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東日本大震災を踏まえた設計上の東日本大震災を踏まえた設計上の
論点に関する検討状況について

農村振興局

平成２４年１月２３日



１．検討の主旨

【東日本大震災】

○ 東日本大震災では、マグニチュード９．０の地震動及びこれに起因する津波が発生した。
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○ 東日本大震災では、マグ チュ ド９．０の地震動及びこれに起因する津波が発生した。

○ 地震により、山間部の貯水池に亀裂、平野部のパイプラインの漏水、津波による排水機場の損壊及び農
地の冠水と塩害等の多様な大規模災害が生じた。

○ 地震動、液状化、津波破壊などの大きな影響を及ぼした地域を特定した上で、それらが農業用施設にも
たらした作用とその影響を類型化した。

【現在の検討内容】

たらした作用とその影響を類型化した。

○ 大規模地震動に対する耐震設計について、強化が必要な工種と設計上の論点を明らかにし、今後の耐
震設計や耐震対策のあり方等について検討している。

① 東 本大震災による被害状況や地震動 特徴等を把握① 東日本大震災による被害状況や地震動の特徴等を把握
② 大きな被災が発生した地域の特定や農地・農業用施設の被害の特徴を整理
③ 現行の耐震設計の妥当性を検証 （耐震設計を強化すべき工種及び設計上の論点を整理）

【本委員会での検討の位置づけ】

○ 大局的観点から今後の検討方向について、ご意見を頂く。

○ 頂いたご意見等を踏まえつつ、各種検討を進める。



２．東日本大震災の概要
（１）地震の規模及び災害被害

○平成２３年３月１１日に起こった東北地方太平洋沖地震は、１９６０年のチリ地震、１９６４年のアラスカ地○ 平成２３年３月１１日に起こった東北地方太平洋沖地震は、１９６０年のチリ地震、１９６４年のアラスカ地
震、２００４年のスマトラ地震と並んで世界最大規模である。

○ 東日本大震災は農地・農業用施設等に未曾有の被害をもたらした。その被害額は約8,300 億円にのぼり、伊勢湾台
風、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震等の過去の災害をはるかに上回る。

【世界最大規模の地震】

１９６０年 チリ地震 マグニチュード ９．５

１９６４年 アラスカ地震 マグニチュ ド ９ ２１９６４年 アラスカ地震 マグニチュード ９．２

２００４年 スマトラ地震 マグニチュード ９．１

２０１１年 東北地方太平洋沖地震 マグニチュード ９．０

過去 災害 被害額（換算額）

名 称 発生年月
農地・農業用
施設等の被害

被害
箇所数※3

＜過去の大災害との比較＞

6,000
7,000
8,000

億円
過去の災害の被害額（換算額）

東日本大震災 平成23年 8,302億円※１ 39,323

新潟県中越地震 平成16年 761億円※２ 14,936

阪神・淡路大震災 平成７年 284億円 4 139
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

阪神・淡路大震災 平成７年 284億円※２ 4,139

伊勢湾台風 昭和34年 1,186億円※２ 不明

※１ 農地・農業用施設等の被害額については 11月24日時点
換算後被害額（ 成21年）

0

２

※２ 換算後被害額（平成21年）
※３ 農地・農業用施設等の被害箇所数



（２） 東日本大震災の地震動 ３

○ 震源域が長さ約500km、幅約200kmと広く、本震後も余震が観測されている。

○ 阪神 淡路大震災 比べ 長時間継続 た○ 阪神・淡路大震災に比べ、長時間継続した。

○ 構造物に最も被害を与えるとされる１秒前後加速度応答は、兵庫県南部地震を大きく下回っている。

1995年 兵庫県南部地震（M7.3）

鷹取

短 周期（ 秒）にピ ク

速
度

葺合

短い周期（0.1～0.5秒）にピーク度(cm
/s)

2011年 東北地方太平洋沖地震（M9.0）

築館(ＭＹＧ004)

構造物に最も被害を

塩竃(ＭＹＧ012)

日立(ＩＢＲ003)

与えるとされる周期

速
度(cm

/s)

余震分布（気象庁HP）
加速度応答スペクトル

（日経コンストラクション2011.5.9）

)

地震波形の比較
（東京大学地震研究所HP）



（３） 気象庁が発表する震度階

○一般的に、気象庁が発表する震度階（0～７）は、人間の感覚や被害状況に合った尺度として地震動を表
すために用いられている。

○ 人間が大きな地震として感じにくい「瞬間的に発生する大きな揺れ（加速度）」や「超長周期の揺れ（加速
度）」の影響を少なくした上で、観測点で一定時間以上継続する加速度の最大値を計算式に当てはめ、震
度を算出している。

○ 地震動の加速度が同じでも 継続時間や周期が異なると 体感する揺れや構造物の被害が大きく変わ○ 地震動の加速度が同じでも、継続時間や周期が異なると、体感する揺れや構造物の被害が大きく変わ
り、震度の値も変わる。

600～700

周期１ ２秒 加速度周期１～２秒、加速度
600～700galで震度７

周期0.1秒、加速度600～
震度 強700galで震度５強

４
周期および加速度と震度（理論値）の関係 （均一な周期の震動が数秒間継続した場合） （気象庁HP）

（1～2秒）
（0.1秒)



５

○ 液状化は地震動により土粒子間の間隙水圧が上昇し、土粒子の結合が弱くなることで発生する。

液状化が発生すると 地盤沈 噴砂 側方流動 被害が生 る

（４） 液状化のメカニズム

【液状化のメカニズム】

○ 液状化が発生すると、地盤沈下、噴砂、側方流動により被害が生じる。

地震前 地震後

【液状化のメカ ズム】

地震中（液状化状態）

土粒子が繋がっており、

地震により土粒子が動く
→水圧が上昇 排水されると新しい骨格土粒子が繋がっており、

上部からの荷重は、この
土粒子の中を伝達

→水圧が土粒子の繋がり合う
力より大きくなると、土粒子が
水に浮かんだようになる
→地盤が液体のようになる
（土の強度がなくなり 上

排水されると新しい骨格
構造ができる。
地盤の密度は増加

（土の強度がなくなり、上
からの荷重を支えられない）

農研機構（東日本大震災による農業用施
設等被害報告）



（５）広域的な被災状況とその特徴

○東日本大震災の起こった地域は、東日本の太平洋側全体におよび、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千
葉と広域にわたっている。葉と広域にわたっている。

○ 農地・農業用施設の被災状況は、震源地からの距離、地形、農業用施設の構造、設置場所、地盤、地質
など自然的、社会的な諸条件により各地域で大きく異なる。

○ 災害とその地域的な分布

① 津波による農地の被災
（岩手 宮城 福島の海岸沿い）（岩手、宮城、福島の海岸沿い）

② 農地の沈下
岩手、宮城、福島の海岸沿いと、
海岸線 少 離れた 側 部

藤沼湖 大川地区

海岸線から少し離れた西側の一部

③ ダムなど水源施設の被災
（岩手、宮城、福島）

大柿ダム
羽鳥ダム

（T.P.‐10mまで地盤沈下）
10cm以上沈下
した地域

（岩手、宮城、福島）

④ 液状化等によるパイプラインの損壊
（福島の内陸部、茨城、千葉） 福島第１原子力発電所

隈戸川地区

⑤ 液状化による農地の被災
（茨城、千葉（旧利根川河道））

西郷ダム

⑥ 放射性物質による農地の汚染
（福島第１原子力発電所半径20km圏内）

旧利根川河道

６



３．農地・農業用施設の被害と基準類との照応
７

○ 東日本大震災により、津波、液状化、塩害、農地の沈下や放射性物質による汚染など、複合的かつ甚大○ 東日本大震災により、津波、液状化、塩害、農地の沈下や放射性物質による汚染など、複合的かつ甚大
な被害をもたらしている。

○ 様々な農業用施設が被災しているが、これらは施設毎に設計基準類が整備されている。

農地 農業用施設

瓦礫

被 害
設計基準類

東日本

津波

用排水路の被災
排水機場の機能喪失

塩分浸入

塩害
ヘドロの堆積

東日本
大地震

地震動

塩分浸入
損壊❹

ダム（フィルダム）の被災❶
ため池の被災❷

沈下

設計基準「ﾎﾟﾝﾌﾟ場」

設計基準「ﾌｨﾙﾀﾞﾑ」
設計指針「ため池整備」ため池の被災❷

頭首工の被災❻
ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞの被災❼
水路トンネルの被災❽

設計指針「ため池整備」
設計基準「頭首工」
設計指針「ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ」
設計基準「水路ﾄﾝﾈﾙ」

液状化 パイプラインの被災❸
用排水路の被災❺砂の吹き上げ

設計基準「ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ」
設計基準「水路工」

津波 原子力発電所
の水素爆発

放射性物質による汚染



a ダム（フィルダム）の被災状況

○ 東北地方を中心に複数のダムが被災したものの、決壊等の深刻な被害は発生していない。

【フィルダムの被害状況】
【羽鳥ダム （昭和31年度完成）】

クラック発生

【 鳥 】

法面クラック発生状況
ダム天端クラック発生状況

【西郷ダム （昭和30年度完成）】【西郷ダム （昭和30年度完成）】

８
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b ため池の被災状況

多 が被 農 障 壊○ 東北地方を中心に多くのため池が被災し、農業用水の利用に支障をきたした。決壊したため池では
下流の人家等に甚大な被害が発生した。

【ため池の被害状況】【ため池の被害状況】

○青田新池（築造年代不明）

【青田新池の概要】
福島県本宮市
・堤高：８．３ｍ、堤長：２７５ｍ

貯水量 １万７千 ３・貯水量：１万７千ｍ３

○藤沼湖（昭和２４年完成）

【藤沼湖の概要】福島県須賀川市
・堤高：１８ ５ｍ 堤長：１３３ｍ

農村工学研究所 東日本大震災における

農地・農業用施設等の技術支援報告会

堤高：１８．５ｍ、堤長：１３３ｍ

・貯水量：１５０万ｍ３



c パイプラインの被災状況

○ 東北地方から関東地方にかけての広い範囲で液状化が発生し、構造物に影響を及ぼした。特に、千葉○ 東北地方から関東地方にかけての広い範囲で液状化が発生し、構造物に影響を及ぼした。特に、千葉
県と茨城県の利根川に沿った地域で大きな被害が生じた。

○ 幹線パイプラインの損壊が多く発生し、農業用水の給水が一時不能となった。

【隈戸川地区の被害状況】【隈戸川地区の被害状況】

【新利根川沿岸地区での被災状況】

空気弁工の浮上 パイプライン被災 パイプライン継ぎ手部損傷

■ 地区概要
茨城県南東部の水田を中心とした農業地帯で、約4,000haの水田に幹線パ
イプライン等で用水を供給。 ＜平成４年度完了＞

■ 被害状況 （3月11日：稲城市で震度6弱）
○ 用水パイプライン施設の被災（太田、金江津、大須賀、十余島の4幹線）
により、作付けに支障。

○ 利根川沿いの水田（約310ha）で液状化が発生。

１０



１１

d 排水機場（ﾎﾟﾝﾌﾟ場）の被災状況

○ 東日本大震災では 津波によって 多くの排水機場 排水路が被災するとともに農地が冠水した

【排水機場の被災状況】

○ 東日本大震災では、津波によって、多くの排水機場、排水路が被災するとともに農地が冠水した。

○ 排水機場では、建屋の流出や海水流入によるポンプ設備等の故障が生じた。

団体営 高砂南部排水機場

【農業用ポンプの応急復旧の状況】

国営 閖上排水機場



e 開水路の被災状況

○ 開水路そのものが倒れ込む被害や断面の損傷、継ぎ目の損傷の被害が発生した。

【開水路の被災状況】

○ 開水路そのものが倒れ込む被害や断面の損傷、継ぎ目の損傷の被害が発生した。

○ 液状化により浮上、砂・土砂による開水路の埋没、沈下等の大きな被害が発生した。

○ 津波による排水路への瓦礫の流入や護岸ブロック等の破損などの被害が生じた。

変状が見られるが通水は可能
【開水路の被災状況】

変状が見られるが通水は可能

変状が見られるが通水は可能

開水路の被災事例（水路の押され・倒れ込み）
農村工学研究所 東日本大震災における

農地・農業用施設等の技術支援報告会

開水路の被災事例（嵩上げ部の曲げ破壊）
農村工学研究所 東日本大震災における

農地・農業用施設等の技術支援報告会

津波による瓦礫によって排水機能が阻害 排水機能が消失

１２開水路の被災事例（開水路）
農村工学研究所 東日本大震災における

農地・農業用施設等の技術支援報告会

開水路の被災事例（関東での水路の埋没）
農村工学研究所 東日本大震災における

農地・農業用施設等の技術支援報告会



１３

f 頭首工の被災状況

盤 ゲ 巻 げ 建 が が 被害

【日和田頭首工の被災状況】

○ 沈砂池の地盤沈下、支柱やゲート巻き上げ機建屋にクラックが発生したが、大きな被害は発生していない。

【被害状況】

県名 地区名 施設名 管理者 被害の状況

宮城県 大崎西
部

門前頭
首工

大崎土地改
良区

周辺舗装部にクラック

〃 〃 清水川 大崎土地改 取水ゲート周辺に沈下
頭首工 良区

〃 迫川上
流

（一期）

一の堰
頭首工

栗原市 ゲート巻き上げ機建屋外壁にクラック
ゲート巻き上げ機一部欠損

日和田頭首工付帯施設（沈砂池） 約26cm沈下

福島県 矢吹地
区

日和田
頭首工

矢吹原
土地改良区

付帯施設（沈砂池）の地盤沈下
排水溝継ぎ目損傷

排水溝継ぎ目損傷状況



g ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞの被災状況

が が 被害○ 目地から漏水が発生したが、大きな被害は発生していない。

【被害状況】

県名 地区名 施設名 管理者 被害の状況

福島県 母畑 支線用水路
（譲与施設）
ファームポンド

母畑土地改良区 （ファームポンド）目地から漏水

ファ ムポンド

１４



１５

h 水路ﾄﾝﾈﾙの被災状況

が が 被害○ クラックが発生したが、大きな被害は発生していない。

【被害状況】

県名 地区名 施設名 管理者 被害の状況

福島県 阿武隈川上流 西郷ダム取水トンネル
〃 洪水吐トンネル

阿武隈川上流土地改良区 湧水・クラック

トンネル横断クラック

取水トンネルの
湧水・クラック



○ 構造物の耐震設計は、①地震動の強さに対する耐震設計を行う方法（静的解析法）、②地震動の強さに
加え 地震動 周期特性や継続時間も含め 耐震設計を行う方法（動的解析法） 大別される

４．論点整理に向けた検討
（１）設計基準類の整備状況

加えて地震動の周期特性や継続時間も含めて耐震設計を行う方法（動的解析法）の２つに大別される。

○ 一般的に土木構造物では、静的解析法が耐震設計に用いられており、
①ダム、頭首工（堰柱）、機場（吸水槽）等の地上構造物では、地震力を静的な力（慣性力）に置き換え、
設計する方法（震度法）、②パイプライン等の地下構造物では、地盤と構造物との相対的な変位量を計算設計する方法（震度法）、②パイプライン等の地下構造物では、地盤と構造物との相対的な変位量を計算
して設計する方法（応答変位法）等がある。

【設計基準類の整備状況】

耐震設計の導入
（注1） 最新基準の整備状況耐震設計の手引き(H16.3)

基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

震度法 －
震度法

【動的解析】
（注2）

震度法

【動的解析】
（注2）

基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

ダム

Ｈ12.2設計指針「ため池整備」 Ｈ18.2設計指針「ため池整備」

ため池

H16.3耐震設計の手引き

S31.4設計基準「アースダム」 H15.4設計基準「フィルダム」

レ ル１ レ ル２ レ ル１ レ ル２ レ ル１ レ ル２

震度法 － 震度法 － 震度法 －

基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

応答変位法

（縦断方向）
－

応答変位法

（縦断方向）

応答変位法

（縦断方向）

応答変位法

（縦断方向）

応答変位法

（縦断方向）

基準書等

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

S57.12設計基準「ポンプ場」 H18.3設計基準「ポンプ場」H16.3耐震設計の手引き

S52.10設計基準「ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ」 H21.3設計基準「ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ」

ため池

H16.3耐震設計の手引き

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

震度法 － 震度法
震度法又は

応答変位法
震度法

震度法又は

応答変位法

基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

震度法 － 震度法 震度法 震度法 震度法
水路工

S45.11設計基準「水路工」 H24設計基準「水路工」（予定）

ﾎﾟﾝﾌﾟ場

H16.3耐震設計の手引き

基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

震度法 － 震度法 地震時保有水平

耐力法
震度法 地震時保有水平

耐力法
基準書等

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

震度法 震度法 震度法 震度法 震度法 震度法

S27.10設計基準「頭首工」 Ｈ20.3設計基準「頭首工」

頭首工

H16.3耐震設計の手引き

H11.3設計指針「ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ」 H11.3設計指針「ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ」

ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ

H16.3耐震設計の手引き

１６

震度法 震度法 震度法 震度法 震度法 震度法

基準書等

（注１）本表は現在の耐震設計法の考え方を入れて便宜上作成

（注２）【　】は照査方法で動的挙動解析、動的崩壊解析に分類

一部の基準類を除き、「耐震設計の手引き」で大規模地震動（レベル２）に対する耐震設計法の考え方を取り入れた。

H8設計基準「水路ﾄﾝﾈﾙ」

水路ﾄﾝﾈﾙ
周辺地山と一体となって

挙動する考え方



１７（２）検討状況

設計基準類と検討状況

地震動

設計基準「ﾌｨﾙﾀﾞﾑ」

・フィルダムの被害は堤頂部の亀裂等が生じているが、決壊等貯留機能を喪失する被害は報告されていない。
・被害が発生した要因分析を実施中である。
国営造成農業用ダ 耐震性能照査 を検討中 あ

地震動

・国営造成農業用ダムの耐震性能照査のためのマニュアルを検討中である。

設計指針「ため池整備」

・耐震設計の基準化以降に築造されたため池については、決壊等の深刻な被害は報告されていない。
・決壊したため池の調査を県が実施中である。決壊 池 調 を県 実施中 ある。
・基準化以降に築造したため池の被災事例を調査中である。

液状化

設計基準「ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ」

・地震動や地盤の液状化によりパイプラインに大きな被害が発生した。
・被災形態が特徴的な地区について調査中である。

液状化

設計基準「ﾎﾟﾝﾌﾟ場」

・津波により沿岸部の排水機場で大きな被害が発生した。

津波

津波により沿岸部 排水機場 大きな被害が発 た。
・施設の被災状況について調査中である。


