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紀要工学部 震災・防災特集号の発行にあたって 
 

工学部長 平岡克己 
 
 2011 年 3 月 11 日金曜日は、東京では穏やかな朝を迎え、いつもと変わらぬ一日が始まっ

た。東日本では、朝から地震が発生し始めていた。そして、14 時 46 分、後日、東日本大震

災と呼ばれることになる、国内観測史上最大のマグニチュード 9．0の地震が東日本で発生

し、続いて大津波が東日本を襲って大災害が起こった。 

 東海大学湘南校舎では、これまでに経験したことのない長い時間の大きな揺れが続き、

建物の一部が被害を受けた。また、停電の影響により多くの学生が帰宅できなくなり、学

内で一夜を明かした。 

関東では、液状化現象による被害が発生し、東日本では、海面が高く盛り上がり、到達

高さ 40m という大きな津波が発生して、海岸沿いの町に甚大な被害をもたらした。中でも、

東京電力福島第一原子力発電所の罹災による事故は、地震・津波の被害に続いて放射能汚

染という甚大な被害をもたらしている。 

津波は海を渡り、アメリカ合衆国やインドネシアなどにも被害を及ぼした。 

 

 ここに、東日本大震災により亡くなられた方々とご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上

げますとともに、罹災された皆様とご家族の方々に対して心よりお見舞い申し上げます。

あわせて一日も早い被災地の復興をお祈り申し上げます。 

 

 東日本では余震が続いている上、今後、東海・南海・東南海大地震等が想定されており、

被害が出ないようにすることが重要である。そのためには、地震や津波の正しい知識を身

につけ、防災に対する準備をしておくことが必要である。 

工学部では、このたびの東日本大震災を契機として、震災や原子力発電所の事故につい

ての正しい知識と防災技術を広く紹介し、被災地域の復興へ貢献するために、震災・防災

特集号を発行することとした。 

工学部には 14 学科・専攻があり、防災や復興技術については多くの研究者がいる。今回

まとめた内容だけでは震災に関する防災と復興は網羅できないが、多くの学生に安全・安

心で生活できる環境について教え、社会で活躍できるようにするとともに、今後機会ある

ごとに情報や技術を紹介し、できる限りの社会貢献を進めていくこととしたい。 
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津波のおそろしさと生き残り方法 
山本 吉道*1 

 

Fearfulness of Tsunami and Survival Method 
 

by 
 

Yoshimichi YAMAMOTO 
 ( Received on June 3, 2011 ) 

 

Abstract 
   The offing earthquake of Tohoku District - Pacific Ocean on March 11, 2011 generated the huge tsunami which Japanese people 
have not experienced until now. This earthquake produced not only earthquake damage but also serious tsunami damage in the Pacific 
coast of East Japan. Furthermore, an invasion of the huge tsunami by the Tokai, Tonankai, and Nankai earthquake is also a serious 
impending problem. Therefore, we have to prepare the measure to the coming huge tsunami disaster. 

In this paper, first, the generating mechanism and the propagation characteristic of tsunami are explained. Next, the results of a 
field survey of the tsunami damage by the offing earthquake of Tohoku District - Pacific Ocean are showed. Then, the methods of an 
individual level and a public office level to survive are mentioned, referring to related matters explained or showed previously. 

 

Keywords : Occurrence of tsunami, propagation of tsunami, tsunami disaster, prevention of tsunami damage, evacuation 
 

 

１．はじめに 
 

2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震は，日本人が今ま

でに経験したことがないような巨大津波を発生させ，東北，関

東北部，北海道南部の太平洋側海岸で地震被害だけでなく，甚

大な津波被害を生じさせた．津波による大きな被害は，2010

年 2 月のチリ地震，2000 年代初めに続けて起きたインドネシ

アからサモア諸島での一連の地震，日本における北海道南西沖

地震（1993）や日本海中部地震（1983）による津波など，数年

から十数年おきで生じている．特に，我が国では東海・東南海・

南海地震による巨大津波の来襲も間近に迫った問題である． 

本解説では，最初に津波の発生機構と伝播特性について解説

し，次に東北地方太平洋沖地震による津波被害の調査報告を行

い，それらの重要事項を参照しながら個人レベルから役所対応

までの生き残り方法について述べたい． 

 

 

２．津波の発生機構と伝播特性 

 

(1) 津波の発生機構 

津波とは津（港や入り江）に来襲する波のことであり，地震

による来襲波だけを指したものではなかった．地震による来襲

波は地震津波，台風による来襲波は風津波と呼ばれていた．本

論文では，英語の“tsunami”（小泉八雲が海外へ最初に紹介

した）に倣い，大振動に起因する波と定義する．大振動として

は地震の外に，山崩れ等もある．例えば，“島原大変，肥後迷

惑”で知られる大津波は，1792 年に島原の雲仙岳の火山活動

に伴う山崩れよって発生し，対岸の肥後の国を襲った． 

津波の一番多い発生原因は地震であり，地震の発生タイプに

は，トラフ型と直下型がある．トラフ型地震については，図-1

に示すように，地球の表面は地殻と呼ばれる硬い岩盤状の膜で

覆われているが，地球内部は高温のため，マントルと呼ばれる

溶岩で満たされ，対流している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして，地殻はマントルの移動に引きずられて，図-2 に示す

ように，幾つものプレートと呼ばれる板に分かれている．東日

本が載っている北米プレートと海側の太平洋プレートとの間

では，図-3 に示すような運動を生じている．太平洋中央部か

ら日本列島側へ移動してきたマントルは移動中に冷えて，北米

プレートとの境界部で，この北米（陸側）プレートの下へ，太

平洋（海側）プレートと一体で沈み込む．その際に，陸側プレ

ート端部も境界面に生じる摩擦力で下方へ引きずり込まれて

いる．これによる歪量が弾性限界を超えると，図-4 に示すよ
*1 工学部土木工学科教授，土木学会特別上級技術者 
             （防災部門） 
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図-1 地球の内部構造のモデル化 
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うに，陸側プレート端部は反発し短時間で元へ戻ろうとして，

東日本で地殻変動が生じる．さらに，陸側プレート端部が戻ろ

うとして海側上方へ動けば，上に載っている海水塊も上昇する．

これがトラフ型地震と津波の発生機構と言われている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東北地方太平洋沖地震は，太平洋プレートと北米プレートの

境界（日本海溝と呼ばれている）の非常に広い範囲（岩手県沖

から福島県沖までの約500km間）で北米プレート端部が隆起し

たため，500年程度か，それ以上の再起確率の巨大地震となっ

た．東日本では，このような巨大地震の記録は869年の貞観地

震程度しかなく，この貞観地震が巨大地震であったことも最近

明らかになったことであったため，我が国の防災対策上，この

クラスの地震規模はまったく想定されていなかった． 

地震のマグニチュード M と震源地から対象海岸までの伝播

距離⊿(km)を用いて，海岸線での最大津波高 H を評価できる

経験式に阿部１) の式(1)と Abe２）の式(2)がある． 

 

                                                    (1) 

                          (2) 

 

東北地方太平洋沖地震（M＝9.0）における実測値と精度比

較した評価結果を表-1 に示す．これらの経験式の精度は良い

とは言えないが，概算値を早く知るには便利と思われる． 

フィリピン・プレートとユーラシア・プレートの境界（南海

トラフと呼ばれている）での地震発生環境も，太平洋プレート

と北米プレートの境界での環境と類似しており，同様な広い範

囲（静岡県沖から高知県沖までの約600km間）で巨大地震が発

生する可能性がある．西日本での地震については克明な記録が

残っており，それによると，西日本での巨大地震の発生間隔は

100年から150年間隔であり，最近のものは1944年～1946年

の東南海地震と南海地震であった．この時には東海地震は起き

ておらず，次に生じる巨大地震では，これら三つの地震が連動

する可能性は高いと予想される．もし，M＝9.0の地震が発生

すれば，震源地から海岸線までの伝達距離が東北地方より短い

ので，式(2)から，最大津波高が東北地方太平洋沖地震による

津波より高くなる可能性がある． 

 なお，式(1)，(2)から，M が 6.0 以下ならば，津波高は大

きくならないことも分かる． 

 

表-1 東北地方太平洋沖地震による津波の高さの評価一覧 

海岸域名 
伝播 
距離 
（km） 

実測 
津波高

（m） 

式(1)によ
る最大津
波高（m）

式(2)によ
る最大津
波高（m）

岩手県南部 150 7～20？ 15.8 18.8 

宮城県北部 150～200 6～18 〃 14.1～18.8

宮城県南部 250 6～13 〃 11.3 

福島県北部 300 6～11 〃 9.4 

  

次に，直下型地震とは，陸側プレートのより内陸で，地殻変

動による歪が溜まって地殻にヒビが入る，言い換えるならば，

断層が生じることによって発生する地震のことで，活断層や，

その周辺で発生し易い．直下型地震のエネルギーは一般にトラ

フ型地震より小さいが，内陸側，すなわち，日本列島の直下で

発生し易いため，この地震による被害程度は侮れない．ただし，

列島直下で発生する場合の津波被害は小さいであろう． 

 

(2) 津波の伝播特性 

沖合で発生した津波の伝播速度 vは次の理論式で表される． 

 

                     (3) 

 

ここで，gは重力加速度，hは水深であり，この水深と伝播速

度の関係をグラフ化すると図-5のようになる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本図から，水深10mでも伝播速度は約10m/sと，オリンピッ

ク陸上選手並の速さであり，身近に十分な高さの避難場所が無

い平地で，津波が見えてから逃げ出していたのでは，追いつか

れてしまうことが分かる．大津波の来襲が想定されていなかっ

た宮城南部や福島県北部では，津波の到達までに1時間程度か，

それ以上の余裕があったものの，津波の規模が分かって，逃げ

出し始めた時には遅かった方々が多数いた． 
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図-3 に示されるように，太

平洋プレートは北米プレー

トの下へ，フィリピン・プレ

ートはユーラシア・プレート

の下へ沈み込んでいる． 

 

図-2 日本周辺での 

地殻プレート 

図-4 トラフ型地震と津波の発生の説明図 

海側プレート 

陸側プレート 

陸側プレート 

海側プレート 

海側プレートの沈降に

引きずられて，陸側プレ

ートも矢印方向に毎年

僅かずつ歪む． 

図-3 トラフ周辺部での地殻運動の説明図 

陸側プレートの歪量が

弾性限界を超えると，反

発して短時間で元へ戻

ろうとする．そして，海

水面の上昇に繋がる． 
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 津波が陸に近づくにつれ，地形や防波堤の影響を受け，波形

が顕著に変化するようになる．その変形機構として，以下に説

明するものがある． 

a) 屈折変形：実際の海域は水深分布を有するが，式(3)から

分かるように，波の伝播速度も平面的分布を有すること

になる．その結果，波が収斂して波高が高くなる場所と，

分散して波高が低くなる場所が生じる． 

b) 回折変形：波には遮蔽物の背後に回りこむ性質があり，

遮蔽域に入った波のエネルギーは小さくなる． 

上記の変形は，通常の波の場合は波長が数十～数百メートル

であるため，数百メートル規模の地形変化や防波堤によって顕

著に生じるが，津波の場合は波長が普通の波の数百倍以上であ

るため，同規模の地形変化や防波堤では顕著に生じないことに

注意する必要がある． 

c) 浅水変形：波が陸に近づくにつれて，水深が浅くなるた

め，伝播速度が遅くなる．一方，質量保存則から単位時

間で運ばれる水塊量はほとんど変化しない．したがって，

浅くなって移動距離が短くなるほど，水位は高くなる．

この機構と波の前傾化によって，本来波長が非常に長い

ため水位の上昇に気付きにくかった津波が，浅くなって

くると急に目立つようになる理由である．これの見積り

には次の理論式が使える． 

 

                          (4) 

 

  ここで，沖側の水深 hoにおける波高が Hoで，岸側の水深

hiにおける波高が Hi である． 

d) リアス式海岸での水位上昇：リアス式海岸では，水深が

浅くなることに加えて，水路幅が狭くなることにより，

一層の水位上昇が生じる．これの見積りには次の理論式

が使える． 

 

                          (5) 

 

  ここで，沖側の水路幅 boにおける波高が Hoで，岸側の水

路幅 biにおける波高が Hi である． 

式(4)と式(5)の変化傾向を図-6 に示す．水深が 1/4 まで浅

くなると波高は1.4倍に，水路幅が1/4まで狭くなると波高は

2.0倍に，両方の条件が重なる場合の波高は2.8倍になる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．東北地方太平洋沖地震による津波被害と 

生き残り方法 

 

(1) 東北地方太平洋沖地震による津波被害 

2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震による津波

が岩手県南部～茨城県北部の海岸に及ぼした被害の状況を把

握するために，地震による直接的被害の大きい石巻市・女川

町・東松島市と，放射能被害を無視できない福島県沿岸域中央

部を避けて，4月 9日～15日に現地調査した．以下に，その結

果を報告する．なお，報告文中の死・不明者数は2011年 5月

11日に新聞で発表された値である． 

 

a) 岩手県宮古市 

宮古市田老地区の海岸線での津波高は20m以上，それ以外で

は10m程度で大量に越流し，死・不明者数は901人になった．港

近くにあった写真-1の鉄骨ビルディングでの浸水深は6.0m近

くあったので，鉄骨はほぼ原型を留めているものの，中にいた

人が助かったかは定かでない．もう少し内陸に入った写真-2

の左側の建物は鉄筋コンクリート製で浸水深3.5mに対して原

型を留めているが，右側の建物は木造モルタル製でねじれて倒

壊寸前である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 港近くの鉄骨ビルディング（浸水深：約6.0m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 さらに陸側の鉄筋コンクリート製と木造モルタル製

の建物（浸水深：約3.5m） 

 

b) 岩手県山田町 

山田町の海岸線での津波高も10m前後で簡単に越流し，死・

不明者数は939人になった．漁港より少し内陸での浸水深は

3.5m～5.5mで，一部の例外を除いて，全ての木造建物は全壊状
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図-6　水深比と水路幅比が波高に及ぼす影響
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態にあった．写真-3の民家は，鉄筋コンクリート製であるため，

窓や扉は完全に破損していたが，外壁と柱は原型を保っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 漁港より陸側にあった鉄筋コンクリート製民家 

（浸水深：5.5m） 

 

c) 岩手県釜石市 

釜石市両石地区の海岸線での津波高は17m前後で，写真-4と

写真-5に示されるように，津波は海岸堤防を造作も無く破って

山間まで遡上し，全ての木造建物を破壊しつくした．釜石市の

死・不明者の多くは本地区で犠牲になった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 釜石市両石地区中間にて海側を臨む（浸水深：5m以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 釜石市両石地区中間にて山側を臨む（浸水深：5m以上） 

 

釜石市釜石地区では沖合に津波防波堤が設置されており，こ

れが直ぐに壊れなかったため，海岸線での津波高は8m前後と三

陸の他海岸と比較して相対的に低かった．それゆえ，建物が比

較的多く残っており，死・不明者数も比較的少なかったが，両

石地区も含めると1357人に達した． 

 

d) 岩手県大船渡市 

大船渡市でも沖合に津波防波堤が設置されていたが，老朽化

していたことと，港の固有周期が津波の周期に近いため，共振

現象が発生した可能性もあって，津波が来襲するや，この津波

防波堤は短時間で壊れてしまった．それゆえ，海岸線での津波

高は釜石港より高く10m前後であり，死・不明者数は463人であ

った．写真-6に示されるように，内陸奥深くまで，一部の例外

を除いて，全ての木造建物が全壊状態にあった．港近くにあっ

た写真-7の鉄筋コンクリート製建物は比較的原型を保ってい

るが，1・２階部は漂流物による酷い破損を受けていた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 大船渡市市街地中間にて海側を臨む（浸水深：4m以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 港近くの鉄筋コンクリート建物（浸水深：約７m） 

 

e) 岩手県陸前高田市 

陸前高田市の海岸線での津波高は14m前後で，津波は海岸堤

防を造作も無く乗り越えて侵入し，死・不明者数は2204人に達

していた．写真-8に見られるように，津波は山の麓まで押し寄

せ，平野部の全ての木造建物を破壊しつくした．鉄筋コンクリ

ート製建物については，一部の例外を除いて，写真-9に見られ

る事例のように，ほぼ原型を留めているものの，浸水深は広い

津波のおそろしさと生き残り方法
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範囲で5m～9mであったから，３階～４階建て以上でなければ，

中にいた人は助からなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 陸前高田市海岸近くから山側を臨む（浸水深：5m以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 海岸近くにあった鉄筋コンクリート製アパート 

（浸水深：約9m） 

 

f) 宮城県気仙沼市 

気仙沼市の海岸線での津波高は14m前後で，津波は簡単に越

流して侵入し，死・不明者数は1531人に達していた．写真-10

に見られるように，津波は山の近くまで押し寄せ，平野部のほ

ぼ全ての木造建物を破壊しつくした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-10 気仙沼市市街地中間から山側を臨む 

（浸水深：5m以上） 

 

 鉄骨・鉄筋コンクリート製建物の多くは，ほぼ原型を留めて

いるが，大型の漂流物，特に漁船が衝突したビルディングは，

写真-11に見られる事例のように，激しい損傷を受けていた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-11 漁船が衝突して変形した鉄骨ビルディング 

（浸水深：7m以上） 

 

写真-12は衝突したと思われる大型漁船である．漁港の近くに

は数多くの漁船が打ち上がっていた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-12 市街地の中央まで漂流していた大型漁船 

 

g) 宮城県塩釜市～仙台市 

宮城県の海岸線での最大津波高は女川町の18.4m（国土交通

省港湾空港技術研究所による調査結果）であり，石巻市・女川

町・東松島市では深刻な地震による直接的被害も加わって，

死・不明者数は8628人に達していた． 

塩釜市～仙台市でも津波高は6m～14mと低くなく，津波は簡

単に越流して侵入し，死・不明者数は1150 人であった．津波

は仙台の平野部において4km以上内陸へ侵入し，写真-13に見

られるように，浸水域のほぼ全ての木造建物を破壊しつくした．

写真-14 は若林地区の海岸近くにある荒浜小学校校舎の側面

写真で，浸水深は約 6.5m であった．この校舎周辺と 1・２階

部には何台もの自動車と大量の流木が流れ込んでいた． 
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写真-13 若林地区の被災状況（浸水深：3m以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-14 仙台市若林地区の海岸近くにある荒浜小学校校舎の

側面（浸水深：約6.5m） 

 

h) 宮城県名取市～山元町 

宮城県の名取市～山元町の海岸線での津波高は6m～13mで，

津波は4km以上内陸へ侵入し，死・不明者数は2260人に達して

いた．写真-15は仙台空港に隣接する航空大学校の被災風景で，

流木，自動車，練習機の残骸が転がっていた．写真-16は本沿

岸域で見られる平均的な被災風景である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-15 仙台空港隣の航空大学校での被災風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-16 本沿岸域での被災状況（浸水深：3m以上） 

 

i) 福島県相馬市・南相馬市 

福島県相馬市・南相馬市の海岸線での津波高は6m～11mで，

津波は3km以上内陸へ侵入し，死・不明者数は1410人であった．

写真-17は相馬港の鉄骨製倉庫で，浸水深約6mの津波によって

外壁が全面的に破られていた．また，相馬港の岸壁には顕著な

液状化被害も認められた．写真-18は本沿岸域の田園地帯での

被災風景で，田畑は海砂によって覆われ，流木や自動車が所々

に転がっていた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-17 相馬港の鉄骨製倉庫の被災状況（浸水深：約6m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-18 本沿岸域の田園地帯での被災風景（浸水深：2m以上） 

 

j) 福島県いわき市～茨城県日立市 

福島県いわき市～茨城県日立市の海岸線での津波高は4m～

津波のおそろしさと生き残り方法
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8mで，低地のみが浸水被害を受け，死亡者数は400人余りであ

った．写真-19は日立市の埋立地で，浸水深1m～2mの津波によ

って，コンテナーなどの漂流物が押し寄せて，フェンスが破損

した．埋立地では液状化による被害も各所で認められた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-19 日立市の埋立地における被災状況（浸水深：1m～2m） 

 

(2) 生き残り方法 

津波の発生・伝播特性に加えて，東日本大震災を初めとする

過去の大津波の被災事例から得られた知見より，我々が津波か

ら受ける災いを軽減し，生き残るために必要な注意事項が以下

のように浮かび上がってくる． 

 

a) 地震・津波情報の正確な取得法を確保しておく必要があり，

携帯ラジオ，携帯電話，スマートフォーンなどと，予備電池や

充電器を常に身近に置いておくべきである．携帯電話やスマー

トフォーンについては，Wi-Fiやワンセグを利用出来ると一層

良いだろう． 

また，地震報道では“震度”だけが繰り返し報道されている

場合が多いが，津波の発生規模を震度のみで判断してはならな

い．震度は，その場所での揺れの大きさを表しているだけで，

地震そのものの大きさを表していない．大きな津波を発生させ

る大地震も，遠方で発生したならば，自分がいる場所での震度

は小さくなるが，東日本大震災において，地震そのものによる

被害が比較的軽かった福島県沿岸で大きな津波被害が発生し

たように，ある程度の時間が経ってから大津波が襲ってくるこ

とがある．特に，1896年の明治三陸津波では，海底断層の動き

がゆっくりしていたため，三陸地方の震度は２～３と非常に小

さかったが，断層を変動させたエネルギーそのものは非常に大

きかったため，東日本大震災に迫る甚大な津波被害が生じた． 

 

b) 沖合で発生した地震のマグニチュード（M：地震のエネル

ギーの大きさ）が6.6を超える場合，式(1)から高さ1ｍ以上の

津波の発生が予想されるので，海辺の低地にいる人は高地へ避

難すべきである．とにかく，津波注意報（予想される津波高が

50㎝程度）が出ている場合は，海辺の低地に絶対に近づいては

いけない．津波警報（予想される津波高が1m～2m）や大津波警

報（予想される津波高が3m以上）が出ている場合は，役所によ

る避難勧告や，強制力を持つ避難指示が無くとも，高地へ避難

すべきである． 

海岸線での津波高は，震源地からの距離によっても異なるが，

M＝7.5で1～2m程度，M＝8.5で5～10m程度，M＝9.0で10～30m

程度と予想され，津波の波長が数千メートル以上と非常に長い

ことから，地盤高さがこれらの津波高と同程度になる内陸部ま

で浸水が達する３）と見なさなくてはいけない．したがって，

平野部では，海岸から遠くへ逃げると考えるのでなく，これら

の高さ以上の高地へ避難すべきと考えてほしい． 

また，スムーズな避難のために，津波高が5m程度，10m程度，

20m以上の場合について，避難地として適切な場所と，そこへ

の避難ルートについて，役所のハザードマップなどを参考に，

家族内や自治会で協議しておくべきである． 

 さらに，海岸線での津波高や内陸での浸水深が50cm程度の場

合でも，軽く考えてはいけない．津波の波長は台風による高波

の波長よりはるかに長いため，海岸線から数百メートル内陸部

でも津波は強い勢いを持っており，この浸水深で成人男子でも

足をすくわれて立っていられなくなる可能性が高いこと４），

同浸水深で成人男子が押し扉を開けられなくなることに注意

して欲しい． 

 

c) 津波の伝播速度は，式(3)から分かるように，水深10mでも

オリンピック陸上選手並みの速さであり，そのままの勢いで内

陸部へ数十分もの間浸水し続け，その後の数十分の間海側へ戻

り流れ続けるため，津波に巻き込まれたならば，まず助からな

い．時々，助かった人の話がニュースになっているが，奇跡的

な出来事なのでニュースになっているのである．それゆえ，近

くに高地が無い海岸では，地震を感じたならば，すぐに高地へ

移動すべきである． 

ただし，密集した住宅地で大勢が自動車を使って逃げようと

すれば，当然のことながら交通渋滞が発生して，迅速な避難が

出来なくなる．それゆえ，高地までの距離が数百メートルなら

ば徒歩で避難すべきであり，遠距離の場合でも自転車や自動二

輪車を使った方が良い． 

また，大きな津波は数十分から一時間間隔で二度・三度来襲

するので，二三時間程度で戻ってはならない．避難途中で戻っ

たため，第一波が過ぎてから直ぐに戻ったため，亡くなったと

言う話を津波災害のたびに各所で聞くが，津波警報が出たなら

ば直ちに避難し，津波警報が解除されるまで絶対に戻らないこ

とである． 

 

d) 津波の波長は非常に長いため，台風による高波を消波出来

る数百メートル程度の長さの消波堤や岬では，津波をほとんど

消波出来ないので，その背後は津波に対して安全でない． 

また，リアス式海岸では，図-6に示されるように，湾奥での

波高が湾口での波高の何倍にも成りうることに注意すべきで

ある． 

 さらに，東日本大震災時の三陸沿岸傾斜地での事例に明瞭に

現れていたが，地盤勾配が急になるにつれて，津波の遡上高は

海岸線での津波高より高くなり易く，1/10より急になれば，遡

上高はこの津波高の二倍程度まで高くなる可能性がある３）こ

とに注意して欲しい． 
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e) 東日本大震災での事例にも顕著に見られるように，木造の

一般民家は浸水深1m程度ぐらいから壊れだし，浸水深が2mを超

えると，非常に恵まれた条件下のものを除いて，全壊を免れる

木造民家は無くなるので，M が7.5以上の地震が沖合で発生し

たならば，海辺の木造家屋の住人は，高地へ避難すべきである．

構造物が壊れだす限界の浸水深や流速の目安を知りたければ，

松富・首藤の論文５）を，浸水域での津波力を見積りたい場合

は飯塚・松富の論文６）や朝倉他の論文７）を参照すれば良い． 

1981年以降の鉄筋・鉄骨コンクリート製ビルディングの場合，

大きな地震力に耐えられるように造られているため，大津波の

水圧にも耐えられると見なして良い．それゆえ，地震のマグニ

チュードと震源地からの距離で予測される浸水深（≒津波高－

地盤高）より十分に高い，比較的最近に建てられた鉄筋・鉄骨

コンクリート製ビルディングの浸水深以上の部分は避難場所

として使える． 

ただし，材木，倒壊樹木，木製家具，倒壊木造家屋，自動車，

船舶などは，浸水深が50㎝以上になれば漂流し始め，避難の障

害になるだけでなく，ぶつかった相手に与える衝撃力は極めて

大きいため，十分に注意しなくてはいけない．東日本大震災に

おける津波被災地で，大きく変形した鉄骨ビルディングを時々

見かけたが，漂流物の激突によるものであった． 

また，河川は津波のためのバイパスとなる．それゆえ，河川

が海岸に平行に流れている場所では，津波の内陸侵入を妨げて

くれることもあるが，河川は通常内陸へ向かって繋がっている

ため，津波が上流まで遡上し，津波対策がなされていない河川

堤防から越流する場合もある．それゆえ，河川周辺に住んでい

る人々は，内陸部であっても警戒を怠ってはいけない． 

なお，権利書や各種証書のコピー，貯金通帳，認印，紙幣，

コイン，携帯ラジオや携帯電話，予備電池，飲料水，非常食，

応急医療品，タオル，防寒服などをリックサックに詰めて，直

ぐに持ち出せる場所に備えることも考えて欲しい． 

 

f) さらに，役所は以下のことを実行すべきである． 

M8.5以上の地震発生が想定されていない東北地方でM9.0

の地震が発生した．今後，太平洋側の人口や資産の集中してい

る沿岸では，少なくともM9.0の地震が沖合で発生する場合を

想定して避難計画・訓練を見直す必要がある． 

漂流物の発生防止，破堤や火災なども想定した避難ルートの

安全確保，より安全で身近な避難場所の確保に務める必要もあ

る．漂流物の堆積は地震被害を受けた輸送施設の回復を一層妨

げるので，漂流物の発生防止の徹底は重要課題である．また，

浸水深10ｍ以上でも機能する避難施設の整備も重要課題であ

るが，津波のためだけに新たに建設することは大変である．人

が集まる大型施設（役所，学校，大病院，大型店舗など）への

避難機能の義務付けや，一般家庭や事務所で使える簡易シェル

ター（フロート型式，ユニット型式）の開発促進も早急に検討

すべき課題ではないだろうか． 

また，津波からの避難者は十分な飲料水，食糧などを持出す

余裕無しで避難するのが普通であるから，避難施設に，十分な

飲料水，非常食，防寒装備などを備蓄しておくことも当然であ

る． 

 

 

４．おわりに 
 

 読者に津波の発生機構と伝播特性について解説し，東日本大

震災での津波被害について報告し，大津波からの生き残り方法

を伝える機会を与えて下さった工学部紀要委員会に感謝の意

を表します． 

我々が自分たちの社会や家族を自然災害から守るために出

来ることや，実行すべきことは沢山あります．本解説書では，

特に重要な出来ることと実行すべきことを挙げさせて頂きま

した． 

３.１１大震災で亡くなられた方々とご遺族の皆様に深く哀

悼の意を表し，避難された方々が力強く生き抜いていらっしゃ

る姿に敬意を表しつつ，本解説書が今後の津波による被害軽減

に役立つことを祈りながら終わりにさせて頂きます． 
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Abstract 

    This report shows you the technical terms about earthquakes and structural design, to deepen your 
understanding of how earthquakes occur and how people design and build buildings. 
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１．はじめに 
 
 2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分 18 秒，三陸沖を震源

とする東北地方太平洋沖地震が発生した。地震の大きさ

を表すマグニチュードは 9.0 と発表され，最大震度は宮

城県栗原市で震度 7 を記録した。工学部学生の皆さんは

これを読んで，マグニチュードや震度の意味を正確に理

解できていると言い切れているだろうか。本稿では工学

部学生が知っておくべき地震発生に関する単語と建築構

造設計の関係について解説したい。地震発生のメカニズ

ムと地震動の評価および構造物が地震動を受けてどのよ

うに振動し，それを建築構造設計ではどのように捉えて

いるかご理解いただければ幸いである。 
 
２．地震発生のメカニズムと地震規模の評価 

 
 ■地震発生の原因 

 地震とは地中深くにある断層がずれることを指す。断

層がずれる過程で地面を揺らすことになるが，この地震

による揺れを地震動と呼ぶ。地震が起きる原因は，地球

表面にあるプレートと呼ばれる薄い地殻がマントルと言

われる対流する物体の上にあって，プレートどうしがぶ

つかり合った結果としてたまった歪みにある。この歪み

の何処かがずれて地震が起こるわけである。滑り始めた

箇所を地震の震源と呼び，また，その真上にあたる地表

面の位置を震央と呼ぶ。 
 日本列島はユーラシアプレートと呼ばれる比較的厚く

て軽いプレートにあり、その南からはフィリピン海プレ

ート、東からは太平洋プレートと呼ばれる比較的薄くて

重いプレートが日本列島の下にもぐり込むようにぶつか

っている1。日本の東側でもぐり込んだ太平洋プレートと

の境界が日本海溝であり、この海溝の深いところで二つ

のプレートが引っかかっている。フィリピン海プレート

や太平洋プレートはユーラシアプレートに向かって年に

数センチの速度で移動しており、このプレート同士の引

っかかりに毎年歪みをためることになる2。 
 このひっかかった箇所や，その他の歪みが大きくたま

ったところから，地震は発生する。 
 
 ■内陸地震とプレート境界地震 

 地震は発生する場所によって 2 つに大別される。1 つ

はプレート同士が引っかかった箇所で起こるプレート境

界型地震であり，プレートの境界が海の下にあることが

多いので海洋型地震とも呼ばれる。プレートが 1 年に数

cm ずつ押された結果として起こるので，周期的に発生す

る3ことになる。一方，プレート内部で生じる地震を内陸

                                                                 
1 当然，誰かが見てきたわけではなく，地震が発生して

いる箇所を（3 次元的に）プロットするとプレートの境

界があるようだということがわかったという話。 
2 このような考え方をプレートテクトニクス理論と呼ぶ。

世界地図を見ていたウェーゲナーという学者が南アメリ

カ大陸の東側とアフリカ大陸の西側の海岸線の形が似て

いるのと，それぞれで発掘された化石の種類が一致する

ことから，元々は１つの大陸だったのかも？という大陸

移動説から始まる。 
3 昔から東海地方には地震が周期的に発生しているため，

近い将来，東海地方に発生するだろうと言われている。

周期といっても 1 年や 2 年ではない。東海地震は 100 年*1 工学部建築学科准教授 

東海大学紀要工学部
vol.51,No1,2011,EXTRA ISSU

pp.9-18
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型地震と呼ぶ。これは，プレート境界が滑る前にプレー

ト内部が力に耐えきれずに割れたり，以前に滑ったとこ

ろ（断層）がまた滑ってしまった結果であり，どこでい

つ起こるか現在は予測不可能である4。 
 
 ■地震の大きさ（規模） 

 地震の大きさはマグニチュード M と呼ばれる指標で

表される。地震の大きさと地震動の大きさとは異なる。

ある面積の断層がある距離ずれたというのが本来の地震

の大きさである。（滑った断層の領域を震源域と呼ぶ）。

断層がずれるのに必要な力と，そのずれた距離を掛ける

ことで得られるモーメント5の値を用いて表す地震の大

きさを地震学ではモーメント・マグニチュード Mw と呼

び，断層運動を正しく表す値となっている。しかしなが

ら，このモーメント・マグニチュードは震源域を考えな

ければならず，簡単に算出できる値ではない。また，こ

のような震源域を考える以前からマグニチュードという

値は用いられている。ということで，実はマグニチュー

ドには様々な種類がある。 
 
 ■マグニチュード 

 地震の大きさを表すマグニチュードは，そもそも，1935
年にリヒターという人が，震央から 100km のところにあ

る Wood Anderson 地震計に記録された最大振幅値をミク

ロン単位で読み取り，その常用対数をマグニチュードと

したことに始まる。そのため，この値はリヒター・スケ

ールとも呼ばれる。 
 日本では気象庁が決めた計算式（リヒター・スケール

と同じように観測点での振幅と，震央までの距離の関数）

                                                                                                          
から 150 年の周期で起きており，前回の地震から今年で

157 年経っているので，何時起こってもおかしくないと

言われている。つまり前回の地震は 1854 年だったわけだ

が，当然のことながら，その当時に現代にあるような地

震計が設置されていたわけではない。古文書からは地震

の発生により家屋が倒壊して庶民があわてふためく様子

や，火山が噴火したとかの描写を見ることはできるが，

その大きさを評価するのは古文書からは無理である。ま

た，古文書も残っていないような時代・地域だと地震の

発生時期さえ特定するのは困難である。で，どうやって

地震の発生時期と大きさを特定するかというと，今回の

地震でも問題になった地盤の液状化である。大きな地震

の場合，人工の工作物を割って，地面から砂が吹き出し

てくるので，その痕跡からこれらを特定することが可能

だそうだ。 
4 地震予知という学問分野があるが，何時・どこで・ど

の位の規模の地震が発生するという予知は現時点ではで

きていない。「風が吹くと桶屋が儲かる」とか「バタフラ

イ効果」などの単語からもわかるように，物事の因果関

係や，無視できると思われるような微小な変化が，結果

に大きな影響を与えるため，基本的に「予知」は非常に

難しいと考えられている。ただし，内陸型地震の 1 つで

ある火山型地震では，マグマの膨張を監視することで短

期的な予知には成功している。 
5 力×距離をモーメントと呼ぶ 

からマグニチュードは算出され，Mj と表される。最近で

は 2003 年 9 月末6にも計算方法が改訂されている7が，地

震が大きくなるとこの値が頭打ちになることが知られて

おり，大きな地震ではモーメントマグニチュード Mw が

計算され，後に発表されることが多い。 
 
 ■モーメントマグニチュードと震源域の関係 

 マグニチュードは地震のエネルギーの対数と線形関係

にあり，地震のエネルギーE（単位 J）をマグニチュード

M で表すと， 
 log 4.8 1.5= +E M  
となる。エネルギーは 101.5Mに比例するから，M が 1 増

えればエネルギーは約 32 倍8，2 増えればエネルギーは

1000 倍になる。 
 モーメント・マグニチュード Mw が 8 の地震の規模は

100km×50km の断層面が 5m ほどずれるエネルギーにな

る9。Mw6 の地震の規模は，Mw8 のエネルギーの 1/1000
なので，それぞれのサイズが 1/10 である 10km×5km の断

層面が 0.5m ほどずれることになる10。 
 
 ■東北地方太平洋沖地震本震における震源域 

 3/11 に発生した地震の速報値(14 時 46 分)は 7.9 であっ

たが，この値は気象庁マグニチュード Mj の値であり，

当日の内に，モーメントマグニチュード Mw として 8.8
が気象庁から発表された。その 2 日後の 3/13 午後，気象

庁は Mwを 9.0に修正し，500km×200kmの断層が最大 20m
滑ったと発表11している。これだけの面積が滑った後で

あれば，マグニチュードが 6 クラスの余震(10km×5km の

断層が滑る)が多発するのは当然といえば当然である。 
 
 ■震源域の違いから生じる地震動継続時間の違い 

 ところで，これだけの面積が滑ることになる巨大地震

の場合，この震源域が一気に滑るわけではない。滑り始

めた箇所を震源と呼ぶが，そこから 1 秒間に 2.5~3km 位

の速度で滑っていくので，大きな地震ほど，地震動の継

続時間は長くなる。Mw8 だと 30~50 秒ほど，今回の地震

                                                                 
6 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/fig/newm1.pdf 
報道発表資料 平成 15 年 9 月 17 日 気象庁 気象庁マ

グニチュード算出方法の改訂について 
7 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災，1995 年）は発生

当時の Mj は 7.2 であったが，2001 年 4 月の改訂により

7.3 に修正されている。なお，兵庫県南部地震のモーメ

ント・マグニチュード Mw は 6.9。 
8 101.5≒32＝25＝210÷2 なのでマグニチュードが 0.2 増え

るとエネルギーは 2 倍増えることになる。（0.1 増えると

20.5≒1.4 倍）。 
9神奈川県の面積が約 2500km2 なので，Mw8 の地震は神

奈川県の面積の 2 倍が 5m ずれる大きさ。 
10 Mw4 だと 1km×0.5km が 5cm ずれる。 
11「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」につい

て（第 15 報）
http://www.jma.go.jp/jma/press/1103/13b/201103131255.htm
l 
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では 2~3 分間ほど地震動が継続したことになる。 
 図 1 に東北地方太平洋沖地震の本震時（午後 2 時 46
分）に宮城県亘理郡山元町（北緯 37.9 度，東経 140.9 度）

と神奈川県厚木市戸田（北緯 35.4 度，東経 139.4 度）で

観測12された NS 方向13地動加速度14を示す。 
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(b)神奈川県厚木市，NS 成分 

図 1．東北地方太平洋沖地震[MW9.0]での記録地震波 
 
 図 2 に，建築構造で参考にされることの多い，El Centro
地震波

15
（アメリカ，1940 年）と神戸地震波

16
（兵庫県

南部地震，1995 年）の NS 方向地動加速度を示す。図 1，
図 2 ともに横軸は時間を表しているが，図 2 の地震動の

継続時間に比べて図 1 の継続時間が圧倒的に長いことが

わかる
17
。 

 なお，図 1 中に示す日付と時刻は，それぞれの記録地

震波データの開始時間を示しており，厚木市のデータは

宮城県のデータに比べて 45 秒ほど後から記録されたデ

ータになるが，大きな揺れが始まる時刻が，震源から遠

                                                                 
12 図 1 の地震動データは独立行政法人防災科学技術研究

所（http://www.bosai.go.jp/）が公開している強震観測網

(K-NET、KiK-net)による。 
13 NS：南北方向，EW：東西方向，UD：上下方向の 3
方向で記録される 
14加速度の単位 gal は cm/sec2 であり，重力加速度 1G は

980 cm/sec2 なので 980gal になる。 
15 正確には，1940 年 5 月 18 日に起こった Imperial Valley
地震[M6.7]において El Centro で観測された地震波 
16 神戸海洋気象台で観測されたので JMA Kobe と標記さ

れることが多い。 
17 これだけ継続時間が長い（規模が大きい）と，地震の

数え方が難しくなる。実際，今回の地震では 3 箇所で滑

りが発生したと考えられており，その結果，当初 Mw8.8
と言っていた地震の 2 倍の断層面が一度に滑ったと考え

直し，Mw8.8 の 2 倍のエネルギーである Mw9.0 の地震と

いほど遅くなっていることがわかる。このように各地で

観測される地震動を用いて震源を決定することが出来る。 
 

-200

0

200

加
速

度
[g

al
]

35302520151050
時間 [秒]  

(a)El Centro 地震波[M6.7] NS 成分 

-800

-400

0

400

800

加
速

度
[g

al
]

14121086420
時間 [秒]  

(b)JMA Kobe（兵庫県南部地震[Mw6.9]，NS 成分 
図 2．記録地震波 

 
 
 ■地震波の伝播速度と震源の同定 

 波の成分の内，波の進行方向と振動方向が一致する波

を縦波18，波の進行方向と振動方向が直交する波を横波19

と呼ぶ。地震波は固体内を伝播していくため20，縦波も

横波も存在し，縦波を P 波（Primary wave, Pressure wave），
横波を S 波（Secondary wave, Shear wave）と呼ぶ。Primary 
wave, Secondary wave と呼ばれる通り，P 波の方が速度が

速くて最初に到達し，P 波は地表面付近21では 1 秒間に

5km，S 波は 3km 進む。地震が近くで発生した場合，下

から突き上げるような振動が始めに来るが，それが P 波

である。その後，しばらくして横方向に大きな揺れが起

こるが，それが S 波の始まりである。S 波の方が振動が

大きく，主に S 波で揺れている間を主要動と呼び，その

記録波により振動解析や振動実験が行われる。 
 この P 波が到達してから S 波が到達するまでの時間を

S-P 時間と呼び，この時間を用いることで震源までのお

                                                                                                          
いうことになった。 
18 音波など。密度の変化で伝わっていくので疎密波とも

呼ばれる。 
19 小さい頃にやった（？），縄跳びを使ったヘビの動き。

縦波の例としては，トイ・ストーリーにでてくる犬のお

もちゃ（スリンキー・ドッグ）の胴体部分のスプリング

の動き。 
20 気体や液体は横波を伝えられない。（正確には小さす

ぎて観測できないとのことだが）。 
21 硬いほど波の伝播速度は速くなるため，深いほど速く

なる。 
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およその距離を求めることができる22。震源までの距離

を r[km]，S-P 時間を T [秒]とすると，地震発生から P 波

が到達するまでの時間は r／5 秒，S 波は r／3 秒で到達

するので，その差を T とおくと， 
 / 3 / 5 / 7.5= − =T r r r より 7.5=r T  
が得られる。例えば S-P 時間が 10 秒だとすると，

7.5×10=75km 離れたところで地震が発生したことになり，

このような距離を用いて震源を同定することができる。 
 
 ■地震動周波数成分の違い 

 巨大な地震の場合には，先に示したように地震動の継

続時間が長くなるという特徴の他に，地震動に含まれる

長周期成分
23
が増えるという特徴がある。小さな地震の

場合には，短い距離がずれるだけなので短い距離の波し

か起こり得ないが，大きな地震の場合には，長い距離の

波が起こることができ，その結果として，長周期の（ゆ

っくりとした）波の成分が増えることとなる。 
 また，震源域で発生した波は，伝播経路の地盤の影響

を当然受けるが，伝播距離とともに波の大きさは小さく

なっていく。特に，周期の短い波は減衰が大きく，あま

り遠くまで伝わらない24。震源から遠く離れたところで

は，結果的に周期の長い波が残り，背の高い建物や石油

コンビナートなどのゆっくりと振動する建物が被害を受

けることが多い
25
。 

 図 3 に，先に示した 4 つの地震動のランニングスペク

トルを示す。ランニングスペクトルとは，ある時刻まで

に観測された波の周波数成分を時刻歴で示した図であり，

図 3ではその時刻の 10秒前までの加速度データを周波数

分解してその大きさを等高線で表している。横軸が時刻，

縦軸が周波数，そして周波数成分の大きさが等高線で示

される。震源近くの宮城県で観測された地震波には幅広

い範囲の周波数成分が含まれているが，震源から遠く離

れた厚木では高周波の波がほとんど消え去り，1Hz 前後

のゆっくりとした波が大きさもあまり変わらず残ってい

ることがわかる。 
 
 ■緊急地震速報 

 緊急地震速報26は地震の発生直後に，震源に近い地震

                                                                 
22 雷の稲妻（光）と雷鳴（音）の時間差で落雷の位置を

知るのと同じ。 
23 周期的な運動が繰り返される時間間隔を周期と呼び，

単位は時間（通常は秒）で表される。この周期の逆数を

周波数と呼び，単位は 1/秒であるが，通常これを Hz（ヘ

ルツ）で表す。例えば波が周期的にやってきて，その時

間間隔が 5 秒であるとすると，周期は 5 秒，周波数は

0.2Hz（=1÷5）ということになる。 
24 蚊の羽音は周波数が高く，蚊が近くに来ないと聞き取

れないのと同じ。周期が短い（周波数が高い）波は，速

く振動しなければならないため，早く減衰する。 
25 2003 年の十勝沖地震における石油タンクのスロッシ

ングなど 
26 気象庁「緊急地震速報のしくみと予報・警報」

計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模

（マグニチュード）を直ちに推定し，これに基づいて各

地での主要動の到達時刻や震度を予測し，可能な限り素

早く知らせる地震動の予報及び警報である。幾つかの地

震計が観測した P 波を元に推定するため，誤った結果に

なることもあるし，また震源近くでは間に合わない。 
 
 ■震度とは 

 震度とは各地での地震の揺れ方の程度を表す値であり，

正確には震度階（震度階級）と呼ばれる。現在の日本で

使用されている震度階は 1996 年に決められた気象庁震

度階級であり最大が 7 で，5 と 6 に強と弱を付けた 10 段

階で示される。1996 年まで27は現地の気象台職員が体感

した揺れ方や周囲の被害状況から震度を決定し気象庁が

発表していたが，気象台職員の経験や実地調査の必要性

から発表が遅くなることが問題だった。そこで，同年 4
月からは計測震度計により観測し発表されることになっ

た。つまり，それまでは被害状況や体感による値だった

震度が，機械により計測された値に替わったことになる。

この計測された震度の数値を計測震度と呼び，観測点の

加速度計により得られた上下・南北・東西の 3 方向のデ

ジタルデータを処理して求められる28。記録された各方

向の波の周期 1.0～2.5 秒の成分を大きく，他の部分を小

さくするよう重み付けして求めた実数値であり，四捨五

入して震度階級に換算29され発表される。 
 
 ■震度情報の扱われ方 

 観測された震度情報により，下記のようなことが起こ

る。震度 3 以上を観測した場合，震度速報・震源に関す

る情報が発表される。（津波による災害の恐れがあると

予想される場合には津波警報・注意報が出される）。震度

5 弱以上を観測した場合には，推計震度分布図（各地の

震度を地図で表したもの）が発表される。 
 この震度情報を受けた自治体は，自治体による差はあ

るが，震度 4 以上で何らかの動き（例えば第 1 非常体制）

を起こす。また都道府県による違いがあるが，県内に震

度 6 弱以上が観測された場合には災害対策本部を設置す

る場合が多い。つまり実際に被害があったかどうかでは

なく，計測震度により自治体の職員は呼び出しを受ける

ことになる。また，近年に起こった日本海側の地震30で

                                                                                                          
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/eew_naiyo
u.html 
27 兵庫県南部地震の次の年 
28 気象庁「計測震度の算出方法」
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/kaisetsu/calc_sin
do.htm 
29 計測震度を四捨五入して震度階級となる。ただし震度

階級 5 と 6 にある強弱は，例えば 5 弱は計測震度 5 未満

で 4.5 以上，5 強は 5 以上で 5.5 未満が範囲となる。 
30 2007.7 新潟県中越沖地震(M6.8，最大震度 6 強)，2007.3
能登半島地震(M6.9，最大震度 6 強)，2004.10 新潟県中越

地震(M6.8，最大震度 7)など 
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は計測震度のわりに被害が小さかったので，一般の人た

ちの間でも地震を舐めてかかる人が増えてきている31。

                                                                 
31 複雑な事象を 1 つの数値で表すこと自体が難しいこと

であるが，「オオカミが来たぞ」にならないよう，修正し

被害が小さかった理由は，この地方の建物は大雪を考え

て設計されているからであり，雪が積もっていないとき

には十二分の耐震性能を持っているからである。 
                                                                                                          
ていく必要があると思われる。 
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図 3．地震動のランニングスペクトル 
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３．建物の振動 

 
 ■1 自由度系の振動 

 モノが動くことのできる方向を自由度と呼ぶ。1 自由

度系の振動とは，1 方向にしか振動しない状態を考えた

ときの単語であり，高校の物理で習う振り子や，おもり

のついたバネの振動である。おもりの付いたバネを垂ら

して，おもりを少し引っ張って手を離すと，周期的に上

下運動するが，この周期を固有周期と呼び，バネの剛性

を k，質量を mとすると， 

 2 /π=T m k  

で求められる。同様に長さ L の振り子の固有周期 T は，

重力加速度を gとすると， 

 2 /π=T L g  

で求められる。これらは，おもりを少し引っ張った後は

何もしなくても現れる振動であり，自由振動と呼ぶ。一

方，地震動などの動的な外力を強制的にかけ続ける振動

を強制振動と呼び，例えば振り子だと，ぶら下げている

手を無理矢理動かし続けている状態である。ただ，やっ

てみるとわかるように，無茶苦茶に振動させているつも

りでも，振り子は自由振動時の固有周期で大きく揺れる。

それは，固有周期近辺の周波数成分を外力がどの程度含

んでいるかで，振動応答の大きさが決まることを表して

いる。 
 
 ■多自由度系の振動 

 建物が振動するとき，色々なところが色々な方向に揺

れるので，多くの自由度がある振動状態になる。1 層の

建物が 1 方向にのみ揺れると考えるとき，この振動は 1
自由度系の振動として捉えることが可能だが，同様に 2
層の建物が 1 方向にのみ揺れると考えるときには，2 自

由度系の振動と捉えることができる。振り子で考えると，

2 つの振り子をつなげた状態で，1 本のひもの先端と真ん

中におもりが付いている状態である。この振り子の自由

振動状態はどのような状態であるか？ 少し変位を与え

て手を離した状態を考えれば良いが，最初の変位の与え

方には 2 種類ある。2 つのおもりを同じ側に変位させた

場合と，反対側に変位させた場合の 2 種類である。振動

する周期は異なるが，それぞれの場合で安定した自由振

動になることがわかる。つまり，振り子が 2 つのおもり

を持つ場合，2 つの自由振動状態があり，2 つの固有振動

数があることになる。多層の建物は，沢山の固有振動数

があることになる。ただ，この振り子を持つ手を強制的

に揺らしても分かる通り，振り子のおもりが全て同じ側

に振動する状態が最もゆっくりした振動であり，かつ，

変形が大きくなることがわかる。言い換えると，最も揺

れやすい振動状態は，最もゆっくりした振動であり，構

造物の設計にとって最も重要なのは，この変形の大きい

固有周期ということになる。 
 

 ■建物の固有周期 

 先に式で表した通り，最も簡単な 1 自由度系の固有周

期でさえ剛性と質量がわからないと値が求められないが，

昭和 55 年の建設省告示第 1793 号（最終改正は平成 19
年）には，建物の設計用 1 次固有周期 T[秒]を求める次の

簡易な式が載っている。 

 (0.02 0.01 )T h α= +  

ここに h は当該建物の高さ（単位 m），αは当該建物のう

ち柱及びはりの大部分が木造あるいは鉄骨造である階

（地階を除く。）の高さの合計の h に対する比とされてい

る。簡単に書けば，純鉄筋コンクリート構造だと 0.02h，
純鉄骨構造や木造だと 0.03h で固有周期が求められる。

この式は，実在の建物の固有周期を測定して求められた

回帰式であり，当たらずとも遠からずの値が得られる。

例えば鉄筋コンクリート造 15 階建だと，一層を 3m と仮

定すると，建物高さ hは 45m となり，0.02×45=0.9 秒が

固有周期として求められる。 
 
 ■地震動を受ける建物 

 建物が地震動により強制加振されるとき，建物の固有

周期近辺の周波数成分を地震動が多く持っているほど，

建物は大きく揺れることになる。図 3(b)に示した兵庫県

南部地震での地震波記録のランニングスペクトルでは 2
～3Hz 近辺の周波数成分が大きいことがわかるが，この

周波数範囲は木造住宅の固有周波数とほぼ一致しており，

そのため当該地震では多くの木造住宅が倒壊してしまっ

た。 
 また，地震動を受けることで建物も影響を受けること

もある。例えば建物の何処かが傷むと，建物の剛性が下

がるために固有周期が長くなり，その長くなった周期の

地震動成分に反応することになる。 
 
 ■地震動応答のシミュレーション 

 地震動を受ける建物の挙動を予め知るには，数値解析

的に模擬する必要がある。そのためには，①地震発生箇

所と考えられる地震動の周波数成分と②伝播経路上の地

盤の性状から，③建物敷地で発生すると考えられる地震

動の成分を明らかにした上で，④適正にモデル化した建

物について地震応答解析を行う必要がある。これまで①

～③の地震動について詳しく述べてきたが，④の建物に

関しても一筋縄ではいかない。鉄筋コンクリートはコン

クリート32と鉄筋からなる複合材料だし，鉄骨構造は鉄

骨自体は工場生産されるが，その組み立ては現場で行わ

れるため，溶接の性能が一定である保証はないし33，木

                                                                 
32 コンクリート自体が，セメント・骨材・水・混和剤か

らなる複合材料であり，一定の品質を作るのは難しい。 
33 なるべく現場では溶接せず，現場では安定した性能を

出す高力ボルト接合のみで施工できるよう設計された構

地震動と建築構造設計
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造は天然素材なので，湿度によっても変化するし34，そ

もそも建物内部に入っている人や物によって質量も変わ

るので固有振動数も変わるし，モデル化自体がナンセン

スな気もしてくる。地震応答解析とは，その建物モデル

に地震動波形を入れて，建物の応答を時間軸に沿って解

析することであるが，そもそも，このような解析ができ

るようになったのは，コンピュータが開発された近年の

ことである。人間は，大昔から建物に住んでいるが，そ

の建物をつくるのに，このような面倒なことはしていな

い。また，限られた人だけが建物を作るわけではない。

土木構造物のように国や地方が主体となって作る大がか

りなモノでもなく，機械のように少数の人が小品目大量

生産を行っているわけではない。多数の人が多数の家・

建物を一品生産できるよう，高校生レベルの数学で設計

できる35ようにするのが，建築構造工学の役割である36。 
 
 ■建築構造設計における地震動の扱い方 

 では地震動を受けた建物の構造設計をどのように考え

ているかというと，動的な力ではなく静的な力に置き換

えて37設計する。その方法は建築基準法施行令第 88 条お

よび建設省告示により定められており， 
・地震発生の地域格差 
・建物と地盤の固有周期の関係 
・建物の上の方がよく揺れること 
を考慮した水平方向の力を建物に与えて，部材断面内に

生じる断面力を求め，材料的な安全を確認することにな

る。 
 
 ■地震地域係数 

 地震発生の地域格差は地震地域係数 Z を用いて表され

る。地域ごとに，地震がどの程度の頻度で起こり，その

震害がどの程度であったかを表す値であり，1.0～0.7 の

範囲で与えられる。「この辺りはあんまり地震が起こらな

いから考える地震力は小さくても良いよね」という話で

ある。地震が起こらないと考えられる地域では Z の値を

小さくしてあるが，経験値で決まった値であり，2005 年

3 月の福岡県西方沖地震では Z を 0.8 として設計された

地域をおそったため，最大震度 6 弱であったが，結構な

被害が出た38。 

                                                                                                          
造物もある。 
34 木造の接合部は大工さんの腕に因るところが大きい

が，近年ではプレカットといって，機械加工した接合部

を用いる建物が多くなっている。品質の安定という意味

では好ましいと考えられる。 
35 基本的な建物の構造の話。大学で学ぶ，微積の理論や

偏分・変分などは必要なくて，電卓をたたけば計算でき

るようになっている。無論，コンピュータでなければ解

けない（設計できない）建物もある。 
36 というわけで，普通の工学分野の人たちから考えると

不思議な計算を建築の世界では現在も行っている。 
37 動的な地震動を静的に置き換えた力を地震力と呼ぶ。 
38 こういう場合，地震の空白域と呼ぶ。殆どの地域では

 ■地盤と建物の共振（長周期地震動への問題点） 

 建物の固有周期と地盤の関係は，地盤が固いほど，建

物の固有周期が長いほど小さくなる振動特性係数 Rt と

いう値を用いて表されている。埋め立て地などの地盤が

軟らかいところでは建物の震害が大きいので，大きな力

に耐えるように作っておこうという話と，固有周期が長

い建物の方が固有周期の短い建物に比べて応答加速度が

小さいという事実から作られた指標である。この指標か

らは建物の固有周期を長くすると，建物に入力される地

震動が低減されると考えられることになるので，免震構

造など周期を延ばす装置を入れた構造物の有効性の根拠

となっている。しかしながら，どの程度の周期であれば

応答が小さくなると言えるのか，これまでに39観測され

た地震波で作られた振動特性係数なので，大きな地震に

対して有効なのかが不明であった。ということが広く世

間に知らされたのが 2005 年の NHK の番組40で，それま

で地震の規模と地震の周波数特性の関係については殆ど

意識されてなかった。内容は先に述べたモーメントマグ

ニチュードと断層面のずれ量の話で，地震の規模が大き

くなるほど地震動の長周期成分が増えることであり，近

年，色々な公的な
41
動きが出始めていた42。 

 
 ■構造材と非構造材 

 構造設計の対象となっている部材を構造材，対象とな

っていない部材を非構造材と呼ぶ。構造材には，柱や梁，

床，耐力壁，基礎などが含まれ，頻繁に起こる小さな地

震に対しては無損傷，極めて稀に起こる大きな地震に対

しては人命を損なわないように設計される。一方，非構

造材は吊り天井や薄い壁などであり，地震が来たときの

挙動を通常考慮しない。JIS に従って生産された素材・

部材を，建築工事監理指針等に従って施工していれば問

題ないとされる。また，非構造材で，薄い壁というのも

なかなか微妙な表現だが，構造物の地震時の挙動に関係

がない位に薄いという意味である。モノを作るときに，

不安であれば固く強く作れば問題ないという発想もある

が，それは間違っている。例えば鉄筋コンクリート構造

                                                                                                          
Z が 1.0 になっており，それに比べて強度が 2 割少ない

建物になっている。 
39 世界で初めて地震動の強震記録が残されたのが 1933
年のロングビーチ地震であり，日本で強震観測が始まっ

たのは 1953 年である。 
40 サイエンス ZERO「巨大構造物を襲う謎の長周期地震

動（最新の地震研究）」2005 年 10 月 
41 研究レベルではもう少し前からある 
42 国土交通省では昨年 2010 年 12 月 21 日付けで“「超高

層建築物等における長周期地震動への対策試案につい

て」に関するご意見募集について”を発表し，超高層建築

物に対する対策について意見を募集していた。 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000218.html 
 それに対して，日本建築学会では震災 1 週間前の 2011
年 3 月 4 日に長周期地震動対策に関する公開研究集会を

開いており，まさに，長周期地震動対策に乗り出したと

ころであった。 
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でできたマンションの室内を間仕切りする場合，木造の

パネルで作れば問題ないと考えられるが，鉄筋コンクリ

ートの壁で間仕切りをすると，これが構造全体に影響を

与えないとは言えない。 
 現在では広く周知されたため，問題のある建物も少な

くなったが，1968 年の十勝沖地震の際に多数見られた，

鉄筋コンクリート造小中学校校舎の腰壁・垂れ壁の話は

有名である。構造設計で考慮されていない腰壁や垂れ壁

が柱の横方向の変形を拘束したため柱が短くなり，せん

断破壊43した柱が多数見られた。つまり，設計されてい

ない部材（腰壁や垂れ壁）のために，設計された部材が

破壊したわけである。このことから，1971 年には鉄筋コ

ンクリート構造設計規準が改訂され，柱の帯筋44間隔が

狭められ，曲げ降伏をせん断降伏より先行させるという

考え方が導入された。 
 
 ■新耐震と旧耐震 

 現在建設されている建築物の殆どは 1981年 6月に改正

された建築基準法に則って建てられており，先に述べた

地域係数 Z や振動特性係数 Rt などを定めた建設省告示

もこの前年である 1980 年に出されている。この 1981 年

以降に適用されている耐震基準を「新耐震」と呼び，建

築物の新旧を見る１つの目安となっている45。これ以前

に建設され，その後に耐震改修46を行っていない建築物

は，現在の耐震基準に合っていないので既存不適格と呼

ばれ問題とされてきたが，1995 年の兵庫県南部地震の際

に，この旧耐震47の建物に被害が多かったことから「建

築物の耐震改修の促進に関する法律」が同年制定された。

これを受けて，公共建築物（特に学校建築物）の耐震診

断と耐震改修が全国的に行われ，耐震化率の全国平均は，

住宅では 79%(2008 年)，公立小中学校では 73.3%(2010
年 4 月)，防災拠点となる公共施設などでは 70.9%(2010
年 3 月)となっており48，また，東海・東南海地震の発生

が懸念される神奈川県や静岡県では耐震化率が高く，公

                                                                 
43 曲がるのではなく，せん断により破壊されること。通

常の構造解析で用いる梁要素はせん断変形を考慮しない

定式化をしており，短い部材（長さ÷せいが 2~3 未満）

に使うことはできない・・・ということを学んでいない。 
44 柱の柱方向に入っている鉄筋を主筋と呼ぶ。この主筋

を囲うように取り付けられた鉄筋が帯筋であり，この帯

筋により主筋の内側にあるコンクリートが外に飛び出な

いよう拘束することになる。この帯筋が少ないと，中の

コンクリートが地震時に出てしまって，鉛直方向の荷重

に耐えられず，構造物が崩壊することになる。 
45 2000 年にも改正されているが，設計法が色々と選択で

きるようになったことがメインで，建物の耐震性は大き

く変わっていない。 
46 現在の耐震基準に合うように改修すること。 
47 1950 年に市街地建築物法を廃止し，建築基準法が施行

された。旧耐震は，この 1950 年の建築基準法施行令に従

った耐震設計を指す。 
48 国土交通省：耐震化の進捗について

http://www.mlit.go.jp/common/000133730.pdf 

立小中学校の耐震化率はそれぞれ 96.1%と 94.3%となっ

ている。 
 
 ■これからの構造設計に求められること 

 新耐震で設計された構造物の地震に対する被害は小さ

く，日本の耐震基準は世界に誇れる基準だと言える。た

だこれは，構造設計の対象となった構造部材に対する見

方であり，天井材落下による死傷者が出ている現状を見

ると，非構造材に対する設計49を見直さなければならな

い時期に来ているのは確かである。設備配管も地震によ

る被害を受けており，これらも将来的には耐震設計の対

象となるかもしれない。 
 また，既存不適格の建物の多くが耐震改修されていな

い現状を見ると，安価な耐震補強方法の開発が喫緊の課

題だと感じる。 
 

４．まとめ 
 
 私が住んでいるマンション

50
近くのデパートで避難訓

練を行っていた。館内放送で「この建物は耐震設計され

ているので大丈夫です。急がず避難してください。」と流

れていたが，耐震設計されていない建物はない。設計さ

れた年が最も重要である。 
 「建築は雑学の集大成である」と，昔，お世話になっ

た先生に教えられた。本稿では，地震と地震動，マグニ

チュードと（計測）震度，震源域と地震動の周波数特性

の関係など地震関係のキーワードと，現行の耐震基準の

トピックスをまとめた。 
 起こっていることを正しく理解するには，様々な雑学

が必要である。地震動について，その端緒となれば幸い

である。 
 なお，未知の巨大な外力（地震動など）に耐える建物

を作るには，強度に充分な余裕を持った設計をすれば良

い。建築物は基本的には一品生産であるため，建設価格

に占める建材費の割合は小さく，マンションの場合であ

れば強度を 1.5 倍にしても販売価格は数パーセント増え

るか増えないかの程度だと聞いた。設計基準は満たさな

ければならない最小の基準である。多少の余裕をもった

設計が望まれる。 
 
謝辞 
 本解説で使用した東北地方太平洋沖地震の地震波は，

独立行政法人  防災科学技術研究所の強震記録(K-NET)
を使用させていただいた。ここに記して謝意を表す。 
 
 

                                                                 
49 非構造材も構造設計すると構造材になってしまうが。 
50 厚木市近くにある高さ 45m 程度の鉄骨鉄筋コンクリ

ート造の建物。本文中で述べた通り，固有周期は 0.9 秒

程度になり，図 3(d)に示す 1Hz 近辺の入力に反応し，非

常に揺れた。 
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図 2  第 2 期埋立地図 

2011 年東日本大震災による浦安地域の液状化被害調査報告 
金 哲鎬*1 藤井 衛*2 小川 正宏*3 

 
Survey Report of Liquefaction Damage of Urayasu Area 

by the Eastern Japan Great Earthquake in 2011 
 

by 
 

Cholho KIM*1, Mamoru FUJII*2 and Masahiro OGAWA*3 
(Received on Jun.3, 2011) 

 
Abstract 

The eastern Japan great earthquake struck from the northeast to the whole area of Kanto with a magnitude of 
9.0, maximum seismic intensity 7 (Miyagi Prefecture Kurihara city) on March 11th ,2011. Seismic hazards such as 
tsunami and liquefaction have especially affected detached houses. Right now, in spite of announcement #1113 of 
the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation which addresses the possibilities of Liquefaction, 
organized/systematic measure of Liquefaction has hardly been accomplished for detached houses. The authors 
aimed to investigate and analyze the damage by liquefaction in Urayasu, Chiba Prefecture, where much 
liquefaction damage has occurred. 
 
Keywords: Earthquake, Liquefaction, Subsidence, Groundwater level, Detached Houses, Urayasu 
 

1. はじめに 
 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃，マグニチュード 9.0，
最大震度 7(宮城県栗原市)の東北地方太平洋沖地震が発

生し，東北から関東に至る全域に甚大な被害をもたらし

た。特に戸建住宅の被害が多く，地震や津波による直接

的な被害(倒壊，流失)を免れた地域でも，液状化現象に

よる被害を受けた地域がある．戸建住宅の設計では，国

土交通省告示第 1113 号において，地震時に液状化するお

それのある地盤の場合は，建築物に有害な変形や沈下が

生じないことを確かめることを義務づけている．しかし，

液状化の対策はほとんどされていないのが現状である．

そこで筆者らは，液状化による被害の多かった千葉県浦

安地域に着目し，現地調査を行なったのでここに報告す

る． 
 

2. 浦安市の埋立ての歴史 1) 

 
 浦安市は，総面積 4.43km2 であったが，戦後から海面

埋立て事業が始まり，現在は総面積 16.98km2 となってい

る。浦安市の第 1 期埋立事業は，千葉県開発庁(現企業庁)
が行った事業で，昭和 39 年に着工，昭和 50 年に完成し，

住宅用地・工業用地・レクリエーション用地の 3 つから

構成されていた。第 1 期埋立地と土地利用構想は図 1 の

通りである。第 2 期埋立事業は，昭和 47 年に着工し，昭

和 55 年に完成している。第 2 期埋立地と土地利用構想は

図 1 の通りである．このうち，日の出・明海地区につい

ては，日本住宅公団(現都市基盤整備公団)が昭和 60 年に

土地区画整理事業認可を受けて住宅地開発を始めた．  

昭和 63 年には県企業庁，市，住宅・都市整備公団(現都

市基盤整備)による「浦安Ⅱ期地区街づくり懇談会」など

が開催され，これらを踏まえ，平成 7 年に「浦安地区第

二期埋立地住宅地基本計画」が策定された．図 1 は第 1
期，図 2 は第 2 期埋立地図で，各地の埋立年代を表 1 に

示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  第 1 期埋立地図 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*1 総合理工学研究科総合理工学専攻 
*2 工学部建築学科教授  工博 
*3 報国エンジニアリング株式会社 
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表 1 各地区の埋立年代 

 

3. 概要 

 大地震によって起こる地盤の液状化による被害は，数多

く報告されている。1964 年の新潟地震，1995 年の阪神淡路

大震災をはじめ，2000 年の鳥取県西部地震，2004 年の新潟

中越地震，2005 年の福岡県西方沖地震，宮城県沖地震，2007
年の能登半島地震，新潟中越沖地震などで，液状化による

被害が報告されている。また、海外からも被害が報告され

ており，今年 2 月のクライストチャーチ大地震では大規模

な液状化による被害が見られた．今回の東日本大震災で起

こった液状化による被害は，青森県から神奈川県まで，震

度 5 強以上を観測した地域が広範囲に確認された。特に首

都圏湾岸地域で大規模な液状化が生じた．浦安市では，液

状化による被災者数：96,473 人(37,023 世帯)，液状化が発

生した面積：約 14km2(浦安市面積の 8 割強)，噴出砂量 10~15
万 m3 と報告されている。約 7 万 3000 戸のうち，水道は約

3 万 3000 世帯，下水は約 1 万 1000 世帯で使えなくなるな

ど，ライフラインが大きな被害を受けた．応急復旧したの

が 4 月 15 日であり，復旧まで 1 カ月以上もの期間を要した。

阪神大震災でも神戸港の埋立地を中心に大規模な液状化が

生じているが，埋立地の液状化に対する危険性が改めて確

認された．液状化した箇所が，再び液状化する再液状化の

防止のために，今後の適切な対策が必要である．浦安の埋

立地の地盤で，今後も起こり得る液状化現象について調査

を行い，今回液状化被害を受けた地域の現地を調査し，今

後の液状化の可能性の程度を把握するために，図 3｢浦安市

地域別液状化被害エリアマップ｣としてとりまとめた． 
 

4. 浦安市内の液状化被害状況 

4.1 道路及び歩道等の液状化被害 

東日本大震災の翌日の 3 月 12 日と 15 日以後の 3 日間に

わたり，噴砂が積もり砂埃が舞い上がる浦安地域の液状化

の被害を現地調査した。宮城県三陸沖で発生した地震によ

り，浦安地域では震度 5 強の強い揺れが観測され，埋立地

全体で液状化が生じたように報じられていた．しかし，実

際はエリアによって被害状況に明らかに差があった．国道

357 号から東京湾側の第 1 期，第 2 期埋立地の被害が特に

大きく，埋立地でない昔からの土地はほとんど液状化現象

は見られなかった．写真 1~3 は，液状化現象により道路や

歩道が崩壊，亀裂からあたり一面が噴砂で被われた状態，

写真 4 は浦安市日の出地区で歩道のマンホールが地上に突

出した状態である． 
 

第 1 期埋立地および千鳥地区では液状化による沈下，噴

砂が確認され，建物にも被害が見受けられた．新浦安駅前

の入船，美浜地区は地表面の液状化の被害が大きく，港地

区の液状化の被害は比較的少なかった．第 2 期埋立地の明

海，日の出地区では内陸部に液状化の被害が多く見られた

にも関わらず海側の高洲海浜公園，日の出地区内の浦安墓

地公園での液状化の地表面に及ぼした被害は比較的少なか

った。また，日の出地区の堤防付近では、写真 5 のように

一部に液状化の影響によると考えられる陥没が見られた．

図 3 に液状化が地表面に影響を及ぼしたエリアを斜線部で

示した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 1 歩道の亀裂から噴き出た泥で電柱が埋まった状態 

(千鳥地区) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 2 道路の亀裂から泥が噴き出た状態 

(千鳥地区) 

 
 
 

埋立年 地区 

1968 年 (昭和 43 年) 東野，富岡，今川，弁天，鉄鋼団地

1971 年 (昭和 46 年) 海楽，美浜，入船 

1975 年 (昭和 50 年) 舞浜 

1978 年 (昭和 53 年) 日の出，明海 

1979 年 (昭和 54 年) 港，千鳥 

1980 年 (昭和 55 年) 高洲 

1981 年 (昭和 56 年) 千鳥の一部 
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写真 3 堤防側の歩道に亀裂による段差 

(今川地区) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 4 歩道上に突出したマンホール 

(日の出地区) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 5 堤防付近の陥没 

(日の出地区) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 浦安市地域別液状化被害エリアマップ 

(斜線部分は液状化が地表面に影響を及ぼしたエリア) 

 

写真 6 に，富士見地区(左側)と東野地区(右側)の境界部で，

の図 4 に断面図を示す．向かって右側が東野地区(埋立地)
である．埋立地側の道路は，旧堤防天端高さに合わせて埋

立造成されている．計測した場所は、東海大学付属浦安高

校（右側）前で，中央の旧堤防との高低差は約 80cm であ

った． 
液状化の程度の違いは明確で，東野地区（写真 6，右側）

の埋立地の歩道で液状化による噴砂が見られているにも関

わらず，道路を挟んで向かい合っている，昔からの住宅地

である富士見地区（写真 6，左側）では，まったくと言っ

ていいほど液状化の痕跡が見られなかった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 6 中央が埋立地境界付近 

(右側が東海大学付属浦安高等学校) 

 

 
 
 
 
 
 
 
図 4 埋立地境界部断面図 (断面位置を図 5 に示す) 
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南北方向

東西方向

上下方向

断面図位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5 埋立地境界部断面図位置 

 

4.2 建物の液状化被害 

 液状化による建物被害も道路や歩道と同じく，場所によ

って被害に差があった。東京湾側の埋立地，特に第 1 期埋

立地では，舞浜，東野，海楽，弁天，富岡，美浜のほとん

どの宅地で液状化が発生していた．第 2 期埋立地の高洲，

明海，日の出地区の一部では液状化被害が確認できず，地

表面に及ぼした程度をみる限りでは，第 2 期埋立地より第

1 期埋立地の被害が大きい印象だった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 7 液状化による不同沈下が見られる交番 

(富岡地区) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 8 噴砂と沈下により傾いた工場外壁 

(千鳥地区) 

 
 

写真 7 に噴砂と沈下によりドアの一部が埋まっている富

岡交番，写真 8 に外壁が大きく傾いている千鳥地区の工場

の写真を示す．両写真とも，液状化による沈下と大量の噴

砂が確認できる。調査したエリアの宅地でも，同様に液状

化による沈下と大量の噴砂が見られた． 
世界最大級のマグニチュード 9.0，最大震度 7，浦安地

域においては震度 5 強という規模の大地震にもかかわら

ず．地震力による浦安地域の建物の損傷は，液状化の被

害程度に比べ小さい印象を受けた．建築物に大きな被害

を与えるとされる，周期 1~2 秒の地震波があまり強くな

かったことが，地震波の分析により判明したという報告

がある．震度 7 を記録した宮城県栗原市や，震度 6 強だ

った仙台市で得られた周期 1~2 秒の波の強さは，約 30
万棟が全半壊した阪神大震災の時に比べ 2~3 割程度の強

さであった．今回の地震で強かった周期 1 秒以下の地震

波が強いと，室内の物は揺れるが建物には影響が少ない

とされている．しかし，液状化による被害が大きかった

のは，マグニチュードの大きい地震特有の長く大きな揺

れにより，液状化の発生範囲が拡大したことが原因と思

われる．観測では，300 秒近く揺れが続いた記録が残っ

ている．図 6 に浦安市で観測された地震波を示す．最大

加速度は 157gal，地震動継続時間は約 5 分間であり，長

く揺れたことが確認できる． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 浦安市観測地震波(K-net による) 

 
 

埋立地境界ライン 
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写真 9 抜け上がった大型ショッピングセンター 

(入船地区) 
 

写真 9 の入船地区にある大型ショッピングセンターは，

サンドコンパクションパイル(SCP)工法による改良を行

っており，周辺道路で噴砂跡は見られたものの，敷地内

に生じた段差はわずかであった．それに対して，明海地

区にある大型ショッピングセンターは杭による補強を行

っており，建物の被害はほとんどないが，周辺地盤に液

状化による沈下が生じているため大きな段差が生じてい

る．液状化による地盤の沈下に対しては，SCP 工法によ

る地盤改良のほうが被害が少ない結果となった． 
舞浜の東京ディズニーランドでは，周辺や駐車場の一

部で液状化現象が確認されているが，こちらも敷地内に

SCP 工法による改良が行われており，テーマパーク内の

建物に被害はなかった様子である。駐車場に関しては，

地盤改良が行われていないということである． 
住宅地では今川，弁天，富岡，美浜地区の被害が大き

く，傾斜した家屋も見られた．今川地区では図 7 のよう

に，宅地中央部に向かって沈下している状況が多く見ら

れた。しかし，弁天地区内の公団団地内では被害が少な

い様子であった。おそらくは建設時に，何らかの地盤改

良を行っているものと思われる． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 建物傾斜状況 

 
第 2 期埋立地では，前述した千鳥地区以外では，高洲，

明海，日の出で液状化の跡を確認したが，建物に対する

被害はそれほど大きくない印象であった．抜け上がりが

多く見られたため，何らかの地盤改良もしくは補強が行

われていると考えられる． 
 

5. 浦安市の地盤 

5.1 浦安市の地形 

浦安市は，千葉県の最西端の地域であり，この地域は

東京(江戸)に隣接する地域として江戸期からその影響を

強く受け，産業の興隆があり，明治以降の近代化の中で

も千葉県の産業，文化の先進地となってきた．関東大震

災(1923 年)以降は都市化の進行がみられるようになり，

農業上の変化もみられた。1950 年以降，急激な人口増加

が続くようになり，急速かつ大規模な地域変容を遂げて

きた．この地域は農業地域であり，住宅地域であり，工

業地域であり，流通やレジャーの拠点としてきわめて多

様な土地利用が進行している． 
これらの土地利用に応ずるため海面が埋め立てられ，

切土・盛土が行われ，埋立面積は今や広大なものになっ

ている。河川は改修され放水路もつくられた．こうした

地形の性質，自然の特性を無視した土地利用は災害を招

く可能性がある．広域地盤沈下を起こしたのもこの地域

であり，多くの水害を経験しているのもこの地域である． 
江戸川放水路以西の埋立地は，地形分類上｢浦安埋立

地｣に分類される．この地区は江戸川河口に隣接し，埋立

地周辺の土砂は埋立材料に適さないシルト質のものが多

く，他地区からの良質土砂を多量に搬入して造成された。

富岡地区では昭和 45 年以来すでに 70cm を超える沈下が

あるが，これは埋立てに伴う沈下と，厚い沖積層に由来

するものと思われる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 浦安市地形区分図 

 
図 8 に浦安市の地形分類図を示す．地域としては浦安

低地もしくは浦安埋立地に属している．主な地形区分は

埋立地であるが，それ以外にも盛土造成された人工地形

が多く見受けられる． 
 
5.2 浦安市の地盤データ 

液状化の被害が大きい，今川地区で実施したスウェー

デン式サウンディング(SWS)試験結果を図 9 に示す．建

物建築前の 2010 年 9 月，震災後の 2011 年 4 月 5 日に，

ほぼ同地点において試験を行った結果である。震災前の

データを青色で，震災後のデータを赤色で表している． 
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SWS 試験とは，原位置における貫入抵抗(地盤の硬軟お

よび締り具合)や土層構成などを調べ，支持力を推定する

ためのデータを得るために行う試験で，戸建住宅用の地

盤調査として広く用いられている．先端にスクリューポ

イントを取り付けたロッドの頭部に，1kN までの荷重を

加えて貫入させ，貫入が止まったらハンドルに回転を加

えて貫入させていく．荷重に対する貫入量と，回転数と

貫入量を計測する試験である． 
表層部から深度 2m 程度まで，やや締まった層が確認

された．これは，埋立造成時の埋土と考えられる．埋土

以深は軟弱層が連続しており，深度 5.5m までは荷重を加

えただけで，ロッドが貫入していく状態であった．おそ

らくはこの軟弱層が液状化したものと考えられる．深度

10m 程度に達すると，堅固な層が現れ貫入不能となった。

比較すると，液状化前後で明確な差は見られなかった．

なお，SWS 試験孔を利用して交流式比抵抗水位計で地下

水位を測定したところ，地表面から 1.10m と非常に浅い

位置にあった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 SWS 試験データ(浦安市今川地区) 

 

次に，同宅地内で行った三成分コーン(CPT)試験結果を

示す．この試験は，センサー付きのコーンを地盤に貫入

させ，先端抵抗値，周面摩擦，間隙水圧を測定する．そ

の値を用い，各種地盤定数および土質分類指数 IC などの

算出を行う試験である．直接ではないが土質が判別でき，

SWS 試験に比べ精度の高い調査結果が得られるという

メリットがある．また，計測を 1cm ごとに行うため，連

続してデータを得ることができ，薄い層を判別すること

ができる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 CPT 試験測定データ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 CPT 試験結果から算出した各種地盤定数 

 
図 10 に CPT 試験の測定データ，図 11 に算出した各種

地盤定数を示す．先端抵抗値は SWS 試験結果と同様，深

度 2.0m までやや締まった層が見られ，深度 5.5m までは

軟弱層が見られる．深度 10.1m で，堅固層に当たり試験

終了となった．土質判断の一つの目安となる，周面摩擦

は軟弱層では非常に小さくなっている．そのため，土質

分類指数からの土質判定は，砂質シルトという結果にな

った．その下の層はシルト質砂~砂と判定されている． 
震災後に標準貫入試験を行った結果を図 10 に示す．住

所は今川 1 丁目で，震災後に液状化現象による噴砂が発

生した宅地である．噴砂に伴い住宅が傾斜しており，室

内レベルを測定すると，建物の最大レベル差が 170mm，

傾斜は 12/1000 を超えていた．図 12 のボーリングデータ

に示されるとおり，他の地盤調査と同様 10m 付近に中間

層が見られるが，それ以深は軟弱層が続く．おそらく，

液状化が発生したのは深度 7.8m までに存在するシルト

質細砂と思われる。そこで，各層に対して粒度試験また

は細粒分含有率試験を実施し，事前に付近で採取した噴

砂と比較することとした．粒度試験結果一覧表を表 2 に，

細粒分含有率試験結果を一覧表を表 3 に示す． 
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シルト質

砂

砂質

シルト

シルト質

細砂

砂質

シルト

シルト質

細砂

土粒子の密度

ρ s g/cm3

自然含水比Wn % 20.8 40.2 38.7 47.7 36.9

礫分(2～75mm) % 0.6 0 0.1 0 0.5

砂分(75μm～2mm) % 65.7 38.6 77.5 37.9 76.8

シルト分(5～75μm) % 23.8 53.4 15.9 43 16.2

粘土分(5μｍ未満) % 9.9 8 6.5 19.1 6.5

SF CsS SF CsS SF

2.742

分類記号

一

般

粒

度

噴砂

試料

地  層  名

土質区分

2.695 2.685 2.685 2.690

試　料　番　号 P1 P2 P3 P4
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砂
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砂分(75μm以上) % 66.3 38.6 77.6 37.9 77.3
細粒分(75μm以下) % 33.7 61.4 22.4 62.1 22.7

粒

度
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地  層  名

土質区分

噴砂
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細砂
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粘土質

シルト

砂分(75μm以上) % 54.3 91.8 47.9 56 22.9 1.7

細粒分(75μm以下) % 45.7 8.2 52.1 44 77.1 98.3

試　料　番　号

採取深度(GL　m)

地  層  名

土質区分

粒

度

表 2 粒度試験結果一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3 細粒分含有率試験結果一覧表 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
噴砂は土質区分では｢シルト質砂｣となっているため，

土質区分で近いのは試料番号 P2(深度 3.15~3.45m)もしく

は P4(-5.15~-5.45m)である．しかし，地下水とともに地上

に上がってくるまでの間に，礫や砂などの粒径が大きい

粒子は沈みやすく，シルトや粘土などの比表面積が大き

い粒子は運ばれやすい分級作用を受けた可能性が高い．

よって，噴砂の粘性分 10%未満と少なくなったのは，水

と一緒に流され，噴砂は細粒分が多くなったと考えられ

る．十勝沖地震で生じた埋立地の液状化でも，シルト分

を多く含む噴砂が採取されており，この傾向は埋立地の

液状化で生じた噴砂の特徴とされている。これについて

は，今後検討を続けていきたい． 
図 12 のボーリングデータを基に，液状化判定計算を行

った結果を図 13 に示す．計算に使用したソフトは中央開

発社製｢CKC-Liq｣，用いた設定条件は，今回の地震のデ

ータから設定マグニチュード 9，計測された最大水平加

速度が 157gal のため，160gal として「建築基礎構造設計

指針」に基づき計算した．計算結果は PL 値は 7.90 であ

り，[液状化危険度が高い]となった．液状化現象に伴う

噴砂が発生し，液状化前後で粒度分布の変化や，相対密

度に変化が起こるなど地盤の状態が変わっている可能性

が高いことから，実際の危険度とは必ずしも一致しない

と考えられる．液状化した地盤が再び液状化可能性があ

るということが指摘されていることから，何かしらの対

策を取っておくことが望ましい．液状化前の計算は行っ

ていないが，図 7 の SWS 試験データの比較では，液状化

後の方がやや締まっている傾向にあることから，液状化

前の危険度が現在より高かったと考えられる．また，現

在の液状化判定計算が，決して安全側ではないことに留

意して地盤にあった基礎の選定をする必要がある． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 今川 1 丁目ボーリングデータ 
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図 13 今川 1 丁目液状化判定結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.ま と め 

 
今回、東日本大震災による浦安市の現地調査を行った

が，場所によって液状化の被害の程度が異なり，明らか

に埋立地に集中していた．これらは，軟弱層厚や土質， 

地下水位などの地質構造との関係が深いと考えられる．

また，液状化対策の地盤改良工事が行われていた，ディ

ズニーランドの敷地内などの被害はほとんど確認できな

かった．  
液状化などの地盤リスクに備えるためには，地盤の硬

軟，締まり具合だけでなく，土質と地下水位の情報は必

要である．また，液状化の対策は今後の地盤災害を防ぐ

ためにも必要不可欠となるであろう．なお，本研究室(藤
井研究室)では，液状化判定に欠かせない地下水位を測定

するため，スウェーデン式サウンディング試験孔を利用

した，簡便で精度の高い地下水位測定法の研究開発や，

電気比抵抗法による土質の判別法の研究を進めている． 
今回の調査で，液状化の判定に用いるパラメーターの

標準値が，決して安全側でないことが検証された。また，

適切な地盤改良工事を行ったところでは，家屋の液状化

被害が起こらなかったり，被害が小さいということがわ

かった．従って，次のステップでは，戸建住宅を対象と

した地盤改良工法による液状化被害程度の違いについて

検証したいと考えている． 
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Abstract 
This project is a social contribution activity of Tokai University Student Project Center. This Donguri House was 

designed in the technology with new wooden architecture by 3.11 Life Care Project team and constructed in Ofunato 
City. This report introduces the project and the technical outline of architecture. 

 
 
 

Keywords: Wooden architecture, 3.11 Life Care Project,Donguri House 
 

1．はじめに 
 

本プロジェクトは,2011 年 3月 11 日に発生した東日本

大震災における被災地の生活復興に向け,学生や教職員

を中心に幅広いネットワークを活かし,支援活動を行う

ことを目的とし,東海大学チャレンジセンターの特別プ

ロジェクト「3.11 生活復興支援プロジェクト」として発

足した. 

本プロジェクトの目的や意義,そして活動全体の概要,

さらに応急住宅チームが企画開発した仮設建築モデルで

ある「どんぐりハウス」の概要,およびその仮設建築モデ

ルを用いて実現させた仮設公民館の一連の活動について

解説する(Fig.1). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Completion 

*1 工学部建築学科教授  

*2 工学研究科建築学専攻 修士課程  

*3  工学部建築学科 学部生  

*4 工学部電気電子工学科 学部生 

*5 総合理工学研究科総合理工学専攻 博士課程 

*6 工学部建築学科准教授 

*7  東海大学チャレンジセンター 

東海大学紀要工学部
vol.51,No1,2011,EXTRA ISSU

pp.29-38
解説
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2．プロジェクトの目的 
 

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生した.日本では

経験したことのない地震災害である.現地状況が明らか

になるにつれて,その被害の大きさ,問題の深刻さが伝わ

ってくる(Fig. 2).  
当初は,人命救助から被災者の生命維持活動が中心に

行われるが,その後は,市民ボランティアによる生活再建

のために様々な支援活動が必要となる. 

そこで,東海大学チャレンジセンターでは,学生や教職

員を中心とした特別プロジェクト「3.11 生活復興支援プ

ロジェクト」を立ち上げ,生活復興のための問題解決に向

けて大学で出来ることを考え,実践活動をして行くべき

だと考えた(Fig. 3). 
東海大学は全国にキャンパスが展開し,多彩な人材と

ネットワークが備わっている.この多様なリソースを活

用・連携させることによって支援活動することを目指し

た.実際の活動に際しては限界があると思うが, 学内外

の多様なヒューマンネットワークを有する本学だからこ

そできる USR（大学の社会的責任）に取り組むべきだと

考えた.  

また,本プロジェクトは,従来の災害復旧支援のように

「被災地の環境を元に戻す」というだけの活動ではなく,

新たな発想で生活環境を捉え,その活動を通じて「持続可

能な開発のための復興支援とは何か」を目的としている.  

 
3．プロジェクトの概要 

 
3.1 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは, Fig. 4 に示すように震災直後に企

画・立案し,組織,資金などの準備を整えながら活動を開

始した.学生を主体に,教職員・卒業生・外部専門家等が

協働し,各方面の支援をいただき,地元と連携しながら

「プロデュースチーム」,「応急住宅チーム」,「ライフ

メディアチーム」,「コミュ二ティケアチーム」の４つの

グループでプロジェクトを構成している. 

最初に,プロジェクト全体の司令塔となる「プロデュー

スチーム」を立ち上げ,活動全体の企画・立案から事業調

整・資金確保,広報活動を行った.次に「応急住宅チーム」

により,設計作業と木材をはじめ各種の建設資材の調達

を行い,2 棟の「どんぐりハウス」の建設ボランティアを

行うことになった. 

そして「ライフメディアチーム」は,被災状況や支援活

動等の記録映像の制作や地元情報の発信等の活動を行い,

「コミュニティケアチーム」は,被災で失われた日常生活

を取り戻すことを目標に,地域に根ざしていた地元のま

つりや歳時記の復活などの支援し,コミュニティに対し

て各種ケア活動を行うことにしている. 

 

3.2 支援の活動段階  

支援活動は, Fig. 5 に示すように, 4 期に分かれている.

私たちの活動は,第 2 期から第 3 期を対象としている. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Local situation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Organization chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Revival plan 

3.11生活復興支援プロジェクト　仮設建築モデル「どんぐりハウス」
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4．応急住宅の背景  
 

「応急住宅チーム」は,建築学科と連携して実施してき

た「平塚ビーチハウスプロジェクト」がベースとなって

いる.今年も例年通りプロジェクトの準備に入った段階

で大震災に遭遇した.そこで急遽,活動を変更し,平塚市

を始め関係する団体との調整を行い,木造による応急住

宅の建設ボランティアを実施することになった. これま

で４年間の活動実績によって,大学内には,このプロジェ

クトの意義や役割が浸透していたので理解が得られやす

く,活動をスムーズに移行することができた. 

そもそも,ビーチハウスプロジェクトは,2004 年の新

潟中越地震時に,神奈川県西部の森林・林業関係者で組織

し,「森林再生フォーラム」に「丹沢・足柄まごころハウ

ス」を提案したことからスタートしている.杉本研究室の

学生が中心となってフォーラムの方々と協働して設計か

ら建設までの活動を実施し,震災時における応急住宅の

経験を得ることができた. 

そして,平常時にも,このような活動を学ぶ場が必要だ

と考え,設計原案については 2007 年度から建築学科にお

いて「建築デザイン２・同演習」の最終課題で取り上げ,

毎年新たなビーチハウスが提案されてきた.実施に関し

てはチャレンジセンターキャンパスストリートプロジェ

クトを通じて広く全学的に呼び掛け,杉本研究室のメン

バーを中心にプロジェクトチームを組織として実現する

仕組みづくりを行った. 

これにより,毎年,新しいビーチハウスが建設され,木

造建築の多くのノウハウを蓄えることができた.さらに

2010 年には日本グッドデザイン賞を受賞するなどの外

部評価も得られ,プロジェクトの仕組みや体制づくりが

整備できた. 

今年度の準備を開始した直後に大震災が起こり,直ぐ

に中越地震時の応急仮設住宅の建築システムを検討した

結果,東北の合板工場が被災し合板が手に入らず、さらに

金物などの資材,施工人材の不足等が発生することが予

測できたので,間伐材の利用,加工技術の簡素化を考慮し

た新たな建築システムの開発が求められた. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Section image 

5．どんぐりハウスの基本方針 
 

今年,日本は「国際森林年」を迎え,国際的な森林資源

の育成や活用の運動が展開される.また,昨年 5 月には国

が公共建築の木造化を推進する法律を成立させ,本格的

な普及・拡大に向けてスタートする年である. 

 

5.1 コンセプト  

日本の森林は,資源活用によって更新することが急務

である.さらに,東北は日本でも有数の森林資源を有する

地域であり,被災を免れているものの,林業は衰退の一途

である. 

そこで,東北の森林資源を活用して復興支援すること

が大切であると考え,日本の森林・林業の再生と被災地の

生活復興を組み合わせ,海手の町を山手の町が支援とい

う仕組みづくりに繋がるように計画した. 

「どんぐりハウス」は,既に研究実績のある「ウッドブ

ロック構法」に着目し,さらに今回の条件に合わせるため

に研究開発を進めて,再生可能な応急建築システムとし

た(Fig. 6).  
 

5.2 基本的な考え方 

応急仮設住宅は,これまでの震災の経緯から,プレハブ

協会などと応急時の供給体制が確立させているために鉄

骨を中心とした建築システムが多く,木造が少ない.今回

は被災規模も大きく,加えて地形から用地確保が難しい

ので整備が遅れている.本来,こうした事態に備え,日本

は身近で,豊富な森林資源を活用した復興支援の仕組み

づくりをあらかじめ整えておくべきだった. 

そのために,木材を安価に素早く手に入れられ,加工組

立が容易で,誰にでも建設できる建築システムが求めら

れる.さらに,その設計図や仕様書が直ぐに手に入る仕組

みも併せて準備することが大切である.そして,使用後に

廃棄され,再利用が困難なものも多いので.資源循環の上

からは,応急時以外にも使い回せる建設解体が容易で,用

途の自由度が高い建築システムが求められる. 

今回は,森林・林業の再生を図り,環境循環型の社会構

造への転換を実施し,東北地域に,エコ建築やエコタウン

の先進地として復興させるべきだと考える(Fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7 Town of ideal 
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 7．建築計画 
 

この建築システムは,国産の間伐材に注目して,主に

杉・桧材で計画した.応急住宅は,建設できる規模・予算・

仕様などの基準が国で定められているので規模を約９坪

以下で計画した.平屋建ての片流れ屋根で,太陽光パネル

とロフト空間を確保している. 

 建築用途は,住宅を基本としているが,ボランティアセ

ンター,公民館など,多種多様な用途に活用できるように

可変性のあるオープンプランとしている.そして,応急建

築システムであるが,今度の震災の経験からエコシステ

ムを備えた環境に優しい設備システムを導入し,新たな

ライフスタイルが実現できる建築としている. 

 
8．構造計画 

 
8.1 ウッドブロック構法 

当該建築物設計にあたって,ウッドブロック構法を開

発した.このウッドブロック構法は,90mm＊90mm 断面の

間伐材(杉あるいは桧材)を長さ 3ｍを規格と想定してお

り,規格材である 90mm＊90mm 断面(以降は Timber1 と呼

ぶ),規格材を分割した 40mm＊90mm 断面(Timber 2)と,こ

の材に本実加工をした材(Timber 3)の 3 種類の材で成り

立っている(Fig.16 参照).材 3を 3つ縦方向に重ね,それ

らで長さ 240mm の Timber 1 と Timber 2 をはさみ,長さ

90mm のビスで両側からとめ,1 つのウッドブロックとし

ている(Fig.17 参照).厚さは 170mm(中空部を含む)であ

り,幅は 240mm である. 

ウッドブロックの重量は,長さ 2700mmであれば 20kg程

度であり,人力で運搬,組み立てが可能である.床,壁,屋

根面に,ウッドブロックを積み重ねるように組み立て,面

材として構成された構造体となっている.また,ウッドブ

ロックにおける Timber 3 は構造材であるが,内壁側と外

壁側の仕上げ材とも考えられる.外壁側の Timber 3 では

雨等により含水率が増え繊維と直交方向に膨張し,内壁

側では暖房器具等で逆に収縮して,ウッドブロックが変

形してしまう可能性がある.しかし,本構法では Timber 3

に本実加工を施しており,この変形は緩和されると考え

られる. 
 

8.2 設計手法 

構造設計は,木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008

年版)を用いて設計した.当該建築物は,ウッドブロック

が重なり形成されている.ウッドブロック同士は Fig.18

のように 90mm のビスでの接合されており,壁同士や壁と

屋根の接合方法として,P6×200mm のパネリードを,外壁

側から直交するウッドブロックのTimber 1に向かって打

ち込んでいる. 

ウッドブロックは充分に高い剛性を持つため,地震時

や台風時の水平力がかかる場合には,せん断力が支配的

であると予想できる.このせん断力はウッドブロック同

士の接合部に集約されることとなり,つまり Timber 1 あ

るいは Timber 2 で耐えることになる.設計時には 90mm

のビスの 1 面にせん断２つが耐えるように Timber 1, 

Timber 2 を配置し,水平力に耐えている. 

 

8.3 再利用可能な架構システム 

 当該建築物におけるウッドブロック構法は,応急住宅

には充分すぎるほどの性能を持つといえる.しかし,施工

時には 200 以上あるウッドブロックを積み重ねる単位な

ど,施工方法を含めて改良の必要がある.また,今回建設

した「どんぐりハウス」は,応急建築として基礎に木杭を

使用しているが,この基礎をべた基礎や布基礎などに変

更すれば恒久的に使用する本格的な復興住宅建築とする

ことができる. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fig.16 The Member Sections which Construct a Wood Block 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.17 Wood Block 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 The Method of Jointing a Wood Block 
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9．敷地調査・配置計画 
 

9.1 敷地調査 

支援活動の対象地域を探している時に,大船渡市三陸

町越喜来泊地区の公民館が流失したという情報を得た.

泊地区の住民は,牛舎であった小屋を仮の災害対策本部

として使用していたが,牛舎内には十分なスペースがな

いため,屋外で会議や打ち合わせを行っていた. 

 今回の大船渡市泊地区公民館はこの牛舎の隣に建設し

た.敷地は津波被害のあった地域から 300m ほど離れた場

所にあり,県道に隣接している.周囲は山に囲まれ,その

麓に位置する.冬場は山影になり日照時間が少ないが,夏

期には日照を確保することができる.地盤は岩盤が粘土

質の土に覆われたような地質で,重機を使っても 30cm 程

度の掘削が限界であった.近隣の住宅にはライフライン

が繋がっているが,この敷地には,電気,ガス,水道のイン

フラが整っていない状態であった(Fig. 19). 
 

9.2 配置計画 

敷地は奥が広く,牛舎が手前にあるので.建物周辺に充

分なゆとりを取って、駐車場スペースを確保して建設場

所を決めた.バイオトイレは,敷地奥に配置し,公民館の

屋根に設置した太陽光発電の効率を考え,それぞれの屋

根面が南を向くように計画している(Fig. 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19 Site 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.20 Site Plan 

10．設備計画 
 

10.1 自立型太陽光発電システム 

 震災による津波の影響で原子力,火力発電所が被害を

受け,東日本エリアでは過酷な電力供給不足が夏場に生

じると懸念されている.そこで,我々は持続可能なエネル

ギー源として太陽光発電システムを取り入れることにし

た(Fig. 21). 
また,建設地の電力復旧作業の遅れなどの理由から鉛

電池を設置することで独立型として,電力ラインへの負

荷を与えないようにした.さらに,省エネルギーの観点か

ら LED 照明を採用した(Fig. 23). 
 

10.2 バイオ分解式トイレ 

「どんぐりハウス」で採用したバイオ分解式トイレ(バ

イオミカレット Fig.24)は,人間の体内に散在する微生物

の力でし尿を分解する汲取り不要のシステムを採用した.

水を必要とせず,微生物の力によって,し尿を分解する特

徴があり,環境に配慮したトイレユニットとした. 

 
 
 
 
 
 

Fig.21 Solar Panel        Fig.22 Workshop 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23 Condenser    Fig.24 Biotechnology toilet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.25 Interior 

Road 

Donguri House 

Cowshed 

Material storing site 
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11．施工計画 
 
11.1 施工計画 

この建築の施工方法は,単純なシステムなのだが,建設

が未経験なために ,施工工程を計画するのは困難であっ

た.まず,ユニットの制作期間が想定できず,あらかじめ岐

阜の製材所である株式会社スギヤマと相談しながら加工

組立を行ったが,それでも最終的には約 2 週間を費やし

てやっと完成できた. 
現地での施工は,基礎から仕上げまで綿密に検討し,で

きうる限り現場での施工作業を簡素化するよう工夫した.
特に,基礎は現地の地質調査の結果,杭打ちが難しく,底版

付きに変更するなど施工性の改善と天候による遅れを読

み込んで 10 日以内で施工できるように立案した(Fig. 
26). 
 

11.2 現地施工 

 建設地には,学生 11 人で入った.しかし,１名が加工作

業の疲れから風邪をこじらせ入院し ,その他２人が体調

不良になったので,最小の 8 人体制で施工することにな

った.しかし,地元の方々もそのような状況を察して,作業

に加わり,後半は学生との協働作業体制となった.その結

果,加速度的に作業の効率が上がり,９日間で完成するこ

とができた. 
 また ,各段階でもボランティアの方々が応援部隊とし

て参加し,下記のような手順で実施できた.現地の固い土

の上で施工精度を出すのは容易ではなかったが ,施工期

間内で完成することができた. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
企画設計開始：2011 年 3 月 13 日 

設計期間：2011 年 3 月 13 日～4 月 5 日 

一棟目 泊地区公民館  

岩手県大船渡市三陸町越喜来字井戸洞 2−2 
ウッドブロック制作 (岐阜) 

・2011 年 4 月 6 日～4 月 21 日 

現地施工(大船渡市) 

・2011 年 4 月 28 日〜5 月 7 日 
二棟目 相川・小指地区集会場  

宮城県石巻市北上町十三浜字崎山 191 
ウッドブロック制作(岐阜)  
・2011 年 4 月 28 日〜5 月 7 日 
ソトコト展示(新宿御苑) 
・2011 年 5 月 16 日〜5 月 19 日(建設) 

・2011 年 5 月 20 日〜5 月 22 日(展示) 
現地施工（石巻市） 
・2011 年 6 月 17 日〜6 月 25 日（予定） 

 
12．その後の活動 

  
 2 棟目は,ソトコト主催のロハスデザイン大賞の新宿御

苑展に出展するために,連休中に加工組立てを行い,展示

後解体して,東北へ輸送した.6 月 6 日にはロハスデザイン

大賞を受賞できた.その後,宮城県石巻市北上町十三浜に

建設することが決まり,６月中の施工を予定している.ソ
フト事業の支援活動も夏休みに向けて本格的に準備が進

められている. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.研究室会議 2.モックアップ 3.木材加工法会議 4.木材加工 5.木材出発式 

6.現場調査 7.基礎工事① 8.墨だし 9.基礎工事② 10.床張り 

11.柱打ち 12.壁打ち① 13.壁打ち② 14.梁打ち 15.壁完成 

16.屋根張り 17.屋根完成 18.トタン敷き 19.サッシ取り付け 20.竣工 
Fig.26 Construction work 
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13．建築概要 

 

13.1 設計概要 

作品名：3.11 Life Care Project  
        Earthquake Emergency Housing Model 

“Donguri House”  

用 途：住宅・公民館・集会場・ボランティアセンター   

プロジェクトチーム/東海大学チャレンジセンター 

3.11 生活復興支援プロジェクトチ

ーム 

プロジェクトアドバイザー/杉本洋文 建築学科教授 

木村英樹 電気電子工学科教授 

コーデネーター/深谷浩憲 チャレンジセンター推進室  

主要プロジェクト担当 

リーダー/下田奈祐 

広  報/山内昇・笹目宗 

会  計/中澤亨 

設  計/渡邉光太郎・狩野翔太 

施  工/田中祐也・堀江亮太 

設  備/秋田彩絵・下田剛史・アルマズヤッドオスマン 

ライフメディア/熊﨑雄大・塩野俊介・米山春香・桜井寛 

コミュニティケア/川崎優太 

（以上,本学工学部学部生） 

指  導/親松直輝・瀬谷匠・篠原佑典・井手美祐紀 
（以上,杉本研究室修士 2 年） 

   浅見雅史・石塚栄樹・伊藤匠・影沢英幸・  

     玉井秀樹・川崎智 
（以上,杉本研究室修士１年） 

構造設計担当/ 野村圭介（諸岡研究室博士１年） 

運営・広報/3.11 生活復興支援プロジェクトチーム 

設計・施工協力： 

東海大学工学部建築学科非常勤講師 富永哲史 

東海大学工学部建築学科 

藤井衛研究室（測量）・諸岡繁洋研究室(構造) 

渡辺憲研究室（施工）・ 横井健研究室（材料） 

高橋達研究室（環境） 

共  催：東海大学工学部建築学科 

協  賛：三洋電機株式会社・株式会社スギヤマ・株式

会社末永製作所・株式会社木楽舎・株式会社ミカサ・パ

ナソニック株式会社・YKK AP 株式会社・登米町森林組

合・東日本パワーファスニング株式会社・株式会社レス

キューナウ危機管理研究所・ダウ化工株式会社・株式会

社総合資格・株式会社池一ホーム・有限会社インテリア・

セコ―・有限会社片山建設・揖斐川町役場・藤橋振興事

務所いび川温泉藤橋の湯・社会福祉法人日辰会・東海教

育産業株式会社・株式会社富士サービス・東海大学建築

会・東海大学同窓会岩手県支部東海大学チャレンジセン

ター・日本縦断キャラバン隊・東海大学情報理工学部コ

ンピュータ応用工学科 浅川研究室  
協  力：社団法人国土緑化推進機構・学校法人三信学

園やまばと幼稚園・気仙沼市立大島小学校・東日本大震

災支援全国ネットワーク・株式会社大山都市建築設計・

株式会社富永事務所一級建築士事務所・東海大学自動車

部・東海大学文学部広報メディア学科・東海大学チャレ

ンジセンター キャンパスストリートプロジェクト・東

海大学チャレンジセンター ライトパワープロジェク

ト・東海大学チャレンジセンター Music Art Project・東

海大学 建築サークル Tokai Architecture Creators 
 

13.2 建築概要  

建築面積：26.1m2（ロフト 8.5m2） 

階  数：地上 1 階   

最高高さ：4631mm 

構  造：木造（ウッドブロック構法）  

構造材料：桧（間伐材）,接合ビス(ステンコース / 

  コースウッド / コースウッド・ ステン / 

  パネリード) ,波板ガルバリウム鋼板,アルミ 

サッシ 

設  備：バイオトイレ・ソーラーパネル 

工  期： 

一棟目 泊地区公民館（岩手県） 

2011 年 4 月 3 日～5 月 7 日 

二棟目 相川・小指地区集会場（宮城県） 

2011 年 4 月 28 日〜6 月 25 日（予定） 
 

14．まとめ 
 

本プロジェクトは,東海大学チャレンジセンターの特

別プロジェクトとして発足し,大学の内外のリソースを

ネットワークすることによって,学生・教職員等が多様な

連携・協働する機会をつくり,社会に実践的に貢献できる

人材育成に結びついている. 

また,現地での活動を通じて地元の方々と新たに出会

い,協働作業によってお互いの心の絆を深め合い,復興の

力になれたとすれば嬉しいことである.今後も継続的に

復興のまちづくりに加わり, USR（大学の社会的責任）と

して持続可能な活動に育てる.  

仮設建築システム「どんぐりハウス」の開発は,既にシ

ステムの考え方や試みはあったが,今回,短期間に研究開

発が行い,新たな応急建築システムとしてまとめられ,実

証的に仮設建築モデルが実現できた. 

今後の更なる普及に向けて,開発を進める必要性は残

されているが,木質構造の建築としてデザインと技術の

両面から新たな方向性を見出し,建築学上の大きな成果

に結び付き,今後の木造建築の発展に寄与できる成果が

得られたと考える. 

＿＿_________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

掲載誌 日経アーキテクチャー  

掲載  朝日新聞・読売新聞・神奈川新聞・日本経済新

聞・日刊工業新聞・東海大学新聞・岐阜新聞・

岩手日報・中日新聞・産経新聞・科学新聞・岐

阜放送・新建築.net・東海新報・岩手めんこい

TV・日本建築家協会（JIA）・テレビ神奈川 

写真  3.11 生活復興支援プロジェクトチーム 

3.11生活復興支援プロジェクト　仮設建築モデル「どんぐりハウス」
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杉本 洋文 

東海大学工学部建築学科教授． 

1952 年生まれ．1976 年東海大

学工学研究科建築学専攻修了． 

日本建築学会，日本建築家協

会，日本デザインコンサルタ

ント協会，東京都建築士会，

木の建築フォーラム，各会員，国交省の木造計画・設計

基準検討会委員を始め，国・県・市町村など建築や都市

に関係する各委員を歴任，NPO アーバンデザイン研究体

の理事長，平城遷都 1300 年祭会場整備プロデュサーなど

に就任，現在，東海大学チャレンジセンターの 3.11 生活

復興支援プロジェクトのアドバイザーとして活動中です．   

主な研究分野は，木造建築，都市デザイン，まちづくり

の分野で，建築から都市まで幅広く展開している． 

受賞歴：日本建築学会作品選集（2011・2007・2004・2001・

1989），東京都建築事務所協会最優秀作品賞（2011），木

の建築賞（2011・2007・2004），日本グッドデザイン賞

（2011・2007），日本政策学会計画賞（2003），その他． 

著書：木造建築のデザインを考える（公共建築 2011），

木造建築の魅力と可能性（新建築 2007），竹の建築（東

海大学紀要工学部 2005），マチとモリをつなぐ（新建築

2003），小田原スタディ（小田原政総研紀要 2000～2002），

‘き‘づかいの建築（日本建築家協会 1999），その他． 
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福島原子力発電所事故による湘南キャンパスでの放射線量評価と

人体影響 
吉田 茂生*1 伊藤 敦*1 前澤 健*2 大江 俊昭*1 

 
Measurement of Radiation Level at Shonan Campus and Its Influence on Human 

Health Due to the Accident of Fukushima Nuclear Power Station 
 

by 
 

Shigeo YOSHIDA*1, Atsushi ITO*1, Tsuyoshi MAEZAWA*2 and Toshiaki OHE*1 
(Received on Jun. 03, 2011) 

 
Abstract 

    In view of prevailing risks of radiation and radioactive materials discharged from the Fukushima No. 1 
nuclear power station, the present review provides the following issues for the better understanding of radiation 
risk: 1) Origin of radiation and the units to measure radiation dose, 2) Effects of low-level radiation on human, 
particularly focusing on the threshold problem in cancer incidence, 3) Basis of regulation of radiation level by 
the ICRP recommendation, 4) Contamination of radioactive materials in food and drink and the basic idea of its 
regulation, and 5) Measurement and evaluation of radiation dose and the concentrations of radioactive materials 
in air, water and soil at Shonan campus of Tokai University. 
 
Keywords: Fukushima nuclear power station, Radiation, Radioactive materials, Regulation level, Shonan campus 

 
 

1．まえがき 
 

3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した大地震と，その 30
分後に襲来した高さ 14m に及ぶ大津波は，福島県大熊町

にある東京電力福島第一原子力発電所に未曽有の大事故

をもたらした．本来，原子炉の安全性を保つ 3 大原則（止

める，冷やす，隔離する）のうち「冷やす」，「隔離する」

の 2 つの機能が失われ，原子炉本体にも深刻なダメージ

を与えただけでなく，周辺環境に放射性物質を撒き散ら

し，牛乳，葉物野菜，水道水，魚などに放射能汚染をも

たらした．また，その結果として，放射能という見えな

い物質に対する恐怖から，世間では誤解に基づく風評が

流布し，それが恐怖にまた拍車をかけるという負の連鎖

に陥っていること否めない． 
本稿は，このような状況に対して，放射線・放射能に

係わる風評に惑わされずに冷静な対応をするために必要

な情報を整理し，発信しようとするものである．なぜ放

射線が出ているのか，どの程度の被ばくが問題になるの

か，水・食物の汚染はどの程度なのか，風評被害の元と

なった作物等の出荷規制はどのようなものなのか，等に

ついて，我々自身の測定結果も交えて解説する． 
 

2．放射線と放射能 
 

2.1 なぜ放射線が出ているか 
これまでに公表された発電所の状況データからは，次

のような事象の連鎖によって放射性物質が発電所外に放

出されている． 
①原子炉の冷却機能が失われ，炉心内部の水が水蒸気化

して水が失われる． 
②燃料棒の上部が高温の水蒸気中に暴露． 
③高温のため核燃料が溶融． 
④燃料被覆管が水蒸気と反応して水素ガスを発生． 
⑤水素ガスが漏洩し貯まった水素ガスが爆発． 
⑥核燃料内部にあった放射性物質が放出． 
⑦放射性物質が外部へ漏えい． 

2.2 放射線は放射性物質から 
放射能として新聞紙面に度々登場するヨウ素（131I）や

セシウム（134Cs, 137Cs）などは放射性物質，つまり放射

能をもった物質である．また，放射能とは放射線を出す

能力である．放射能の強さ，言い換えると放射性物質の

量，を示すにはベクレル（記号 Bq）という単位が使われ，

放射線の強さを示すには人体影響を加味したシーベルト

（記号 Sv）という単位が使われる． 
放射性物質は不安定なので，エネルギーを放出して安

定になろうとする性質を持ち，その時放出されるのが放

射線である． 放射線を放出しながら放射能の強さは徐々

*1 工学部原子力工学科教授 
*2 湘南放射線管理センター技術職員 
 

東海大学紀要工学部
vol.51,No1,2011,EXTRA ISSU

pp.39-50
解説
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に小さく，つまり放射性物質の量は減じていく． 
放射線が人体に与える影響は，2 つの因子，①人体に

吸収された放射線のエネルギーと②放射線の種類，によ

って異なる．これでは，同じエネルギーを吸収しても，

放射線の種類ごとに影響が異なるので，比較が面倒にな

ってしまう．そこで，人体影響を考慮したシーベルトと

いう単位を導入する．シーベルトはすべての種類の放射

線の影響に共通して使える線量の単位で，放射線の吸収

エネルギー（Gy；J/kg）に X 線，γ線を基準とした人体

影響の大きさの因子（放射線荷重係数と呼ばれる）をか

けたものとして定義する．これは等価線量と呼ばれる．

人体影響では各組織において求められる．全身の発がん

や遺伝的影響を評価するためには，等価線量に各組織で

の発がんや遺伝的影響の起こりやすさ（組織荷重係数）

をかけて，関連するすべての組織について合計したもの

を実効線量という．この単位もシーベルトである． 
2.3 放射線と放射能の違い 
放射線にはα線，β線，γ線，中性子線がある．モノを

貫通する力の大きいのはγ線と中性子線で，この 2 つが重

要になるが，中性子線は発電所内でも殆ど観測されてい

ないので，今は問題にならない．なお，中性子が観測さ

れないというのは，核分裂反応がとりあえず止まってい

る間接的な証拠になる．残るγ線については，大学は発電

所から 250km 程度離れているので 発電所から直接放射

線は届かない． 
放射能はしばしば放射性物質と同じ意味で使われるこ

とがある．上述のように，発電所からの放射線は，一般

公衆の被ばく上は殆ど問題とならないが，空気中の浮遊

じん（微粒子）に付着した放射性物質は遠くまで飛来す

るので，そこから出る放射線による被ばくが問題になる． 
 

3．被ばく線量と人体影響 
 
3.1 日常生活での被ばく 

地球上での生命体はその誕生以来，ずっと放射線を浴

び続け進化してきた．現在のヒトの放射線に対する感受

性の程度，放射線損傷からの修復機能の獲得などもこの

長い過程の産物である．このように自然界からの放射線

（自然放射線という）を浴びるというのは，地球上で生

きてきた生命にとって必然といえる． 
どのくらいの放射線を浴びると人体に影響があるかを

考える上で参考となる日常生活で重要な線量の値を Fig. 
1 に示す．被ばくは一般に放射線源が外部にある外部被

ばくと体内に取り込まれた場合の内部被ばくに分類され

る．まず，自然放射線による外部及び内部被ばくを考え

る．自然放射線の由来は，宇宙線や，岩石，土壌にわず

かに含まれる天然放射性物質のウランやトリウム等が放

出する放射線であり，量の差こそあれ，世界中どこに居

てもある程度の被ばくを受けている．世界での平均は年

間 2.4mSv，日本での平均は 1.48mSv である 1)．さらに，

地球には平均値よりかなり高い高バックグラウンド地域

が存在する．例えば，中国の広東省陽江市（平均 5mSv/

年），ブラジルのガラパリ地域（平均 5.5mSv/年），イン

ドのケララ地域（平均 3.8mSv/年）などである 2, 3)．この

うち内部被ばくは，食物摂取（主に 40K）により 0.24mSv，
ラドンなどの吸入により 1.3mSv で自然放射線被ばくの

半分以上を占めている．ついでながら，放射能の量でい

えば，体重 60kg の成人男性は常時約 4,000Bq の 40K によ

って内部被ばくを受けている 1)． 
また，医療上の必要性から X線による検査を受けると，

胸部 X 線撮影 1 回で 0.05mSv， 胃の X 線検診 1 回で

0.5mSv，腹部の CT 検査 1 回では 4.6～13.3mSv の被ばく

を受けている 1, 4)．国際線に搭乗すると，宇宙からの放

射線に浴びやすくなる．東京－ニューヨーク往復では約

0.19mSv 被ばくする 5)．このように，我々は年間 2～10mSv
程度の放射線を浴びながら生活をしている．このことは

重要である．つまり，この程度の被ばくに対して，特に

大きな身体影響が現れていないということになる． 

 
3.2 低線量被ばくの人体影響 

放射線防護の観点から，放射線の影響を，発生にしき

い値が観察されている確定的影響としきい値が確認され

ていない確率的影響に分ける分類の仕方がよく用いられ

る．確定的影響は，臨床症状が確認される約 100mSv 以

上で観察され，Table 1 に示すように白内障，皮膚紅斑，

脱毛，不妊，奇形発生などが知られている． 

 
一方，確率的影響は，遺伝子損傷に起因する障害で，

Table 1 組織の確定的影響に対するしきい値 6) 
組織 影響 急性被ばくのしきい 

線量（Gy）*) 

精巣 一時不妊 0.15 
 永久不妊 3.5~6 

卵巣 一時不妊 0.65~1.5 
 永久不妊 2.5~6 

水晶体 水晶体混濁 0.5~2 
 白内障 2~10 

骨髄 機能低下 0.5（全身骨髄被ばく）

皮膚 紅斑・乾燥皮

膚炎 

5（広範囲被ばく） 

胎児 奇形 0.1 
*)X 線，γ線の場合，放射線荷重係数は 1 なので，Gy=Sv

である． 

100

150

2
10
20

mSv

500造血系機能低下

人体影響の可能性

緊急作業時被ばく限度

業務従事者被ばく限度（1年間）
CT検査

自然放射線被ばく（1年間）

0.05胸部X線撮影
0.5胃のX線検診

Fig. 1 日常生活での被ばく線量 

福島原子力発電所事故による湘南キャンパスでの放射線量評価と人体影響



－ 40－ － 41－

吉田茂生・伊藤敦・前澤健・大江俊昭 

 ― 3 ― 

発がん，遺伝的影響が考えられる．次世代への遺伝的影

響はヒトにおいてはまだ確認されていないので 7)，発が

んがもっとも重要である．発がんの場合も 100mSv（あ

るいは 150mSv）以上では，線量の増加とともに発がん

率も上昇することが広島，長崎の被ばく者に対する疫学

的研究からわかっている 8, 9)．一方，100mSv 以下のデー

タではリスクの推定値は統計的に見て十分な信頼性がな

い 10)．従って，100mSv という発がんレベルについては，

どのような立場の研究者でもコンセンサスを得ていると

思われる．実際に米国科学アカデミーの BEIR 委員会で

は 100mSv を低線量の境界値として採用している．今回

の原発事故においては，100mSv 以下の低線量での人体

影響に最も関心があるのであるから，ここでは低線量領

域での発がんの推定の現状について，国際放射線防護委

員会（ICRP），米国科学アカデミーの BEIR 委員会の報告

書（BEIR VII），原子放射線の影響に関する国連科学委員

会（UNSCEAR），フランス科学アカデミー・医学アカデ

ミーの見解を日本保健物理学会が詳細に比較検討した内

容を紹介する 11)． 
この線量域での人体影響は，動物発がん実験を含め実

験的な検討が難しいので，疫学データの解析を主体とし

て，発がん機構の知見，すなわち，DNA 損傷とその修復

過程，引き続く染色体異常と突然変異生成，さらに複数

遺伝子の突然変異の結果として発がんのプロセスを考慮

して推定している．問題は，１）100mSv 以下での発が

んのデータは広島，長崎の原爆被ばく者調査以外にある

のか，２）発がんにしきい値があるのかどうか，である． 
3.2.1 100mSv 以下での発がん 

原爆被ばく者以外の疫学調査によって 100mSv 以下で

も発がんの増加を示すいくつかの報告がある． ICRP，
BEIR，UNSCEAR すべてにおいて取り上げられるのは，

小児白血病が出生前の 10-20mGy（X 線なので Gy と表現

している；Sv と同じ）の被ばくによって増加した報告で

ある（オックスフォード調査として知られている 12,13)）．

いくつかの問題点は指摘されているが，完全に否定はで

きないというのが評価である．その他，小児 CT 検査で

の生涯がん死亡リスクを推定した Brenner らの論文も

100mSv 以下での発がん性を指摘している 14)．これらか

ら，保健物理学会報告書では，少なくとも胎児，小児に

おいては数十 mSv の被ばくでの発がんについて決定的

とはいえないまでも状況証拠が存在し，その可能性を積

極的に否定することは難しいと結論づけている． 
3.2.2 発がんでのしきい値の問題 

発がん過程の評価の仕方によって意見が分かれている．

ICRP，BEIR，UNSCEAR は，近年の発がん機構の知見を

考えてもしきい値の存在は肯定できないという立場であ

る．具体的には，原爆被ばく者のデータの解析を根拠と

して，高線量のデータから低線量域の発がん率を直線外

挿によって求める直線しきい値なし仮説（ Linear 
Non-Threshold，略して LNT 仮説）を採用している 15)． 
ICRP では，0-120mGy での解析では 60mGy を超えるしき

い値の存在を示す証拠はないとしている 16)．また，たと

えあったとしても，しきい値の不確定性のために，LNT
モデルよりも低いリスクとなることはないだろうという

見解である．BEIR VII は LNT モデルの妥当性を，現状

ではヒトの疫学データや動物の発がん研究に求めるので

はなく，がん化の仕組みに求めている．がん化の初期損

傷である DNA 損傷及び染色体異常の線量依存性は直線

的であることなどから LNT 仮説を支持する．UNSCEAR
も基本的には同様の立場で，低線量域に関する最近の多

くの研究に触れながらも，DNA 損傷の線量依存性に主な

根拠をおいている． 
 これらに対し，フランス科学アカデミー・医学アカデ

ミーは，LNT 仮説は発がん初期の遺伝子損傷に重点を置

きすぎ，引き続く人体の高次防御機能を軽視していると

する．低線量領域と高線量領域とでは人体のレスポンス

が異なることを考慮すべきという見解である．例えば，

現実に線量率効果（線量率が低いほど生物影響は小さい）

が認められているが，線量や線量率にかかわらず遺伝子

損傷の役割を一定かつ相互に独立とみなすのは現実の観

察結果に反するし，考えにくいという主張である．実際

に前述の高バックグラウンド地域での疫学調査でも，染

色体異常の増加は認められるが，がん死亡率の増加は検

出できていない 2)． 
放射線のリスク防護という観点からすると，LNT 仮説

は実際の生物現象をたとえ正確に反映していなくても現

実的な考え方といえる．しかし，それをあたかも事実の

ようにみなし，その上にさらに理論を展開するのは望ま

しくないと考えられる．実際に，ICRP では，長期間にわ

たる非常に低い個人線量を加算すること，それから求め

た集団実効線量（個人平均線量ｘ人数）に基づいてがん

死亡数を計算することは避けるべきであるとしている
17)．つまり極低線量での発がん死亡率の数値の一人歩き

には注意を要するということである． 
100mSv 以下の発がん問題，しきい値問題は，ほとん

どすべて疫学データに基づいて議論されていることを改

めて考えたい．上述のように 100mSv 以下でのリスクを

示唆しているデータはいくつか報告されている．Brenner
らが種々の疫学データを再検討した結果もそれを支持し

ている 18)．しかしながら，放射線防護の国際機関での評

価の段階では，これらは参考データにとどまっている．

UNSCEAR では依然として低線量評価の主要なソースは

原爆被ばく者のデータという立場である．原爆被ばく者

集団は，集団の大きさ，観察期間の長さ，がん死亡数の

多さ，いずれも他の疫学調査集団を圧倒している．この

ように統計的な手法による疫学の結論では，たとえいく

つか単発の報告がなされても，それらのみで 100mSv 以

上のようにコンセンサスを得る決定的な状況に至るには

難しいように感じられる．現在極低線量影響について，

CT による医療被ばくの特に小児に対する大規模な疫学

調査が各国で始められている 19)．複数の類似の研究にお

いて整合的な結果が得られたとき，ヒトに対する低線量

吉田茂生・伊藤　敦・前澤　健・大江俊昭
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影響の研究はさらに進展するものと期待される． 
最後に，本稿の記述において使われている「健康に影

響がないと考えられるレベル」に対する考え方について

付け加える．放射線被ばくを評価する際に，これまで述

べてきたような低線量影響の科学的評価にくわえて，他

の発がん要因の相対リスクを考慮することも重要と考え

られる．国立がんセンターによって放射線，化学物質と

日常生活習慣のがんリスクがまとめられている．100mSv
以下の領域では，放射線以外の発がん要因との切り分け

が難しくなると想像される．この線量域における発がん

過程を具体的にイメージするために，発がんの出発点と

される DNA 損傷の生成量を見積もってみる．DNA 損傷

のうち最も生物作用に重要なのは二重鎖切断（double 
strand break；以下 dsb と略記する）である．dsb は哺乳

動物細胞 1 個あたり 1Gy 照射あたり，約 50 個生成され

る 20)．事故後の復旧段階での被ばく限度 20mSv/年 21)に

当てはめてみると，細胞あたり約 1 個である．チャイニ

ーズハムスター細胞を例にとると，DNA 量は約 6x109 塩

基対/細胞であるから，6x109 の切断可能箇所のうち 1 箇

所が切断されることになる．これは 1 年間の低線量率で

の照射であるから修復も大きく，残った dsb は 1 個以下

となる．偶々ある細胞に複数個の dsb が生成し，その誤

修復によって突然変異が生じ，しかもそれがすでに複数

のがん化関連遺伝子に突然変異が起きている細胞に生じ

る，あるいはその細胞にがん関連遺伝子の突然変異が引

き続き起こるという偶然によってがん化が成立すると想

像される．これは大変低い確率ではあるが，ゼロではな

い．しかし，このような偶々の DNA 損傷生成の状況は

おそらく生体内では種々の要因によって日常茶飯事に起

こっていると考えられる．それに対して通常生体はうま

く防御していると思われるが，まれに防御できなかった

ときにがんに進展すると考えられる．100mSv を遙かに

下回る微量線量の被ばくへの対処は，以上の確率論的な

観点を勘案しなければならないが，当然のことながら最

終的には個人的判断にゆだねられるべきものと考える． 
 

4．被ばく線量限度について 
 
 医療と自然放射線による被ばくを除いた線量限度等は，

国際機関である ICRP（国際放射線防護委員会）が公表し

ており，強制力はないが，各国が関係法令に取り入れ運

用している．公表している報告書には，勧告と呼ばれる

基本的な考え方を記したものがあり，直近では，2007 年

勧告がある 22)．日本では，文部科学省に設置されている

諮問機関である放射線審議会が関係法令に取り入れるた

めの検討をしているところである．現在，1990 年勧告を

ベースとした関係法令が運用されているが，全ての内容

を取り入れているわけではない 23)．ここでは主に，1990
年勧告の線量限度値とリスク評価についての内容を紹介

する． 
線量限度の選定は，一つの価値判断であり，政策的事

項である．科学的情報だけではなく，リスクレベルの判

断（正常状態において容認不可，つまり，通常の操業に

おいて，如何なる合理的な根拠に基づいても受け入れる

ことはできないこと），に基づくことが必要と思われる，

と ICRP は述べている 24）． 
4.1 線量限度値 

線量限度は，公衆の被ばくと職業上での被ばくに分け

てあり，外部被ばくと内部被ばく（50 年預託線量）との

合計値に適用される（Table 2）．ここで，50 年預託線量

とは，内部被ばくした際に，今後 50 年間にわたって被ば

くする線量を，被ばくした時点にまとめて被ばくしたこ

とにしてしまうことである．ただし，子供に対しては 70
歳までとしている．  

Table 2 公衆と職業上での線量限度 25) 
対象者 実効線量

限度 
等価線量限度 内部 

被ばく 
公衆 1mSv/y(1) 眼の水晶体 

 15mSv/y
皮膚 
    50mSv/y

 

職業上での

被ばく 
（作業者） 

100mSv/5y 
但し，如何

なる 1 年も

50mSv を

超えない 

眼の水晶体 
   150mSv/y
皮膚 
   500mSv/y
手先及び足先
   500mSv/y

 

妊娠している

ことを申告した

女性
 (2) 

 腹部表面 
     2mSv 

ALI(3)の 
約 1/20 
（1mSv）

(1)特殊な状況下では，5 年にわたる平均値が 1mSv を超

えなければ，単年度で超えることが許されることもあ

り得る． 
(2)妊娠していることを申告した女性（作業者）：申告さ

れたときから残りの妊娠期間中の線量限度． 
(3)年摂取限度．ICRP Publication 61 に与えられていて，

預託実効線量として 20mSv26) 
 
公衆の線量限度は，年実効線量限度として 1mSv

（1mSv/y），職業上での被ばく（作業者）は，実効線量

限度として 5 年間の平均値が年あたり 20mSv（5 年間に

100mSv），ただしいかなる 1 年も 50mSv を超えないこと

を勧告している．職業上での線量限度値は男性及び妊娠

していない女性を基本としていて，妊娠している女性に

ついては，補助的な線量限度値を追加している． 
妊娠しているかもしれない女性については（本人が妊娠

を気付いていない場合を含む），1990 年勧告を国内法令

に導入する際にも，それ以前と同様に四半期 5mSv とい

う線量限度を継続して適用している 27)． 
また，緊急時の職業上での被ばくは，人命救助を例外

として，約 0.5Sv を超える実効線量，約 5Sv を超える皮

膚の等価線量とならないようにすべきとしている 28)．こ

の限度値は，国内法への取り入れの際には見送られ，こ

れまでの規制値である実効線量で 100mSv を継続してい

た．だが，福島第一原子力発電所の事故後，急遽，担当

大臣から緊急作業時における被ばく線量限度を 250mSv
とする諮問が放射線審議会にあり，国際的に容認された

福島原子力発電所事故による湘南キャンパスでの放射線量評価と人体影響
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推奨値との整合性が図られていることをもって妥当であ

るとの答申を行っている．また，250mSv は急性及び晩

発性の放射線障害が認められない値とされており，緊急

事対応の制限値の見直しにおいては，国際的に対応が遅

れていたことも述べられている 29)． 
4.2 リスクの評価 30) 

 がん死亡リスクの表し方は，UNSCEAR（国連科学委

員会）の 1988 年報告書の基本リスク係数に基づき，単純

相加予測モデル，単純相乗予測モデルのいずれかを適応

している．相加モデルでは，条件付過剰年確率（放射線

誘発のがん年死亡確率）は線量に依存するが年齢に依存

しない．一方，相乗モデルでは，条件付過剰年確率は年

齢とともに，バックグラウンドがん死亡率と同じ割合で

増加する．なお、1977 年勧告では相加モデルを使用して

いて，比較のために両モデルで評価をしている． 
計算の便宜上，日本のがん発生データと典型的な低リ

スクの国であるスウェーデンの生存データを使用し，広

島と長崎の原爆被ばく者におけるがん死亡率の観察結果

に基づいていて，DDREF（線量－線量率効果係数）を 2
と仮定している．DDREF とは，広島・長崎の被ばく者の

ように高線量・高線量率にさらされていた影響評価から，

線量限度値のように低線量・低線量率における低 LET 放

射線（X 線，γ線など）についての影響を推定するための

係数である．一般に高線量・高線量率被ばくの方が低線

量・低線量率被ばくの場合より生物影響が大きいとされ

るからである． 
 Fig. 2, 3 に作業者の女性と一般公衆の女性の放射線誘

発がん死亡の確率の年齢ごとの分布を示す 31)．縦軸の無

条件増加年死亡確率は，放射線誘発の年死亡確率（条件

付増加年死亡確率）に，修正生存確率（被ばくの開始年

齢に依存する，放射線被ばくによるリスクの増加を考慮

して修正したスウェーデン人の生存確率）を乗じたもの

である．条件付増加年死亡確率とは，ある年齢まで生存

するという条件の下で，その年齢にある 1 年の間に放射

線誘発がんにより死亡する確率のことである 32)． 
この曲線は，放射線誘発がんによる死亡の年齢ごとの

確率密度分布と見ることもでき，曲線の下の面積は，放

射線によって生ずるがん死亡の生涯確率を表す． 

 

 
 

次に，線量限度を決定する際に考慮したこと，判断材

料の一つにしたと思われるリスクデータを紹介する．リ

スクデータは，線量限度の選定にあたって必要とされる

情報のごく一部に過ぎず，リスク情報によってのみ早ま

った結論を導かないように注意を促している． 
4.2.1 職業被ばくの実効線量限度 

 18 歳から 65 歳までの間，10～50mSv を継続して被ば

くした際の，(a)寄与死亡確率，(b)寄与死亡が起こった場

合の損失期間，(c)平均余命の減少，などの様々な事柄を

考慮している．しかし，それらのどれに関しても明確な

判断基準を確立できず，一つの事柄に基づいて決定する

ことは適当ではないが，総合すれば判断の根拠を与える． 
他の職業のリスクとの比較は困難であるが，1977 年勧

告 33)では，職業上の年致死確率 10-3（放射線と係わりの

ない職種では，平均の年致死率は作業者百万人あたり約

100 人であり，その中の高リスク亜集団では，平均の約

10 倍のリスクにさらされるという仮定）34)が線量限度の

基準となるリスクとして採用できるかもしれないと考え

ている．20mSv より低い年線量では 65 歳までこの確率

を超えることは無い（Table 3 の太線で囲んだ部分）． 
4.2.2 公衆の実効線量限度 

 公衆の実効線量限度の決定には，(a)誕生から一生涯に

わたって 1～5mSv の継続した追加被ばくの影響評価か

ら，1mSv をあまり超えない年摂取限度の値を示唆して

いる，(b)自然放射線源からの実効線量（ラドンを除く）

は約 1mSv/y であるが，標高，地域差等で少なくとも 2
倍は異なる，ことを考慮している． 

適切な線量限度を選定することが難しいのは，放射線

リスク以外にも多くのリスク源に曝されていて，存在し

ない総リスク限度から放射線リスクへの割り当てが一意

的に決められないことである． 
 放射線とは直接関係ないが，発がん性化学物質の曝露

による米国の公衆の寄与生涯がん死亡確率（発がん性化

学物質が原因のがんで死亡する生涯確率）が，4×10-3 を

超える物質は，費用を考慮せず規制されるように見受け

られるとの報告もある．1mSv/y による寄与生涯致死確率

（放射線によって生ずるがんで死亡する生涯確率，Fig. 3
の 1mSv/y の曲線と X 軸の囲む面積に相当）は，相乗モ

Fig. 3 女性の無条件年死亡確率（公衆）31)

Fig. 2 女性の無条件年死亡確率（作業者）31)

吉田茂生・伊藤　敦・前澤　健・大江俊昭
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デルでは発がん性化学物質と同じ 4×10-3 となる（Table 4
の四角で囲んだ部分）． 
 
Table 3 条件付増加がん年死亡確率（100 万人あたり，男

女平均，相乗予測モデル）35) 

年齢（歳） 年線量
(mSv) 30 40 50 60 65 70 75 

50 42 190 570 1500 2200 3200 4700
30 25 110 340 880 1300 2000 2800
20 17 75 230 590 890 1300 1900
15 13 55 170 440 650 1000 1400

作

業

者 

10 8 37 114 295 445 650 930
5 4 20 60 150 220 320 470
3 2 12 35 90 130 200 280
2 2 8 24 60 90 130 190
1 1 4 12 30 45 65 95

公

衆 

0.5 0.4 2 6 15 22 32 47
 

Table 4 年線量による損害（相乗予測モデル）34) 
確率（10-2） 

対象者 

年 
実効線

量
(mSv) 

致死

がん 

治療可

能な 
がん(1) 

遺伝性

疾患(1) 

損害

の 
合計

50 8.6 1.72 1.72 12.0
30 5.3 1.06 1.06 7.4 
20 3.6 0.72 0.72 5.0 

作業者 
(18 歳～65
歳 ま で の

被ばく) 10 1.8 0.36 0.36 2.5 
5 2.0 0.40 0.53 2.93
3 1.1 0.22 0.29 1.61
2 0.8 0.16 0.21 1.17
1 0.4 0.08 0.11 0.59

公衆（誕生

か ら 生 涯

に わ た る

被ばく） 
0.5 0.2 0.04 0.05 0.29

(1)：重篤度と寿命損失の長さに対して荷重してある． 

 
 
5．放射性物質に汚染された飲食物摂取の影響 
 
5.1 水，葉物野菜の汚染 

水や葉物野菜が放射能で汚染されたというニュースが

全国を駆け巡り，これが風評被害にまで拡大していった．

その汚染の原因は次のように考えられる．まず，大気中

に浮遊している目に見えない微粒子に放射性物質が付着

し発電所外に飛散する．そこに雨や雪が降ると，放射性

物質が降雨に溶け込み， それが浄水場など一か所に集中

し，放射能濃度が上昇する．水の汚染である．大気中に

存在する粒子のうち，比較的大きいものは降下ばいじん

と呼ばれ，地面や葉物野菜の表面に沈着する．野菜の汚

染である． 
これら水，葉物野菜の汚染は今後どうなるであろうか．

Fig. 4 の発電所の境界付近における線量率のデータ 36)を

見ると，3 月 15～16 日にかけて放射性物質が多量に放出

されたとみられる． それ以降，放出は続いているが，線

量率は減少し続けているので，放射性物質の放出はかな

り少なくなったと考えられる． 
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Fig. 4 発電所正門ないし西門での空間線量率の変化 
 
水，葉物野菜の放射能汚染はいずれも大気中のチリが

原因であるので，浮遊した放射性物質が新たに供給され

ない限り放射性物質の濃度は下がることになる．Fig. 5
のように，各地で測定された降下ばいじん中の放射性物

質の濃度 37)は暫時低下していることから，水道水，葉物

野菜中の放射能濃度が再び大きく増加する可能性は低い

と考えられる．なお，大根のような根菜類や芋類では，

いったん地中の浸透した放射性物質が吸収されるまでの

間の時間に遅れが生ずる場合がある． 
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Fig. 5 降下ばいじん中の 137Cs 濃度の変化 

 
5.2 内部被ばくと外部被ばく 

放射線による被ばくには外部被ばくと内部被ばくの 2
種類があり，前者は浮遊した放射性物質からの放射線が

直接人体に及ぼすものであり， 後者は体内に取り込んだ

放射性物質が発する放射線が体の内部から臓器に影響を

及ぼすものである． 飲料水や葉物野菜では内部被ばくが

問題になる． 
5.3 放射能は体内にどのくらいとどまるのか？ 

放射性物質の量が半分になる時間を半減期といい，特

別なことをしなくとも物理的な原理によって，ヨウ素 131I
ならば 8 日で半分の量に減る．さらに 8 日経つとまた半

分，最初の 1/4 に減る．一方，セシウム 137Cs の半減期は

30 年である．このことから，137Cs は体内に長くとどま

って放射線を出し続け大きな影響を与えると考えるかも

しれないが，人体には排泄作用があって，体内に取り込

んだもの全てが蓄積するわけではない．排泄作用により

体内に取り込んだ量が半分に減るのに要する時間を生物

学的半減期と呼ぶ．人体の内部では物理学的半減期と生

物学的半減期の両者による有効半減期に従って放射性物

質濃度が減少する．137Cs のそれは約 3 ヶ月で，物理的半

減期よりも圧倒的に短く，30 年間体内にとどまっている

福島原子力発電所事故による湘南キャンパスでの放射線量評価と人体影響
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わけではない（Table 5）． 
 

Table 5 放射性物質のデータ 38,39) 

半減期 
経口摂取 

線量換算係数 
mSv/Bq 核種 

物理学的 生物学的  
（成人）  有効  成人  

（全身）  
乳児  

（甲状腺）

131I 8.0 日 80 日 7.9 日 1.6×10-5 2.8×10-3

134Cs 2.1 年 90 日 89 日 1.9×10-5  
137Cs 30 年 90 日 89 日 1.3×10-5  

 
5.4 暫定規制値（基準値）とは 

水，葉物野菜の放射能汚染が発見されたため，食品衛

生法に基づいて暫定規制値 40)が設定された．これは原子

力安全委員会の「飲食物摂取制限に関する指標」41)を基

につくられたものであり，過去，チェルノブイリ事故の

ときにも輸入食品に対する販売規制のために設定された

ことがあった． 
暫定規制値の意味については，判りにくい点があるの

で，ここで改めて述べておきたい．この数値は，①一過

性の事故で 1 度汚染したものを，②毎日 1 年間，③毎回

同じ量を摂取する，という仮定のもとで計算されたもの

で，例えば，放射性ヨウ素の甲状腺に対する線量が

50[mSv]，放射性セシウムの全身に対する線量が 5[mSv]
となる放射性物質の濃度に相当する． 
5.4.1 飲料水中の放射性ヨウ素の濃度限度 41) 

年間の線量限度は放射性ヨウ素の１年間の摂取全量に

対して規制されるから，水の摂取だけで甲状腺に対する

線量限度 50[mSv y-1]を超えるのでは裕度が無くなってし

まう．そこで，牛乳・乳製品，飲料水，野菜類，その他

の４品目による被ばく量の合計が 50[mSv y-1]となるよう

に割当てを決める．これは，牛乳・乳製品，飲料水，野

菜類で各々2/9，その他が 1/3 としている．従って，水の

摂取による被ばくの制限値は 50[mSv y-1]の 2/9 である

11.1[mSv y-1]である．また，放射性ヨウ素の半減期は短

いので，汚染してから市場に出回る時間の短い食品が対

象となり，野菜類からは根菜や芋類は除外されている． 
放射性ヨウ素には，131I の他に主なものとして 132I（2.3

時間），133I（20.8 時間），134I（52.6 分），135I（6.61 時間）

の４つがある．なお（ ）内は物理的半減期である．こ

れらと共に放射性テルルも共存するので，半減期の比較

的長い 132Te（78.2 時間）を考慮する．そしてこれらをま

とめて放射性ヨウ素群と呼ぶことにする． 
一過性の事故で汚染された場合，131I は半減期 8 日に

従って徐々に減衰するので，最初に 1[Bq kg-1]の濃度であ

った水から 1 年間（365 日）に摂取する積算量 A131 は

365[Bq kg-1 d]ではなく下式の時間積分式から 11.6[Bq 
kg-1 d]である． 

 

 
                       (1) 

 
ただし，λ ：放射性核種の壊変定数 [d]（＝    ）  

2/1T ：放射性核種の半減期． 

同様にして，132I，133I，134I，135I，132Te についても，半

減期を考慮して 1Bq/kg当たりの水から 1年間に摂取する

全量を算定し，これに 131I を 1 とした時の核燃料中の各

放射性同位体の存在比を乗ずれば，個々の摂取量が算定

できる．さらに，これらの値に線量換算係数を乗ずれば，

放射性ヨウ素群を含む水を飲み続けた場合の全被ばく量

D は次式で与えられる． 
  
                       (2) 

 
ただし，D：131I で 1[Bq kg-1]に汚染した水摂取による放射

性ヨウ素群からの年間被ばく量 [mSv y-1 d] 
AXXX：

XXXI，XXXTe の 1[Bq kg-1]当たりの年間積

算摂取量 [Bq y-1 d] 
RXXX：

XXXI，XXXTe の存在比（131I との比） 
FXXX：

XXXI，XXXTe の線量換算係数 [mSv Bq-1]． 

 
ここで，放射性物質量である Bq を被ばく線量 Sv に変

換する線量換算係数は次のように決める．1[Bq]の放射性

物質を摂取した場合，有効半減期に従って濃度が減少し

ながらも一部は体内に残留するので，その残留分から生

涯にわたって受ける被ばく量をコンパートメントモデル

という人体を模擬したモデルで算出する．その際に，成

人の場合は残り寿命を 50 年，乳児や幼児は 70 歳になる

まで時間積分して求めたものが線量換算係数である．年

齢によってモデルのパラメータ値が異なるので，線量換

算係数も値が異なる．ちなみに，原子力安全委員会の資

料 41)によれば，乳児の甲状腺被ばくに対して 131I では

3.7×10-3[mSv Bq-1]である．同じく，幼児の年間の水摂取

量は 0.71[L d-1]と記述されているから，上式の D の値に

摂取量を乗じて，被ばく量が 11.1[mSv y-1]に達する濃度

限度値として C=322[Bq kg-1]が得られる． 
                    (3) 

 
ただし，C：131I の濃度限度値 [Bq kg-1] 

D：単位濃度の 131I で汚染した水摂取による放射

性ヨウ素群からの年間被ばく量 [mSv y-1 d] 
W：食品の日摂取量 [kg d-1]． 

なお，厚生労働省の緊急時における「食品の放射能測

定マニュアル」39)では，乳児の甲状腺被ばくに対する 131I 
の線量換算係数は 2.8×10-3[mSv Bq-1]，水の摂取量は 1[L 
d-1]である．この数値の相違や，粉ミルクを溶かすために

水を使うことを想定して，厚生労働省では，上記 C の 1/3
である 100[Bq kg-1]を暫定規制値としている． 
5.4.2 野菜中の放射性セシウム濃度の限度値 41) 

 放射性セシウムには 134Cs ，137Cs の 2 つの同位体があ

り，また，同じ核分裂片である放射性ストロンチウム（こ

れも 89Sr と 90Sr の 2 つの主要な同位体がある）も随伴す

るので，これについても考慮する．どれも半減期が 131I
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よりも長いので，牛乳・乳製品，飲料水，野菜類の他に，

市場に出回るまでに多少時間を要する肉・卵・魚，穀類

の 2 品目が加わり，計 5 品目の摂取による線量の制限が

5[mSv]となる．同様の理由で，野菜類には根菜と芋類を

含む．そして各々の品目に対して均等に線量の制限値を

設けると，野菜には 1[mSv]が割り当てられる． 
放射性セシウム濃度の濃度限度の算出も 131I の場合と

同じであるが，チェルノブイリ事故などの例から，降下

ばいじん中の 134Cs，137Cs，89Sr，90Sr の存在比が決めら

れていることと，汚染した地域以外の産地のものを半数

は摂取すると考えて，M＝0.5 という係数を導入している

点が異なる． 
                                               (4) 
 
ここで i  ：i 番目の放射性核種 

C ：134Cs と 137Cs の濃度の和の限度 [Bq/kg] 
 Ri ：i 番目の放射性核種の存在比 
 Fi ：i 番目の放射性核種の線量換算係数[Sv Bq-1] 
 Di  ：i 番目の放射性核種で 1[Bq/kg]に汚染した 

  野菜の摂取による年間被ばく量[Sv y-1 d] 
 W ：1 日の野菜摂取量 [kg d-1] 
 M ：市場希釈係数（0.5 とし半分は汚染以外の 

産地のものの摂取を仮定）． 
 

野菜の摂取量を成人の場合の 0.6[kg d-1]とすると，134Cs
と 137Cs の濃度和の限度値は 552[Bq kg-1]となる．幼児の

場合も同様に限度値が求められるが，成人の野菜摂取量

が大きいため，これが最も厳しいので，これから 500[Bq 
kg-1]が限度として決められた． 
5.4.3 飲料水の実際の推移 

 東京都の浄水場の水から，乳児の甲状腺に対する線量

限度である 100[Bq kg-1]を超えた 131I濃度が検出 42)され一

時問題となったが．その際，汚染された水を飲んだとし

ても直ちに健康に影響はない，とのコメントが混乱を招

いたように思われる．元々，食品や飲料水は，市場に出

回る時にいちいち放射能濃度を測定しているわけではな

いので，仮に一度や二度，それを摂取したからと言って

直ちに健康に影響がでるような規制値の設定では安心で

きない．そこで，一年間の連続摂取という，長期の摂取

状況を想定して規制値を決めておけば，規制値を超えた

ことを警告と捉えることで，その後の影響を免れるであ

ろう，という発想になる．今，浄水場は勿論のこと，家

庭の蛇口における濃度も検出限界以下 42)になっている

ので，これらを摂取しても被ばく影響は小さい． 
5.5 放射能は感染するのか？ 

 外部被ばくの原因となる放射線は人間が放出している

わけではないので，その人間から周囲の人間に外部被ば

くを与えることは原理的にありえない．また，体内に放

射性物質が取り込まれたとしても，それは排泄され，体

内に残った放射性物質が発する放射線が体外に通り抜け

ることはなく，周辺の人間に被ばくをもたらすこともな

い．放射性物質が体表面に付着したとしても，簡単に洗

い流すことが出来るので，通常の生活を営む限り，放射

能が感染する可能性はないと考えて良い．感染は全く根

拠のない話である． 
 
6．湘南キャンパスにおける放射線・放射能測定 

 
6.1 分析内容 

湘南キャンパスにおける放射線・放射能の測定につい

ては，次の測定対象・試料について分析を行っている． 
①空間線量率（屋外・屋内） 
②空気塵中の放射性核種濃度 
③水道水・雨水中の放射性核種濃度 
④土壌中の放射性核種濃度 
①の測定については，おおよそ午後 1 時～3 時の間，

実験実習棟 1 棟屋上（屋外）と第 7 研究室（屋内）にて，

NaI(Tl)シンチレーション式ガンマサーベイメータを用

いて測定を行っている．NaI(Tl)サーベイメータはγ線に対

して感度が高く，下限測定線量 0.01μSv/h の環境レベル

から 30μSv/h 程度まで精度の高い測定が可能である． 
②の分析のためのサンプリングは①と同時間帯に行い，

ハイボリウム・エアサンプラーで 2 時間（総空気流量

60m3）吸引し，空気塵をガラス繊維フィルター上にサン

プリングしている．この後，湘南放射線管理センターに

設置された高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いてγ

線スペクトル分析を行い，フィルター上の放射性核種の

定性・定量分析を行っている．半導体検出器によるγ線ス

ペクトル分析はエネルギーが隣接する複数のγ線のピー

クを分離する能力（エネルギー分解能）が極めて高いこ

とが特長であり，複数の放射性核種から放出される多数

のγ線を同時に検出することが可能である． 
③の分析では水道水（実験室）およびに雨水（実験実

習棟 1 棟屋上）を適時サンプリングし，約 20cm3 を測定

バイアルに分取し，同じく湘南放射線管理センターある

オートウェルガンマシステムによってγ線分析を行って

いる．このシステムは，γ線に感度の高い NaI(Tl)結晶体

を検出部に用い，しかも結晶の中央部に井戸状の凹部（ウ

ェル）が同心状に設けられているため，測定試料の周囲

が検出部で覆われるように挿入されるので，低レベルのγ

線を効率よく検出できる． 
さらに，④の分析についても，実験実習棟 1 棟前の空

き地の地面表層部（地面数 cm 部分）から約 100 グラム

程度の土壌を採取し，研究実験館 C 館に設置された高純

度ゲルマニウム半導体検出器によってγ線スペクトル分

析を行っている． 
 

6.2 分析結果 

 Fig. 6 に 3 月 15 日から 5 月末日までの屋外（●）及び

屋内（○）の空間線量率［μSv/h］（上段左軸），並びに気

象庁の神奈川県平塚のアメダスデータからの 1 日積算降

水量［mm］（上段右軸）の推移を示す。同図には，空気
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塵中の代表的な放射性ヨウ素（131I）と放射性セシウム

（137Cs，134Cs）の放射能濃度［Bq/cm3］（下段左軸），並

びに同放射性核種の土壌中の放射能濃度［Bq/kg］（下段

右軸，実線表示）の推移も合わせて示す． 
 事故発生の初期（3 月 15 日）にフィルターに付着した

空気塵からは，放射性セシウムの 134Cs（半減期：2.062
年），136Cs（半減期：13.00 日），137Cs（半減期：30.07 年），

放射性ヨウ素の 125I（半減期：60.14 日），131I（半減期：

8.04 日），132I（半減期：2.284 時間），133I（半減期：20.8
時間），放射性テルルの 129Te（半減期：1.16 時間），129mTe
（半減期：33.6 日），132Te（半減期：3.26 日）等が検出

された．しかしながら，これらの放射能は翌日には 1/10
に減衰し，約 1 ヶ月後には放出量が多いと推定される 131I

と半減期の長い 137Cs と 134Cs のみしか検出されないよう

になった．さらに 131I は半減期が短いため次第に放射能

は減衰し，放射性セシウムについても新たな飛散が少な

いためか，現状においては空気塵中の放射能レベルは計

測下限レベル（相応放射能濃度≒1×10-8 Bq/cm3）まで減

衰し，有意な計数値を得られないレベルになっている． 
土壌については，我が国の水田土壌や畑土壌について

長年計測をしている報告 43)では 2000 年において 137Cs と
して約 10[Bq/kg]であるので，その数倍程度のレベルにあ

るとみられる．なお，この報告にある 137Cs はかつての

核実験やチェルノブイリ事故に起因するものである．現

在の数倍というレベルは 1960 年代の大型核実験の後と

同レベルであり，今後の経緯を注視していく必要がある．

 

7．まとめ 

 
現在放射線の影響について多くの情報が氾濫している．

さまざまの限度，基準値がマスコミによって報じられて

いるが，その根拠は必ずしもすぐに理解することができ

ない．特に飲食物摂取規制値の設定に関しては，政府に

よる専門家委員会によって決定される場合も多く，また

報告書は結論のみ記述されていることもあり，数値の根

拠を明らかにすることが難しいのが現状である．しかし，

限度がどのように決められているのかの根拠を理解しな

ければ，現在の放射線，放射能による汚染状況に対して

冷静な判断することは困難である．本稿では，数値の根

Fig. 6 放射線線量率と各放射線核種の放射能濃度の時間的推移

吉田茂生・伊藤　敦・前澤　健・大江俊昭
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拠をできるだけ明らかにすることを試みた．また，湘南

キャンパスでの詳細な測定は，原発事故の影響を有意に

検出したが，それは一過性で，土壌中の放射能濃度を除

いて現在は通常レベルと有意差はなくなっている． 
最後に，ここで示した活動については 2011 年度の新学

期開始時において，学生，教職員を対象とした説明会に

おいて報告するとともに，学科ホームページ等を通じて

情報の発信にも務めていることを申し添えたい． 
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Abstract 

    There has been increasing interest in electronic papers which have paper-like readability. Recently 
electronic papers have been commercialized as digital books by taking the advantage of their good readability. 
On the other hand, the characteristics of electronic papers with respect to conventional displays are not only 
readability but also bi-stability which does not require any energy except when changing images. Therefore, 
electronic papers can be also utilized as energy-saving digital signage. The focus of this paper is concerned with 
application of electronic paper as digital signage, with particular emphasis on the use in disasters. Furthermore, 
some of electronic paper systems which seem to be suitable for this application are introduced. 
 
Keywords: Electronic paper, Digital signage, Disaster 
 
 

1．はじめに 
 

電子ペーパーは，紙への印刷物と同様に目にやさしい

表示媒体であることから，一般には電子書籍端末として

の応用で注目されている．例えば，ソニーから発売され

たソニーリーダー1)（Fig.1）などの売り上げが好調で，

本格的な普及期に入っている． 

その一方で，表示の切り替え時以外は電源を必要とし

ない（電源を切ってもその直前の画像は残る）メモリー

性と言われる特長も有する．このメモリー性は省エネに

直結することから，電子ペーパーは災害時など電源を十

分に確保できない状況下での屋外用デジタルサイネージ

（電子看板）にも適していると考えられる．デジタルサ

イネージとは，表示と通信にデジタル技術を活用して情

報を表示する媒体である．液晶ディスプレイのデジタル

サイネージは，電車，駅構内，自動販売機，店頭など広

く設置されている． 

電子ペーパーのデジタルサイネージについては，凸版

印刷の試作品が仙台市地下鉄の線路脇に設置されている
2)（Fig.2(a)）．そして，2011 年 3 月 11 日の東日本震災

後も休まず働いていると聞く 3)（Fig.2(b)）． 

 

本稿では，まず電子ペーパーについてその定義や代表

的な表示方式を解説した後に，災害・防災用のデジタル

サイネージついての具体的な応用例を紹介し，最後に災

害・防災用デジタルサイネージとしての電子ペーパーを

今後どのように開発すべきかについて，私見を述べたい

と思う． 
*1 工学部光･画像工学科教授 

Fig.1 ソニーリーダー 

東海大学紀要工学部
vol.51,No1,2011,EXTRA ISSU

pp.51-56
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２．電子ペーパーとは 
 

情報を具象化するためには，記録と表示という二つの

機能が必要である．代表的なアナログメディアである紙

では，情報の記録と表示の両方の機能を単独で担ってい

る．一方デジタルメディアの場合，記録はサーバーやハ

ードディスク，表示は液晶ディスプレイといったように，

記録と表示の機能が分離されている． 

デジタルメディアの記録部は，人と直接コミュニケー

ションするわけではない．したがって，人には実体とし

て認識できないデジタルデータとして膨大な量の情報を

記録・保管することが可能である．一方，デジタルメデ

ィアの表示部においては，文字や画像を直接人に伝える

ことから，人の感性との相性，特に視覚との相性（視認

性）が重要になる．ところが現行のデジタルメディアの

表示部（液晶ディスプレイなど）は視認性が低く，じっ

くり読むときには紙にプリントアウトするのが現状であ

る．デジタル化が進む社会では，読むことに適した表示

部を有するデジタルメディアが求められる．そして，そ

の期待を担う新しいメディアとして登場したのが電子ペ

ーパーである．つまり，「電子ペーパーはデジタル情報の

表示を担う視認性に優れたメディア」と言える． 

面谷 4)は，Table1 のように視認性を重視して電子ペー

パーの範囲を整理している．そして，電子ペーパーの定

義について次のように述べている．「電子ペーパーは文字

の読みやすい表示を提供する静止画重視の電子媒体の概

念であり，一般に反射型でメモリー性をもつ表示技術に

より実現される．」すなわち，電子ペーパーの電子ペーパ

ーたる所以は，視認性とメモリー性にあるとしている． 

 
 

 

Fig.2(a) 仙台市地下鉄に設置された電子ペーパー

（東日本大震災前）

Fig.2(b) 仙台市地下鉄に設置された電子ペーパー

（東日本大震災後）

分類 電子ペーパー 汎用ディスプレイ 

主な狙い 紙・印刷の置き換え 映像表示一般 

代表用途 書籍、新聞、広告パネル ＴＶ、 パソコン 

重視される

特性 

視認性（文字の読みやすさ） 映像の美しさ 

静止画 動画 

有利な機能 反射型、メモリー性、省電力 発光型、高速応答 

代表的な 

表示方式 

可逆感熱 

光書込コレス

テリック液晶 

電気泳動 

粉体移動 

コレステリック液晶 

ＣＲＴ

プラズマ 

液晶 

有機ＥＬ etc. 

別の分類 

用語 

 

リライタブル

ペーパー 

ペーパーライクディスプレイ 

(薄型～フレキシブル) 

非薄型ディス

プレイ 

 
←（広義には電子ペーパーと呼ばれる範囲）→ 

 

Table 1 電子ペーパーの範囲
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３．電子ペーパーの表示方式 
 
電子ペーパーの表示方式は，概ね「粒子の移動/回転に

よる方式」，「液晶方式」，「電気化学方式」，「サーマルリ

ライタブル方式」に分類できる．本稿では，災害・防災

用途に適していると思われる「粒子の移動/回転による方

式」の中から，マイクロカプセル電気泳動方式と，ツイ

ストボール方式について記す． 

 

3.1 マイクロカプセル電気泳動方式 

電子ペーパーの開発に火を付け，これまでこの分野を

引っ張ってきたのが，MIT メディアラボで誕生したマイ

クロカプセル電気泳動方式 5)である．E Ink というベン

チャー企業（2009 年に台湾のディスプレイメーカー

Prime View International に買収された）によって育て

られた．現行の電子書籍端末のほとんどがこの方式を採

用している．電子ペーパーを語る際にマイクロカプセル

電気泳動方式を避けては通れない． 

マイクロカプセル電気泳動方式では，Fig.3 に示すよ

うに，マイクロカプセル中に透明な絶縁性液体（脂肪族

炭化水素など）とプラスに帯電した白色粒子（酸化チタ

ンなど）とマイナスに帯電した黒色顔料（カーボンブラ

ックなど）が封入されている．マイクロカプセルを挟ん

だ電極間に電界を印加すると帯電粒子はそれぞれ逆の電

位方向に移動し，白・黒のコントラストにより文字や画

像の表示が可能となる．例えば，上部電極にプラス電荷

パターンを印加するとマイナス帯電の黒色粒子はマイク

ロカプセルの上部へ移動し，黒色の画像や文字が表現さ

れる．一方，全面にマイナス帯電を印加すると，プラス

帯電の白色粒子はマイクロカプセルの上部へ移動するの

で，表面全体が白色になり，画像が消去される． 

 

このように，マイクロカプセル電気泳動方式では，二

種類の分散粒子がマイクロカプセル中を泳動する．これ

はコロイド科学的には非常に興味深い現象である．なぜ

なら，それぞれ正負に帯電した白黒の粒子は，無電界状

態ではお互いに交じり合って凝集する．電界が印加され

たときに生じる斥力（それぞれの粒子が別の電極に向か

っていこうとする力）が，この凝集力を上回らなければ，

電気泳動ディスプレイとして機能しない．つまり，正負

に帯電した二種類の粒子の凝集を抑制する工夫が必要に

なる．実際，それぞれの泳動粒子には，立体的な斥力に

よって粒子を液体中で分散安定化させるための高分子界

面活性剤を吸着させている． 

ここでのキーマテリアルは，言うまでもなくこの高分

子界面活性剤である．例えば，北村ら 6)は，白色粒子で

ある二酸化チタンにはシランカップリング処理，黒色粒

子であるカーボンブラックにはジアゾ処理を施し，高分

子鎖を導入することでその立体障害による斥力で，白色

粒子と黒色粒子の凝集を防いでいる． 

 
3.2 ツイストボール方式 

ツイストボールディスプレイの歴史は古い．最初の特

許 7）が出願されたのは，1976 年のことである．翌年の

SID77 国際会議では，プロトタイプの紹介を含めた詳細

な報告 8）がなされている．この時点ですでに骨格はでき

あがっていたと言える．長い中断期間を経て，約 20 年後

の 1998 年に SID に再登場した 9）．この国際会議における

予稿集では，電子ペーパーという名称がはじめて使われ

ると同時に，ツイストボール方式がその候補技術である

ことが明記された． 

ツイストボールは，表示素子の回転により画像を形成

する方式である．半球面が白黒に色分けされた球状粒子

を，未硬化のエラストマー中に分散，シート形成後に，

熱硬化させる．このエラストマーシートを絶縁性の液体

に浸漬する．この絶縁性液体は可塑剤と作用しエラスト

マーを初期の体積より膨潤させる．エラストマーは等方

的に膨潤するので，各粒子の周りにはキャビティ（空洞）

が生じ，そのキャビティは絶縁性液体で満たされ，粒子

が自由に回転できる状態になる．このシートを二枚の電

極（観察者側は透明電極）に挟むことによって，ディス

プレイは完成する（Fig.4）．この球状粒子は，白黒の半

球面に電荷密度差を設けているので，電界の向きに応じ

て回転制御される．回転によって形成された白黒のコン

トラストが，観察者に文字や画像として認識される． 

 

 

白顔料（正に帯電）

黒顔料（負に帯電）

観察者

Fig.3 マイクロカプセル電気泳動方式 

 
観察者

回転粒子キャビティ

電極

Fig.4 ツイストボール方式 
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表示素子の回転というユニークなアイディアに基づくツ

イストボールは，研究開発における醍醐味は大きい．し

かし，二色粒子の回転表示故にフルカラー化が難しいと

いう，ディスプレイとして用いる場合には，本質的な問

題がある．2005 年以降は展示会の出品や学会における報告

数が少なくなり，マイクロカプセル電気泳動方式におさ

れて，フェードアウトしそうな時期もあった． 

しかし一部の機関では，最近になっても粘り強く研究開発

が進められている．特に，単分散性に優れた二色粒子を製

造できるマイクロチャンネル法 10)において，量産化の可能

性が見えており、今後の展開が期待される． 

 

４．災害・防災用途への応用例 
 
液晶など通常のディスプレイでは，表示を維持するた

めに電力を供給し続けることが必要である．一方，当然

のことながら，紙への印刷物の保持には何ら外的なエネ

ルギーの供給は必要ない．電源を切断しても表示が保持

されること，いわゆるメモリー性は，紙ライクを目標と

する電子ペーパーにおいて重視される機能の一つである． 

例えば，マイクロカプセル電気泳動方式の場合，泳動

粒子は静電吸着などによりマイクロカプセルの内壁に固

定されること 11)から，メモリー性を有すると言われる． 

実際，前述の仙台市地下鉄のデジタルサイネージには，

このメモリー性を生かして，マイクロカプセル電気泳動

方式が用いられている．また仙台市以外にも，豊島区

（Fig.5）や千葉大学などでも，マイクロカプセル電気泳

動方式を用いた実証実験が行われている 12)．電子書籍端

末と同様，災害・防災用途のデジタルサイネージの分野

においても，マイクロカプセル電気泳動方式が，他の方

式の一歩先を行っているのが現状である． 

 
一方，ツイストボール方式においても，デジタルサイネー

ジをターゲットとしたプロトタイプ 10)が出始めている

（Fig.6）．ツイストボール方式は，電子書籍端末のように

高解像度を必要とされたり，フルカラーを要求されたりす

る用途には向かないが，電子的に書き換えられるポスター

などでのポテンシャルは高い．既存の薄型ディスプレイよ

りも安価に大面積を表示することができる． 

 
５．災害・防災用途に適した表示方式は？ 

 
これまでは電子ペーパーとその災害・防災用途への応用

について解説してきたが，これ以降は電子ペーパーの災

害・防災用途への展開について，私見を述べさせていた

だきたい．まず，既存の代表的な電子ペーパー技術であ

るマイクロカプセル電気泳動方式とツイストボール方式

では，どちらが災害・防災用途に適しているかを議論し

たい． 

マイクロカプセル電気泳動方式では，表示素子である白

と黒の粒子の粒径は数μm と小さい（Fig.7(a)）ため，

電子書籍端末など高解像度を必要とする用途に適してい

る．しかし，前述のように，逆符号に帯電した二種類の

粒子が一つのマイクロカプセル中に共存するという，非

常に不安定な状態にある．逆符号に帯電した白と黒の粒

子が，再分散が不可能ほどに凝集した場合には，もはや

ディスプレイとしての機能を果たせなくなる．したがっ

て，微粒子凝集の原因となるような強い光や激しい温度

変化にさらされる外部環境下における用途には向いてい

ないと考える． 

一方，ツイストボール方式における表示素子は，

Fig.7(b)に示すように，半球面をそれぞれ白（マイナス

に帯電）と黒（プラスに帯電）に塗り分けた粒径 100μm

程度の球状粒子である．表示素子の大きさから高解像度

の用途には向かない反面，一つのキャビティに一つの表

示素子しかないので，マイクロカプセル電気泳動方式の

ような粒子の凝集の問題は起こらない．したがって，高

解像度は必要としないが耐久性を要求される屋外デジタ

ルサイネージ用途に向いていると考える． 

 
 
 
 
 
 

Fig.6 ツイストボール方式デジタルサイネージ

（プロトタイプ）

Fig.5 マイクロカプセル電気泳動方式デジタル
サイネージ（豊島区にて実証実験） 
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６．改良型ツイストボール方式の提案 
 
著者は，その表示方式のユニークさ，凝集フリーである

ことに由来する高耐久性などに着目して，ツイストボー

ル方式の基礎研究を続けてきた．さらにツイストボール

方式の改良を行い，これまでに以下のことを報告してい

る． 

・ 表示素子の回転挙動を記述する運動方程式を提案し，

またモデル実験を通して表示素子の運動挙動を検証

した 13)． 

・ 表示素子としては一般に球状粒子が用いられてきた

が，上記の結果をもとに，円柱状の表示素子（Fig.8）

を用いることによって応答性（主に応答速度）を向

上できることを明らかにした 14)． 

・ 表示素子を内包する材料として，これまでのキャビ

ティの代わりに透明中空繊維（Fig.8）を用いること

により，フレキシビリティを有する繊維状ディスプ

レイを提案し，試作品を作製した 15)． 

 

 

災害・防災用の電子ペーパーという観点から，前述のよ

うにツイストボール方式は，現在の電子ペーパーの主流

であるマイクロカプセル電気泳動方式に対して，耐久性

の点で有利である．さらに改良型ツイストボール方式は，

従来のツイストボール方式に比べて，表示素子を球から

円柱状に代えたことによる応答性の改善，透明中空繊維

の利用によるフレキシビリティの付与といった点で，性

能的に有利である．特にフレキシビリティの付与は，機

械的強度の向上という点で好ましい．災害・防災という

用途を鑑みた場合には，機械的強度は特に重要な特性で

あり，改良型ツイストボール方式は屋外デジタルサイネ

ージとしてのポテンシャルを有している． 

以上より，この改良型ツイストボール方式の災害・防災

用のデジタルサイネージへの応用を提案したい．現在，

実用化に向けての課題抽出を行っているところである．

解決すべき課題として最初に取り組むべきものは，駆動

電圧の低下である．現状では，表示素子の回転に要する

電圧は 50～100V 程度である．表示装置としての低コスト

化，スタンドアローンでの動作の確保などのためには，

乾電池並の電圧（数 V 程度）で駆動することが望ましい． 

今後は以下の計画で，低電圧駆動する条件を明らかにし，

災害・防災用のデジタルサイネージに展開したいと考え

ている． 

① モデル実験による低電圧化に影響する因子の抽出 

これまでの研究から，表示素子の黒色部と白色部の電荷

密度差，表示素子とともに内包された絶縁性液体の粘性，

表示素子や絶縁性液体や透明中空繊維の誘電率などが，

定性的にではあるが，駆動電圧に影響することがわかっ

ている．モデル実験を行い，駆動電圧かかわるパラメー

タを統計的に分散分析することにより，その影響の大き

さを定量化する． 

② 低電圧化に寄与する因子をコントロールするための

材料選定 

上記の実験でその寄与率が大きな因子について，これを

コントルールするための材料を選定する．例えば，白黒

の電荷密度差が重要であれば，これを大きくするような

帯電制御剤を探索する．絶縁性液体の粘性が重要であれ

ば，より低粘度の絶縁性液体を探す．材料の誘電率が重

要であれば，できるだけ材料の誘電率が等しくなるよう

に材料選定を行う． 

③ 材料を最適化した上でのモデル表示ユニットの作製 

上記の実験で最も適当と判断される材料を用いて，

Fig.8 のような形状のモデル表示ユニットを作製する．こ

のモデル表示ユニットが数 V の電圧で駆動することを確

認する． 

 
７．まとめ 

 
電子ペーパーの災害・防災用途への展開として，メモリ

ー性を生かしたデジタルサイネージへの応用について解

説した．特に，現在主流のマイクロカプセル電気泳動方

式ではなく，凝集フリーで耐久性に優れたツイストボー

ル方式の電子ペーパーへの期待が大きい．ツイストボー

ル方式の改良を行うなどして，災害・防災用のデジタル

サイネージとしての電子ペーパーを開発していく所存で

ある． 

 
 

100μm

(b)ツイストボール方式(a)マイクロカプセル
電気泳動方式

100μm

Fig.7 電子ペーパー表示素子の比較 

Fig.8 改良型ツイストボール方式 

円柱状
表示素子

透 明 中 空
繊維

観察者

＋＋＋＋
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東海大学工学部紀要委員会

震災・防災特集号編集後記

　委 員 長　　若　木　守　明
　委　　員　　片　山　秀　和	 片　山　恵　一
　　　　　　　浅　沼　徳　子	 松　浦　武　信
　　　　　　　ブンダリッヒ	ビルフリド	 渡　部　　　憲
　　　　　　　本　間　重　雄	 中　尾　昌　夫
　　　　　　　甲　斐　義　弘	 高　倉　葉　子
　　　　　　　津　田　慎　一	 鈴　木　昌　和
　　　　　　　水　野　秀　樹

本紀要は、学術刊行誌である。掲載可と判定
された原著論文で工学部紀要委員会で査読・
審査を受けている。

　この度の大震災を受けて、震災についての正しい情報、より正確な知識を得て、現状の正しい認
識および今後の防災に寄与することを目的に、多岐にわたる分野の研究者を抱えている工学部の先
生方の内、関連の分野の方々に解説またはトピックスとして執筆をお願いしました。編集委員会で
企画し、編集委員を窓口として関連の分野の方々に依頼いたしました。平岡工学部長以下各先生に
はお忙しい中執筆を快くお引き受け願い、編集委員会を代表しまして大変感謝いたします。今回の
大震災は、多方面にまたがっており、本号（Vol.51，No.1) に載せる時間的制約が有りましたので、
次号（Vol.51，No.2) にまたがって継続して“防災震災特集Ⅱ”を予定しております。ご期待ください。
　本号で、震災に関しての主要なテーマが取り上げられましたが、防災まで考えますと以下に一例
を挙げる多くの関連分野が考えられます。今後も機会が許せば取り上げてゆきたいと思います。
　①地震関連：地震予知関連、家屋並びに構造物の耐震研究、家具の耐震対策、地盤の変形等、鉄
道関連の対策（建築学科、土木工学科等）②津波関連：津波の発生および伝播、津波に対する防災
関連等（土木工学科等）③原子力関連：放射能の人体への影響のより正しい認識、放射能汚染への
対策等、原子炉構造の理解（原子力工学科、医用生体工学科、材料科学科等）④その他：震災復興、
危機管理全般、電力管理、災害時の情報伝達・管理等（電気電子工学科、光・画像工学科等）

編集委員長（光・画像工学科教授）若木守明
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