結果に基づき，物質の混合過程を推察し，流れの

水理現象の解明を試みる。

5. 粒度組成にみる津波の水理作用

3.11津波発生直後に， 仙台平野の数カ所で海岸に直

行する測線を設け，詳細な堆積相調査を行った。採取

した津波堆積物についてレーザー回折式の粒度分析を

行い，設定側線上での粒度組成分布として結果を図 6

に示しである。海側から陸側への粒子組成の変化をみ

ると，津波の砂は中粒砂を主として粗粒砂が混合し，

粗粒砂組成は場所により大きく卓越する。中粒砂は海

岸付近で海浜砂より構成されるが，粗粒砂が海浜に認

められない事実より判断して，湖上過程で地表下河川

堆積物が侵蝕され，易動的な中粒砂の分別作用による

残漬として粗粒砂が堆積したと推測される。海浜砂

は ii朔上による侵蝕で取り込んだ中粒砂により，急速
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に希釈されていったであろう。前項では，津波湖上流

は基本的に侵蝕流であり，陸上の津波堆積層は再蝕作

用により形成されると解釈した。航空映像と現地測量

の結果より，湖上流は内陸部(海岸より 1~2km 陸側)

でも 4~5m/秒の流速を維持していた事実が明らか

になっている(図 5)。粒度分析の結果(図 6)は，高

速の棚上流が侵蝕力を伴って氾濫していった様子を具

体的に示している。例えば図 6の広浦狽IJ線でみると，

試料 lの組粒成分は落流により洗掘された防潮堤基底

土砂に起源し，試料 3~6 にみる粗粒砂は(道路ゃあ

ぜ道など)地形凸地の陸側で発生した落流により侵蝕・

洗出された粒子成分であると考えられる。流れが減速

する過程でその底面に物質の集積作用が及び，津波堆

積層が形成されたと結論される。

守一一一一内陸側

6. 珪藻分析に基づく津波の水理作用の復元

津波収束後に仙台市立荒浜小学校の体育館で採取し

た砂(図 7. 試料 2) と，仙台市若林区深沼海水浴場

(小学校より東方 825m) において津波発生の 3ヶ月

後(平成 23年 6月)に採取した移動過程にある海浜

砂(図 7. 試料 1)について，それぞれ珪藻分析を試

みた。浸水深や構造物の保存状況から，荒浜小学校体

育館内に集積した砂は，津波の第 1波によりもたらさ

れ，後続波による再堆積効果を受けていないと判断し

た。 仙台湾底質表層堆積物(図 7. 試料 i~ 出)およ

び掘削コア 1(図 1A.仙台市若林区長屋敷)に挟在す

る貞観津波堆積物試料と相馬市岩ノ子の貞観津波堆積

物について，それぞれ同様に珪藻分析を試みた。これ

らいずれの試料も，鉱物組成は共通しており，石英に

富む珪長質の中粒砂から成る(図 6.実体顕微鏡写真)。
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図6 3.11津波堆積層の粒度分析結果。阿武隈川から仙台港に至る海岸線に直行するように 5条の摂IJ線を設け，

これに沿って地形起伏を求め，堆積キ目観察と試料採取を行った。荒浜と二の倉では海岸を基点とし，広

浦と南蒲生では防潮堤より内倶IJで起点を設けてある。何れの試料も明瞭な 2最頻値分布を有している。

左中央の映像は，荒t兵試料 1の実体顕微鏡写真。粒度分布図の下の数字は浪IJ線上での試料番号。
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津波九よる移送砂 (1、2)
の珪藻化石組成

回 仙台市若林区
荒浜海岸
(海側)
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(陸側)

海底堆積物 (i-iii) 
の珪藻化石組成
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図7 海底表層堆積物 (i~iii) と 3.11 津波による堆積物 (1， 2) に含まれる珪藻の環境指標種組成。

底質表層試料 }'-"""-111は3.11津波発生以前に(図 1A)採取。

処理後の検鏡試料に含まれる珪藻殻が 200固体に

なるまで種の同定を行い，検出した珪藻種群を公表さ

れている環境指標種群(安藤， 1990，小杉，1988) と

比較し，堆積物の起源環境を決定した。ここでは，

環境を簡易的に淡水域種群 (Hantzschiaamthioxys， 

Pinnularia borealisなど)と汽水域種群 (Nitschia

P制改が'ormis，Pseudotodosira kOSlぽuなど)および海水域

種群 (Thalassionemanitzschioides， Tharassiosira oestrutii 

など)に区別した。荒浜の試料 1と試料2および海底

表層堆積物試料 i~組に関する分析結果を，組成率に

換算し円グラフにして図 7左に示しである。海底表層

の堆積物 (i~iii) に海水域種が卓越するのは予想通

りであるが，淡水域種も多く含まれる。仙台平野での

河川排水量の規模を反映しているのであろう。荒浜で

は，海側(荒浜海岸)の試料 1に対して陸側(荒浜小

学校)の試料 2で海水域種が半減しており， 825mの

運搬距離で淡水域種による海水域種の希釈効果が大き

く働いたと解釈される。これは，湖上過程で侵蝕した

地表下堆積物の再堆積を示す粒度分析結果(図 6) と

調和的である。何れの結果も湖上過程で運搬物質が連

続的に侵蝕物質に置き換えられてゆく様子を示唆して

おり，津波湖上流では侵蝕と堆積が同時に進行する特

別な水理条件が進行する事実が明らかとなった。

貞観津波堆積物に含まれる珪藻の環境指標種分析

結果(図 8)では，仙台市若林区長屋敷と相馬市岩ノ

子の中・上位試料で淡水性種が優先し，最下位部で海

水域種が幾分認められる。荒浜で明らかになった津波

に伴う希釈効果(図 7)が長屋敷と岩ノ子でも成立し

ていたと判断され， 3.11津波の場合と同様に，侵蝕・

運搬効果が貞観津波湖上流でも働いていたと推測され

る。何れにおいても海水域種の検出が貞観津波堆積物

の最下部に限定されるのは，表土あるいは植生による

摩擦効果で海からの物質が補足されたのであろう。強

力な希釈作用は，侵蝕物質を絶えず取り込み混合 ・移

送する大規模湖上流の水理特'性を反映している。

7. おわりに

砂質粒子と珪藻殻の組成解析により，津波の湖上過

程で侵蝕・運搬・堆積の作用が地表面に波及し，結果

として侵蝕物質(基本的には，氾濫源堆積物由来の砂)

による堆積物希釈が働いた事実が明らかとなった。こ

れは，流れが有する海の情報が湖上の初期段階で急速

に失われる可能性を強く示唆している。珪藻殻組成率

から単純に見積もると，貞観津波や 3.11津波のよう

な稀に見る強力な湖上流の場合には，海岸から 1km



41 3.11津波湖上のノド理学的教訓箕浦

太

平

i羊岡

武

隈

山

地

珪軍化E
種組成

福島県相馬市
岩ノ子

仙台市若林区

長屋敵

権
積
深
度
刊

珪彊化石

種紹成

可[一¥言言語 日ill b':";Lヨ

有機質iI!. 海浜砂+砂丘砂 珪長質テフラ

貞観津波による堆積物に含まれる珪藻の環境指標種組成。長屋敷と岩ノ子で，貞観時代の海岸
からの距離は，古地形復元に基づき，それぞれ約 lkmと約 2kmと推測した。

図8

にあったと思われる。この地表条件の違いが物質供給

量の差となって現れ，貞観津波の場合では，大量の陸

成砂の洗堀と移送により津波堆積物層の発達が促進さ

れたと解釈される。

土壌中の花粉や根跡、により，貞観時代の仙台平野

では，森林の発達が自然堤防や砂丘地に集中し，氾濫

原野の乾地や湿地は低木や草本類の植生に被覆されて

いたと推察される。自然の原野では植生被覆の欠如は

稀であり，湖上する流れによる地表面の削剥は制限さ

れるであろう。事実， 1983年日本海中部地震津波が

襲来した津軽半島の自然海岸では，植生被覆により再

堆積現象がほとんど認められなかった (Minouraand 

Nakaya， 1991)。貞観津波堆積層に顕著な泥の堆積が

認められないのはこの理由による。仙台平野での 3.11

津波の湖上流は大量の泥成分を含み，見た目が泥流に

近い流れも映像で目撃された。もし育稲の時期に津波

が発生したとすれば，大きく様相の異なる氾濫となっ

たであろう。起源や規模を同じくしても，地表条件に

より大きく変容するのが津波である。

安藤一男 1990. 淡水産珪藻による環境指標種群の設

定と古環境復元への応東北地理， 42: 73-88 

国土地理院 2011 東北地方太平洋沖地震に伴う地

献文

程度湖上した段階で初生浮遊物(基本的に海浜砂)の

4~5 倍の量の陸成砂が流れに取り込まれたことにな

る。従って，大規模津波の湖上流は，総じて強力な侵

蝕流であると結論され，仙台平野では表層を激しく撹

乱して被害を及ぼした。

仙台平野では，氾濫の規模と水理量が同等で、あるに

も拘らず，貞観津波と 3.11津波で堆積物量に大きな

違いがある。この事実は，流れの堆積学的解釈に関わ

る問題を提起している。物質の供給量が集積量を決定

するとすれば， (厚い堆積層をもたらした)貞観津波

は湖上過程で大量の砂を取り込んだと解釈される。珪

藻種組成からみて取り込まれたのは陸成砂で，堆積物

としては砂丘と氾濫原に起源している。こうした平野

の埋積物が大量に搬出される事象に対しては，流れに

よる氾濫原の洗掘が最も解釈し易い。一般的には，射

流による浸蝕作用として理解するのが妥当であろう。

貞観時代の仙台平野の古地形を復元した試みによる

と，当時の海岸に近接して，これに並列するように長

大な砂丘列が幾条も発達していた(菅原ほか， 2011)。

津波襲来時にこうした地形的高まりが障壁となって海

側で水位が上昇し，砂丘の頂面を洪溢した海水が越流

して射流が発生したと考えられる。現在の海岸部では

人為的な地表固定が進んでおり，射流による洗掘の場

は大きく 制限されている。 一方，自然状態が維持され

た貞観当時の砂丘地周辺は，非常に侵蝕され易い状況
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付録

流れが高速であれば(>1m!秒)，運ばれる土砂は

浮遊あるいは砂堆状に着底しながら移動する。従っ

て，津波の湖上流では基本的に堆積作用は進行しな

い。 3.11津波の初生流は，海岸~後浜で 10m!秒以上

に達し，水田耕作地でも流速が大きく減衰することな

く， 3km程の棚上距離で 3~4m!秒程度の流速が観

測された。こうした水理状況下での流れの掃流力は，

稲作の休耕期にあって，水田表土の限界層流力を大き

く上回った。流速 2m!秒以上で表土は削剥され，流

速 4m!秒以上では稲株が流失し水田基底が露出した

(図 5)。場所や環境を問わず葉理状の砂がこうした侵

蝕面を被覆して広範囲に堆積した。葉理状砂は，流速

が 1m!秒以上では集積せず(付図 1)，海水氾濫が飽

和状態に達して流れが停滞する直前に着底・集積した

と考えられる。従って，第 1波により海浜や後浜から

移送された砂は，内陸部にまで達して集積したことに

なる。葉理状構造(図 5) は，着底した砂が掃流によ

り再配置する過程で作られたと考えられる。

砂は，物性上流体の影響を受け易く，流れの場では

絶えず漂移し，その過程で他成分と混合する。従って，

津波による砂層は起源的に均質とはならない。例え大

量の海成砂が打ち上げられでも，運搬過程で他起源

の砂と混合し，海の要素は急速に希釈される(図 7)。

すなわち，堆積物の起源を特定する上で，高速流によ

る撹搾作用は重要な判断要素となる。さらに，堆積物

から津波の湖上過程を解明しようとする場合には，こ

の希釈効果を十分に勘案しなくてはならない。これま

での議論で明らかなように，湖上流の侵蝕と運搬の作

用は極めて強力である。

湖沼底質表層の限界掃流力を測定した結果に基づ

き， Otsubo and Muraoka (1988)は限界掃流力と有効

応力との関係式を導出した。粒子移動限界の掃流力

τc1は，有効応力を τy1とすると，

τけ=0.27τ 。?
y1 

で表され，流れによる底質面の努断破壊が始まる場合

の掃流力 τc2は，

τc2 = 0.79τ::4 
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となる。仙台平野の休耕水田面に関しては，それぞれ

τc1 = 0.31 -0.44 N/m2およびτc2= 0.99 -1.77 N/m2 

と推定される(菅原ほか• 2010)。従って，底面掃流

力が 0.31N/m2以下であれば表面堆積物粒子は流れに

取り込まれず 0.99N/m2以下で地表面は侵蝕されな

い。一方，掃流力が 1.77N/m2以上に達すると，付図

2で明らかなように，地表侵蝕が確実に進行する。
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