


 



東日本大震災におけるコンビナート・広域火災等災害現地調査の概要
Summary Report on Field Investigation of the Disaster Caused by the Great East Japan Earthquake,

with Focus on Petrochemical Complex Damage and Wide Area Fires

6 月 30 日までに行った主な調査場所
Locations of Investigation Completed before June 30, 2011

平成 23 年 3 月 11 日に宮城県沖を震源にしたマグニチュード 9 の地震は、10 ｍを超える大津波を発生させ、死者・行
方不明者が 1 万 9,906 人（9 月 26 日現在）、建物の全壊半壊が約 30 万棟という大災害を引き起こした。石油コンビナー
トなどの危険物施設においては石油類などの漏えいや火災が発生し、津波被害を受けた岩手県や宮城県の沿岸域では大
規模な火災が長時間にわたって延焼した。消防研究センターでは、これら被害の状況等を把握し、今後の対策に必要な
情報を収集するため、現地調査を実施した。

The magnitude 9.0 massive earthquake which　struck off the coast of Japan on March 11, 2011, with the epicenter 
offshore Miyagi Prefecture, triggered devastating tsunami waves exceeding 10 meters in height at some parts of the 
stricken coasts. It caused a total of 19,906 people dead or missing (as of September 26, 2011) and about 300,000 
buildings damaged or destroyed.

At some dangerous facilities such as oil refineries and petrochemical plants, oil spill took place and refineries and 
plants were set on fire. In some coastal areas of Iwate and Miyagi Prefectures which were hit by the tsunami, large fires 
spread over for long hours to reduce towns to ashes. The National Research Institute of Fire and Disaster conducted a 
field investigation of the areas affected by the earthquake and tsunami focusing on petrochemical complex damage and 
wide area fires in order to gather data and detailed information that will be required when working out countermeasures 
against similar situation in the future.



【石油コンビナート等における被害状況】
製油所などにおける危険物漏えい、津波による屋外貯蔵タンク（以下、タンク）の流出や護岸損傷、火災の状況など

について調査した。

【Damage to Petrochemical Complexes】
We investigated spill of hazardous materials from oil refineries and plants, drift of aboveground storage tanks　

(hereinafter simply referred to as “ASTs” ), damage to seawalls and fire incidents caused by the tsunami, among others.

太平洋側の製油所の危険物漏えい（以下の写真）：
タンク本体の地震動による損傷は少ないように見受けられたが、津波による配管の破断に加え、停電により緊急遮断

弁及び電動弁が作動しなかったため、大量に油が漏えいしたものと推測された。

Spill of hazardous materials on the Pacific side of Tohoku (Following photo):
According to our observation, while damage to ASTs due to ground motion was seemingly limited, it is very probable 

that a large spill of oil was caused because pipes were broken by the tsunami in the situation that emergency shutdown 
valves and motor-operated valves were not actuated due to power outage.

①津波はタンク底板から約 3.5m まで到達、当該タンクは空であったが浮上や移動は見られない。②、③配管が多数
折れ曲がり、危険物が漏えいした。④護岸、桟橋、防油堤の損傷が大きい。⑤スロッシング波高は約 1m。浮き屋根
上に油がいつ流した。

① : Tsunami reached up to about 3.5 meters high from the tank baseplate. This tank was empty but no flotation 
or displacement was observed. ② and ③ : A great deal of pipes were damaged, resulting in the leak of hazardous 
materials. ④ : Severe damage to the seawall, pier and oil retaining dike was observed. ⑤ : Oil overflow onto the 
floating roof caused by a 1-meter high sloshing wave.



スロッシングによるデッキ上への油の流出
Oil spillover onto the deck caused by sloshing

太平洋側における屋外タンク貯蔵所の流出（次頁の写真）：
気仙沼港などでは、重油・灯油・ガソリンなどを貯蔵するタンクが津波を受け、タンク本体が流された。タンクの基礎はそれ

ほど破壊されておらず、防油堤にも大きな被害のないものが多いことから、津波の浮力によりタンクが浮き上がったものと見られ
る。流されたタンクは底部や側板などが破壊されて開口し、危険物が流出した。流出した危険物が、市街地に押し寄せ、市街
地での出火や燃え拡がりに影響を与えた可能性については、今後さらに詳細な調査や研究を行い、明らかにしていく必要がある。

Drift of ASTs on the Pacific side of Tohoku (Photos on the next page):
Many ASTs for fuel oil, kerosene, gasoline, etc. located at Kesennuma Port and some other ports were washed away 

by the tsunami. Damage to their foundations was less severe, and also there were many oil retaining dikes suffering only 
slight damage. These findings indicate that the ASTs were probably lifted by the tsunami buoyancy. Hazardous materials 
run out of swept-away broken tanks. As to whether these hazardous materials came rolling upon urban zones, originating 
fires there and affecting fire spread, information still remains to be confirmed based on findings during further field 
investigations.

スロッシング被害（以下の写真）：
日本海側や東京湾岸のタンクでは、スロッシング（液面揺動）による浮き屋根のポンツーン破損、デッキ上への油の流出が、

多くのタンクで発生していた。

Sloshing (Following photo):
Broken pontoons of floating roofs and oil spillover onto the deck caused by sloshing were observed in many ASTs in

　petrochemical complexes located along the west coastline of Tohoku district (on the Japan Sea side) and in Tokyo Bay 
areas.



津波により流されて倒壊したタンク
An AST swept away and collapsed by the tsunami

タンク本体が流れてむき出しになったタンク基礎
Tank body swept away, leaving the exposed tank foundation

太平洋側で発生した津波によるバース（左）と護岸（右）の被害
Berth (left photo) and embankment (right photo) destroyed by the tsunami swept along the Pacific coastline of Kanto



船越地区火災　街区から林野へ延焼した状況（山田町）
Ruins of fire spread from an urban area to forests in Funakoshi, Yamada Town

【広域火災の状況】
津波で被災した三陸沿岸から宮城県にかけて、大規模な広域火災が多数発生した。岩手県宮古市田老地区、山田町、大槌町、

宮城県気仙沼市、石巻市、名取市閖上地区などにおいて、出火の状況や延焼範囲を調査した。
火災の多くは、津波によって壊された家屋や流された自動車、船などから出火したと言われており、3 日間にわたって燃

え続けた火災もあった。
聞き取り調査により、「岸壁に打ち上げられた船が燃え、津波で破壊されたガレキや林野へと延焼した」、「海面上でガレ

キが燃え、炎が波で移動していた」、「消防ポンプ車が火災現場で放水していたが、防火水槽がすぐに空となり、消火でき
なかった」などの証言が得られた。

ガレキや冠水などで消防車両が火災現場に近づけなかった状況から、津波災害時の消火・救助などの消防活動上の課題
が明らかとなった。

【Wide Area Fires】
Large fires, each spreading over a wide area, broke out in many locations from the Sanriku coast extending to Miyagi 

Prefecture stricken by the tsunami. Our field investigation included inquiries into the cause and outbreak situation of 
these fires and the extent of fire spread in Taro area of Miyako City, Yamada Town, and Otsuchi Town (in Iwate Pref.), 
Kesennuma City, Ishinomaki City, and Yuriage area of Natori City (in Miyagi Pref.).

Most of these fires reportedly originated from houses destroyed by the tsunami and/or swept-away cars, ships, etc.. 
Some of them continued burning for three consecutive days.

The following pieces of eyewitness information were obtained: “a boat drifted by the tsunami wave upon the quay 
caught fire, then the fire spread over to the rubble and debris created by the tsunami and to surrounding forests and 
fields,” “the rubble and debris created by the tsunami began to burn when swept into the sea. I saw flames moving riding 
on the waves,” “fire engines started fire-fighting but extinguishment was not achieved because fire cistern was emptied 
soon,” and so on. 

These testimonies indicate that fire engines could not come up to the fire scenes because of obstacles such as rubble 
and debris and flooding caused by the tsunami. This is a very important issue of fire-fighting and rescue activities in case 
of tsunami disaster. Countermeasures are required.



門脇小学校校舎と校庭の状況（石巻市）
Kadowaki Elementary School building and playground, Ishinomaki City, after tsunami attack

鹿折地区火災　線路上の焼損状況（気仙沼市）
Ruins of a fire extending over the rail track in Shishiori area, Kesennuma City

鹿折の歩道橋から見た焼損街区（気仙沼市）
Burnt-down urban blocks of Kesennuma City viewed from a footbridge in Shishiori area



【津波による消防署等の被害】
津波により、消防職団員が被災するとともに、役場や消防本部庁舎にも被害が発生した。釜石市、大槌町、石巻市などで、

津波による役場や消防所署の被害・浸水状況を調査した。
津波によって浸水したエリアには、消防団屯所などが多く存在していた。10ｍを超える津波によって全壊した消防署や、

跡形も無くなった消防団屯所などの、施設の被害状況や、消防車両・装備の流出被害の状況から、大津波襲来時の消防
活動の困難さや課題が明らかになった。

【Damage to Fire Stations and Firefighters】
Some professional firefighters and volunteer firefighters became the victims of, or otherwise suffered from, the 

tsunami. Also, town offices and fire department buildings in various municipalities in the disaster areas were badly 
damaged by the tsunami. A survey of damage and inundation was conducted in Kamaishi City, Otsuchi Town, Ishinomaki 
City, etc. focusing on town offices and fire station buildings.

There were a lot of volunteer fire stations in the areas inundated by the tsunami. The difficulties we face during fire-
fighting and rescue activities when attacked by a great tsunami, and resulting problems to be solved, were verified during 
the field investigation. These observations clearly showed that the fire stations and volunteer fire stations were either 
completely destroyed or washed away by the devastating tsunami wave exceeding 10 meters in height (of course, fire engines 
and fire-fighting equipment were totally swept away).

大槌消防署（浸水深は 10 ｍ以上あったと考えられる）
Otsuchi Fire Station (Flooding depth is estimated at 10 meters or higher.)



大槌町消防団の屯所があった場所
（周辺の浸水深は、3.5 ～ 4m 程度以上と考えられる）

Site where one of volunteer fire stations of Otsuchi Town had been located before the tsunami attack
(Flooding depth is estimated at around 3.5 - 4 meters.)

東北地方太平洋沖地震で発生した福島県白河市葉ノ木平地区における斜面の崩壊（死者 13 名、家屋全壊 10 棟）　本文９頁参照
Collapse of slope in Hanokidaira, Shirakawa City, Fukushima Pref., induced by the 2011 off the Pacific coast of 
Tohoku Earthquake (The collapse caused 13 deaths and completely destroyed 10 houses.)  See also page 9.
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１．はじめに

災害への対応を適切に行うためには、災害の発生場所
やその状況を迅速かつ的確に把握・共有する必要がある。
市町村の震度情報ネットワーク、気象庁の降雨レーダ、
河川の水位テレメータ、119 番通報の発信地表示システ
ムなどは、定量化・電子化された災害情報を迅速かつ同
時に集約・可視化することが可能で、災害対策本部など
の対応業務を効率的に行うために無くてはならないもの
になっている。さらに、これら集められた災害情報は市
町村長からの避難勧告などと同様に、地域住民へ的確に
連絡・共有される必要があり、地域と災害対策本部との
間の適切な災害情報の収集・処理・共有は、災害対応を
行う上で重要な要素である。

一方、地域住民が災害対策本部からの避難勧告に関す
る情報や災害情報を覚知した場合の災害危険度の認知度
は、情報を受け取る人の意識や所在場所によって差があ
ると言われている１）。従って、これらの防災情報が有効
に活用され適切な避難につなげるためには、行政と地域
住民とのあいだで、災害リスクに関する情報を平時から
共有して相互に意思疎通を図ること、いわゆるリスクコ
ミュニケーションが重要な要素となる。このような観点
から、地域の災害リスクに関する情報を共有する手法と
して、DIG(Disaster	 Imaging	Game) に代表される図上訓
練を取り入れた手法が防災ワークショップなどで活用さ
れている。しかしながら、これら DIG については、机
上の訓練にとどまる場合が多く、演習結果や地域の災
害リスクをさらに実感をもって理解するためには、地図
を読み取る能力がもとめられるとともに、その場に立っ

てこれらを確認することが重要である。そこで、地域や
現位置でのリスクコミュニケーションを支援するための
ツール開発を目的として、拡張現実（AR：Augmented	
Reality、以下「AR」と呼ぶ。）技術を用いて、現実風景を
表示した携帯電話のディスプレイに防災情報を付加提示
することが可能な可視化ツールを試作した。

本稿では、行政と地域住民とのリスクコミュニケーショ
ンや救助活動を支援するツールとして、防災マップの拠
点情報や災害時要援護者の位置などの防災情報を AR を
用いて可視化する試みについて述べる。

２．ARについて

AR は、現実環境にコンピュータを用いて情報を付加提
示する技術で、実際の風景が映し出されたカメラ映像に
3 次元のグラフィックスを重ねて表示したり、GPS（Global	
Positioning	System）などによって測位された位置情報に
基づいてインターネット上に蓄えられた情報を現実世界
と結びつけることを可能とする技術である。近年、GPS、
ジャイロ、電子コンパスなどのセンサーを備えたスマー
トフォンの普及により、セカイカメラ（脚注参照）などの

拡張現実 (AR) を用いた現位置における防災情報可視化の試み

細川　直史、武原　靖＊、柴山	　明寛＊＊、秦　康範＊＊＊、高梨　健一

（平成 23 年８月 25 日　受理）

技術報告

地域や現位置でのリスクコミュニケーションを支援するためのツール開発を目的として、拡張現
実（AR：Augmented	Reality、以下「AR」と呼ぶ。）技術を用いて、現実環境を表示した携帯電話のディ
スプレイに防災情報を付加提示することが可能な可視化ツールを試作した。防災マップの拠点情報
や災害時要援護者の位置などの防災情報をこのツールに登録し、防災訓練時に現位置で情報提示す
ることによって、行政と地域住民とのリスクコミュニケーションや救助活動を支援するツールとし
ての精度・有効性について検証した。

図１　AR を利用したリスクコミュニケーション支援ツール

　
＊	日本総合システム株式会社	産業ソリューション部　＊＊	東北大学	災害制御研究センター
＊＊＊	山梨大学	工学部土木環境工学科
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AR ソフトウエアが誰でも利用できる環境になっており、
観光案内や人の所在地やその人に好みにあわせて広告を
提示する位置情報サービスなど、様々な分野への応用が
期待されている２）。スマートフォンを利用した AR の主
な特徴としては、
１）エアタグ（AirTag）とよばれる位置情報（緯度と経

度など）をともなった情報を、地図上で表示できる。
２）エアタグが、自分の立っている場所から、どの方向に、

どのくらいの距離に存在するかを表示できる。
３）エアタグの情報（アイコンや写真、詳細説明）をスマー

トフォンの画面に実際のカメラ映像に重ねて表示でき
る。

などが挙げられる。この AR 技術を防災に応用すること
によって、災害現場や地域に実際に立って、警報、防災

情報、災害リスクなどを確認可能となることから、地域
におけるリスクコミュニケーションの支援ツールになる
ことが期待できる。

本研究では、携帯電話端末で動作可能な AR アプリケー
ションとして Layar（Layar	Reality	Browser）４）を利用し
た。Layar は、GPS 機能と電子コンパス機能を備えた携
帯電話を風景にかざすと、携帯電話の位置と向けた方向
にあわせて、サーバ内のエアタグ情報を現実映像へ重ね
て携帯電話のディスプレイに表示することが可能なアプ
リケーションである。Layar は、iPhone3GS 以降および
全ての	Android 端末に対応しており、近年普及が進んで
いるスマートフォンの多くをサポートしている。図２は
スマートフォンを使った AR の表示例で、左の写真は、
携帯電話を風景にかざすことにより撮影された現実の映
像の上に情報が重ねて表示されている様子である。図 2
の中央の画像は、AED のエアタグが、スマートフォンの
ディスプレイへ表示された画面例である。

３．システム構成

システムの構成は、図３に示すようにエアタグを格納す
る GAE サーバとサーバアプリケーション、スマートフォ
ン端末からなる。サーバアプリケーションは、Google	App	
Engine（GAE）に基づき開発・管理され、以下に例示する
エアタグの所在場所の緯度・経度、アイコン、詳細説明、
画像、ホームページアドレスなどを登録可能である。

　
脚注	）セカイカメラとは、現実世界にデジタルな情報を重ね合わせる「拡張現実 (AR	:	Augmented	Reality)」技術を利用

したサービス３）。

図２　スマートフォンを使った拡張現実の表示例

図３　AR	を用いた防災情報の可視化システムの構成
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１）防災マップの情報（避難所、防災倉庫、病院、警察・
消防署などの防災拠点、AED の設置場所）、

２）要救助者、火災の発生などの警報情報
３）過去の災害履歴（写真、災害についての解説文、関

連情報のホームページアドレス）
サーバアプリケーションは、図４で示すように、ウエブブ

ラウザに表示された Googleマップ上で位置を確認しながら
1 件ずつ入力する方法と、エクセルなどで編集されたエアタ
グデータのリストを一括登録できる機能を備えている。

４．防災マップの情報提示実験５）

AR を利用して防災マップを表示した場合の有効性を
検証するために、調布市の防災マップ６）に記載されてい
る、避難所、消防署、警察署、病院などの情報を、エア
タグとしてサーバに登録した。図５はエアタグ登録され
た防災マップ情報を Google	 マップ上に表示した画面で、
施設の所在を示すアイコンをクリックすることで、画像
や詳細説明を表示できる。それらエアタグ情報を Sony	
Ericsson	Xperia	 (OS:Android	2.2、画面サイズ : 約 4.0 イ
ンチ、解像度 :480ドット× 854ドット ) にインストール
された	Layar のアプリケーションを用いてフィールドで
検索・表示することで、エアタグの表示精度ならびにシ
ステムの有効性を確認・検証した（図６）。情報提示実験
の結果としては、
１）屋外 ( かつ近くに高いビルが存在しない場所）であ

れば、携帯電話端末の測位誤差は約５ｍ以内であった。
２）自分が立っている位置を中心として、どの方向に、

対象物があるかを確認することが可能であった。
３）対象物までの距離に応じてエアタグアイコンが距離

と一緒にスケール変換されて携帯電話のディスプレイ
に表示されることから、おおよその距離を把握するこ
とが可能であった。

４）エアタグに登録された対象物の画像やホームページ
へのリンク機能が、エアタグと現実空間との対応付け
に有効であることが確認できた。

これらの結果から、携帯電話端末の GPS や電子コンパ
スが有効に機能し、自分が立っている位置を中心として、
避難所や消防署などの防災拠点がどの方向に、どのくら
い離れたところにあるかを把握することが可能であるこ
とが確認できた。

５．ARを利用した要救助者情報の提示実験

ARを用いることによって、警報の発信場所や要救助者の
位置を確認し、それを基にその場所まで駆け付けることが
可能かどうかの実証実験を行った。実験は、平成 22 年 12
月 19日に行われた山梨県中央市における豪雨災害を想定し
た防災訓練において、要援護者の逃げ遅れが発生し、救助
班「お助け隊」が救助に向かうという以下の想定で実施した。
１）山梨大学が開発・整備した地域防災ＳＮＳ７）によって、

要援護者の逃げ遅れが発生したことによる救助要請の
通報が入る。

２）要救助者の自宅位置の座標を、エアタグとしてサー
バに入力する。

３）スマートフォンのLayarアプリケーションをつかっ
て、要救助者の位置を検索し、スマートフォンのカメ
ラで撮影される映像上に、要救助者の所在を示すアイ
コン、その場所までの距離や方向を表示する。

図４　エアタグを登録するためのサーバ画面
図５　エアタグ登録された防災マップ情報の地図表示例

図６　情報提示実験の様子
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４）表示された情報だけで、要救助者の発見、所在場所
まで駆け付けられるかを確認する。
図 7 は、AR を用いた要救助者探索実験について、スマー

トフォンの画面表示とともに、要救助者の位置と端末の
位置および移動経路を地図上に表示したものである。要
救助者の位置や方向の表示精度については、GPS の精度
が比較的保証されている屋外の実験だったので、的確に
情報提示がなされ、速やかな現場到着ができた（図８）。
この実験で明らかになった課題としては、
１）Layarのカメラモードの表示（図７の左側の表示画

面）だけでは、途中の道路閉塞や遮蔽物があった場合
には、目的地にたどり着けない。（図７の右側の地図
表示モードの併用も必要であった。）

２）端末の実際の位置と表示位置にずれが生じる場合があ
り、測位と再表示の時間的間隔を短くする必要がある。

３）画面に集中することで足下がおろそかになること
や、長時間スマートフォンを支え持っているのは困難
であることから、HMD	 (Head	Mounted	Display)などUI
（User	Interface）の工夫が必要である。

この訓練によって、ARを用いることで、要救助者が、自
分のいる位置から、どの方向に、どのくらい離れた場所に
存在するかを容易に把握できた。特に、要救助者の位置特
定が困難と考えられる都市部での使用や、地域の地理を把
握していない人が救助に向かう場合において、この仕組み
は有効であろうとのコメントが訓練参加者から得られた。

図７　AR	を用いた要救助者探索実験について

図８	　到着した “ お助け隊 ” が状況を確認、ドアに連
絡票を貼り付け、要救助者と避難所に向かった。
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６．水害履歴の提示について

富士川・釜無川・笛吹川における過去の水害履歴情報
を、AR アプリケーションによって、現場付近において表
示・確認できるように、エアタグデータ化した。ここで
は、文献８）に記載されている、昭和３４年９月（台風１５
号伊勢湾台風）、昭和５２年８月熱帯低気圧、昭和５７年８
月台風１０号による水害の記録から現場写真と解説文を引
用し、橋の名前・地名や地元の人の証言などから場所を
推定してエアタグ化を行った。

図９は、エアタグ化された富士川水系の水害履歴を
Googleマップ上に表示したもので、アイコンをクリックす
ることで、図 10 に示すように、当時の現場写真とともに
説明文が表示される。図 11 は、川沿いの堤防の上に立っ
た時にスマートフォン上に表示された水害履歴のデータで
ある。水害時の水位の高さや水量の多さを、平常時のそれ
と、現位置において容易に比較することが可能であった。

７．おわりに

ARを用いた現位置における防災情報提示システムの可
能性について検証した。これまでの紙や WEB で公開され
ている防災マップの活用には、地図を読み取る能力が求め
られるが、提案システムは、スマートフォンの GPS やジャ
イロセンサーの機能によって、エアタグとして登録された地
点との相対的な位置関係を感覚的に把握することが可能で
あり、より現位置での活用に向いたシステムであるといえる。
しかしながら、ARという新しい技術と普及途上のスマート
フォンを用いた仕組みであり、表示精度や災害現場での運
用の可能性について、さらに検証を行う必要がある。今後、
これら検証に加え、ハザードマップの震度予測や水位予測
などの面や高さの情報を効果的に AR によって表現する手
法や、DIG などの机上演習を AR によって現位置と会話的
に行える仕組みについて研究開発を行っていく予定である。
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図 10　エアタグ化された富士川水系の水害履歴マップ
（詳細情報を表示した状態）

図 11　スマートフォンに表示された水害履歴
（Layar のカメラモードの表示例）

図９　エアタグ化された富士川水系の水害履歴マップ



― 6 ―

An Approach to Visualize Disaster Prevention Information using 

Augmented Reality

（Abstract）

Masafumi	Hosokawa,	Yasushi	Takehara ＊ ,	Akihiro	Shibayama ＊＊	and	Ken-ichi	Takanashi

（Accepted	August	25,	2011）

This	 paper	 presents	 a	 new	 approach	 to	 visualize	 disaster	 prevention	 information	 using	 the	 	 Augmented	
Reality	 (AR)	 for	 disaster	 response	 or	 drill.	 The	 system	 is	 realized	 using	modern	 smartphones	 such	 as	 the	
iPhone	equipped	with	powerful	CPU,	camera,	accelerometers,	GPS	and	solid	state	compass.	We	make	a	disaster	
prevention	map	consisting	of	virtual	objects	called	as	AirTag	in	augmented	reality	space.	We	evaluate	the	system	
on	its	ability	to	visualize	the	disaster	prevention	information	at	the	test	field	in	Chofu	City	and	Chuo	City.	

Keywords : Augmented Reality, Disaster Prevention Map, Smartphone, AirTag

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.111（2011）

　
＊	Nippon	Sogo	System,	Inc.,	Industry	Solutions	Division)
＊＊	Tohoku	University,	Disaster	Control	Research	Center)



消防研究所報告　第 111 号	 2011 年 9 月

― 7 ―

１．はじめに

2011年３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（Ｍ
9.0）及び一連の余震では、津波により沿岸部に大きな被
害を生じたが、内陸部において、住宅地の変状（沈下、
地すべりなど）や落石などの土砂災害を生じた。全容は未
だ明らかではないが、国土交通省砂防部のまとめ１）では、
８月３日９時現在（余震含む）、土砂災害 110 件（うち、
土石流６、地すべり 16、がけ崩れ 88）、死者 19 名とされ
ている。そのうち４月 11日 17：16 頃に発生した福島県浜
通りを震源とする地震（Ｍ 7.1）では、福島県南部で斜面
の崩壊や地すべりが発生した。福島県内を詳細に調査し
ている梅村によれば２）、福島県内の土砂災害件数（８月

20 日現在）は、３月 11日の地震によるもの 44 件、４月 11
日の地震によるもの 21件としている。なお、４月 11日の
地震以外にも福島県では強い余震が発生していることか
ら、３月 11日の地震によるとされるものの中に余震によ
り発生したものが含まれている可能性も否定はできない
が、今回調査した事例は、３月 11日の地震で発生したと
住民から聞き取られたもの２）である。

筆者らは、これらのうち、地形的及び地質的に代表的
と見られたものについて、４月 28 及び 29 日に福島県南
部において、５月 19 日に仙台市において、現地調査を行っ
た。調査は、どのような要因で災害が発生したか把握す
ること、及び二次災害防止の観点から土砂災害発生後の

2011 年東北地方太平洋沖地震及び 4月 11 日の福島県浜通りを震源とする
地震による土砂災害

新井場　公徳、吉原　浩、天野　久徳、座間　信作、河関　大祐、高梨　健一

（平成 23 年９月 16 日　受理）

技術報告

斜面崩壊や地すべりなどの土砂災害は地震によって引き起こされる災害事象のうち主要なものの一
つである。土砂災害の発生要因（地形、地質、地下水など）を把握するとともに、家屋や住民が巻き込
まれた場合の救助活動のあり方を検討するための資料を得るため、2011年３月 11日及び４月 11日の地
震による土砂災害現場について調査を行った。次のことが分かった。３月 11日の地震により、福島県
白河市周辺の火山灰由来の土質の斜面で崩壊が多数発生しており崩壊した土砂は比較的長い距離を運
動していること、住宅地の人工地盤における地すべりや亀裂・沈下などが、仙台市から福島県南部の広
い範囲に散在的に発生していること、並びに４月 11日の地震により震源周辺で大規模な地すべりが複
数発生していること。また、その中には、移動が続いている地すべりの末端部で救助活動が行われた事
例があった。２カ所の崩壊地で当初の崩壊よりも規模は小さいものの二次的な崩壊の痕跡があった。

表１　調査地点一覧



消防研究所報告　第 111 号	 2011 年 9 月

― 8 ―

図１　福島県南部の土砂災害の調査地点（国土地理院「電子国土 30 万分の１」に加筆）

図２　仙台市内の住宅地変状の調査地点（国土地理院「電子国土７万５千分の１」に加筆）

図３	　気象庁による推計震度分布（左：東北地方太平洋沖地震（震源要素Ｍ 7.9）、右４／ 11 福島県浜通りＭ 7.1 の
地震）と主な土砂災害（調査していないもの含む）
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拡大状況を把握することの二つの目的で行った。調査地
点は図１及び図２に示した地点で、各地点の概要は表１に
まとめた。

３月 11日の地震により、福島県白河市周辺の火山灰起
源の堆積土の斜面で、幅数十メートル、流走距離百ｍ以
上に及ぶ規模の崩壊が生じた（図１Ｂ〜Ｅ）３）。また、こ
の地震により、仙台市周辺４）及び福島県南部５）で、宅地
地盤の変状が生じた（図１Ａ、Ｆ、Ｊと図２Ｋ、Ｌ）。また、
４月 11日の福島県浜通りを震源とする地震では、震源断
層の近傍のいわき市田人町を中心に岩盤崩落（図１Ｇ）や
大規模な地すべり（図１Ｈ、Ｉ）が発生した６）。これらの
地すべりは調査時も移動が続いており、警戒が必要な状
況であった。このうちＨの地すべりの末端部は崩壊して
道路を閉塞しており、その崩土から車両とともに１名の
死者が見つかっているが、運動中の地すべりの末端部で
の捜索救助活動であった。

気象庁による推計震度分布に今回の調査地点を加筆し
たもの図３に示す７）。４月 11日の地震による土砂災害は
震源周辺に集中しているが東北地方太平洋沖地震による
土砂災害の分布は、震度との相関は比較的明瞭ではない。

２．白河市周辺の斜面崩壊

2.1　白河市葉ノ木平における崩壊
白河市周辺では、火山灰起源の堆積土の斜面で崩壊が

多数発生した。代表的なものとして白河市葉ノ木平の災
害がある。ここでは大規模な崩壊が生じ、国交省砂防部

（５月６日）８）によれば、13 名が死亡し家屋 10 戸が全壊し
た。図４に周辺地形図を示す（１辺は約 1.5km）。図には
点線でおおむねの崩壊地の外周縁を記載した。図５は住
宅跡地から見た崩壊地の様子である。右に写っている集
合住宅は比較的新しい。崩壊の冠頭部は写真の中央部に
あり、林のために写っていない。土砂は崩壊地から宅地
へ流れ、その後南東側に広がった。堆積土砂は捜索救助
及び道路啓開のためにはすでに整理されていた。携帯し
たＧＰＳ（Garmin	GPSmap	60CSx）によれば、最上部から

末端部の長さ約 280ｍ、標高差約 50ｍであり、見かけの
摩擦角は約 10 度となり、流動性が高かったと評価できる。

図４及び５から分かるとおり、崩壊の上部は北東向き斜
面にあり、崩壊の中部では東向きに運動している。この
ことから、崩壊地は冠頭部付近の北東向きに運動したも
のと、崩壊地中部の東向きに運動したものの、２つのブ
ロックに分けることができそうである。図５に示した二
つの矢印で挟まれた区間では、土砂が写真奥向き（北西
向き）にあふれて流出している状況が見られ（図６）、上
部ブロックが先に移動した可能性がある。

図７は崩壊の冠頭部である。崩壊地の背後は崩壊と逆
方向に傾斜しており、崩壊は尾根の頂部もしくは頂部を
越えた地点から発生している。冠頭部には腐食土と見ら
れる黒色の層が見られ、埋没谷の可能性がある。崩壊地
の冠頭部の背後にはしばしば亀裂を生じることがあるが、
この崩壊地では明瞭な亀裂は見られなかった。

図８に崩壊面に残された条痕と周辺の土砂の様子を示
す。崩壊土砂の大部分は火山灰由来と見られる堆積物で、
非常に空隙に富む。一見含水比が低いように見えても指

図４　葉ノ木平の崩壊の周辺地形図

図５　住宅地の方向から見た葉ノ木平の崩壊地の状況（パノラマ合成。図４ｐ地点から撮影）
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でつぶすとぬるっと水が出てくるほど含水している。一
部には風化した軽石と見られるものも含まれる（図９に
同様な地質で発生した図１Ｃの崩壊地で撮影したものを示
す）。これらのことから、水を多く保持しやすい土質であっ
たことが分かる。比較的降雨の少ない気象状況であった
が、土砂内の水の存在が、高い流動性に寄与したことが
考えられる。また、崩壊面の下には地質構造を反映した
と見られる平坦な風化岩の面が見られた。

2.2　葉ノ木平と同様な地質条件で生じた斜面崩壊
白河市北西部では葉ノ木平の崩壊地と同種の地質の斜

面で崩壊が複数発生しており、そのうち３カ所（図１Ｃ、Ｄ、
Ｅ）を調査した。携帯したＧＰＳのデータによれば、清水
久保の崩壊地（図 10、11））は冠頭部から末端まで約 150
ｍ、標高差約 45ｍであり、見かけの摩擦角は約 17 度、岡
ノ内の崩壊地（図 12、13）は冠頭部から末端（堆積物が
整理されており、道路までとした）までの長さ約 130ｍ、
標高差約 40ｍであり、見かけの摩擦角は約 17度であった。
北ノ入りの崩壊地（図 14、15）は時間の制約から冠頭部
まで踏査できていないため、ＧＰＳデータは得られなかっ
たため、崩壊の範囲を推定で記入した。なお、清水久保
の崩壊地では、隣接する斜面に段差を伴う亀裂が生じて
いた。地震の際に亀裂を生じたものの崩壊までは至らな
かった土塊が存在することが示唆され、（この崩壊地の下
には民家はないが、もし民家がある場合には）その後の降
雨時には注意が必要な箇所であった。

３．３月 11日の地震に起因する住宅地の地盤変状

3.1　いわき市の事例
３月 11日の地震に伴い、福島市やいわき市内の比較的

新しい住宅地で地すべり性の地盤変状を生じていること
が報告されており３）、そのうち図１のＩ地点を調査した。
当該地点では、河川に面した宅地が河川側に移動したと
見られ、地表面に沈下、開口亀裂、圧縮亀裂などの地盤
変状を生じている（図 16、17）。地盤変状が顕著な河川
に近い範囲には建物の倒壊も生じており、避難勧告が出
されていた。河川の対岸は水田となっている。河川に面
した擁壁には転倒したものもある。同じ河川に面してい
て、この宅地に隣接する自然斜面には、変状は見受けら
れなかった。
3.2　仙台市の事例

仙台市では昭和 53 年（1978 年）の宮城県沖地震の際、

図９　土砂中に見られた風化軽石と見られる塊

図８　葉ノ木平崩壊の崩壊面

図６　土砂が北西方向へ一部流出している状況

図７　葉ノ木平の斜面崩壊の冠頭部
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丘陵地の住宅造成地のうち、谷を埋めた部分ですべりや
沈下、亀裂などの地盤変状が生じて問題となった９）。３月
11日の地震でも同様の現象が一部の地区で発生している。
図 18 は図１Ｌ地点において地盤変状を生じた領域の斜面
上部に現れた開口性の亀裂を示す。宅地がこの亀裂を冠

頭部として、すべりを生じていると見られる。図 19 は変
状を生じた領域の中部から下部に位置する道路で、建物
が傾斜倒壊している様子を示す。住民の話では、Ｌ地点
の変状が現れている領域は昭和 53 年の地震では変状がな
かったとのことである。

図 11　清水久保崩壊の冠頭部（図 10 ｐ地点で撮影）

図 13　岡ノ内の崩壊地（図 12 ｐ地点で撮影）

図 14　北ノ入崩壊の周辺地形図（図の幅約 1.5km） 図 15　北ノ入の崩壊地の上部（図 14 ｐ地点で撮影）

図 10　清水久保崩壊の周辺地形図（図の幅約 1.5km）

P

図 12　岡ノ内崩壊の周辺地形図（図の幅約 1.5km）

P
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図 20 は図１Ｋ地点のものであるが、側溝がつぶれてい
る。電信柱は正立しているようであり、また、地表のコ
ンクリートに圧縮が生じて地盤から浮き上がっている。
以上のことからこの地点では、沈下などによる表面付近
の変状が大きいと見受けられた。住民の話では、この地

図 16	　Ｉ地点の河川沿いの宅地の傾動（写真右手の
家屋のさらに右に河川が流れる）

図 18	　Ｌ地点の地盤変状が生じた領域のうち、最上
部に生じた開口性の亀裂

図 19	　Ｌ地点の地盤変状が生じた領域のうち、中部
から下部にかけての領域での変状

図 20	　Ｋ地点の地盤変状が生じた領域のうち、中部
から下部にかけての領域での変状

図 21　Ａ地点の盛り土の地盤変状

図 17	　Ｉ地点の河川沿いの宅地の上部から下部の方
向（シートから道路にかけて開口性の亀裂（矢
印）。写真奥が河川側で、地盤が河川の方向に移
動していることを伺わせる。）
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点では、昭和 53 年の地震時に変状があった範囲より広い
範囲で変状が生じているとのことである。
3.3　その他の事例

３月 11日の地震ではこのほかにＡ地点（図 21）、Ｆ地
点（図 22）など、人工的な地盤と見られる宅地にすべり
を伴う変状が発生している。この他にも福島市などで発
生しているとされ３）、この様な変状は、仙台市から福島
県南部の広い範囲に散在している。但し
一定の地域に集中しているという傾向は
見られず、地震動の分布のほか、地盤材
料の分布、造成前の地形や土地利用の状
況などの影響を受けている可能性が考え
られる。

４．４月 11日の地震に起因する地すべり

４月 11日の福島県浜通りを震源とする
地震は内陸直下の地震であり、震源付近
で強い地震動があった模様である。震源
付近では土砂災害が多数発生している。

また、幅や長さが百ｍを越えるような大規模な地すべり
が複数発生していることが特徴的である。
4.1　いわき市内で生じた大規模地すべり

いわき市渡辺町上釜戸（図１Ｊ、図 23）では、県道の道
路法面が約 300 ｍに渡って崩壊し、県道を閉塞した（図
24）。図 24 で見える崩壊の上部斜面（北方向）にも顕著
な亀裂群が続いている（図 25）。図 23 の矢印先にある資

図 23　上釜戸地すべりの周辺地形図 図 24　上釜戸地すべりの東側の状況

図 22　Ｆ地点の地すべり

図 25　移動土塊の亀裂状況 図 26　資材置き場の変状と奥の亀裂（林の中）
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材置き場は成因が不明な平坦な面となっているが、激し
い亀裂を生じている。亀裂を生じた原因は不明であるが、
液状化などの高い間隙水圧の発生も考えられる。その北
西側の尾根にも亀裂（図 26）を生じており、この亀裂ま
でを地すべりと考えると、長さが 300ｍ以上ある大規模
な地すべりであることがうかがわれた。図 23 には地すべ
りのおおよその形状を点線で示したが、当該亀裂が地す
べりによるものであるという確証はないため、当該形状
の一部（？で表した部分）は推定である。

崩落した土塊には風化した泥岩が含まれている（写真
27、28）。風化した泥岩は一旦動き出した場合には移動に
対する抵抗力が著しく低下する性質を有するため、動き
出した地すべりを止めるのが難しい傾向を有する地質と
いえる。崩壊した道路法面には地すべり対策と見られる
アンカー工が多数施工されていたが、ほとんどが抜け落
ちており、機能が失われている（図 29）。

4.2　石住才鉢の崩壊
４月 11日の地震によりいわき市田人町では土砂災害が

多数発生し、そのうち石住才鉢（図１Ｈ、図 30）では県道
の山側法面が崩壊し、車両通行中の１名が巻き込まれて
死亡した。この地点では図 30ａの矢印地点で岩盤崩壊も
発生しているが、災害は岩盤崩落に隣接した道路法面の
崩壊（図 30ｂの矢印地点。図 31）によって生じた。調査
時点で堆積物は捜索救助及び道路啓開のために整理され
ていた。崩壊面を見ると崩積土と見られる土砂からなっ
ており、堆積物も土砂化している。さらに、崩壊より上
部の斜面の杉が、全て山側に傾斜していた（図 32）。こ
のことから、法面の崩壊にとどまらず、上部斜面が傾動
していることが想像された。上部斜面を踏査すると、斜
面内には段差及び開口した亀裂が多数生じており（例を
図 33 に示す。）、地すべりを起こしていた。県によりすで
に調査・対策が始まっており、安全管理のため地すべり
の移動を測定する伸縮計が設置されていた。地すべりの

図 27　風化泥岩 図 28　風化泥岩

図 29　対策工（アンカー工）の破壊状況 図 30　石住才鉢の土砂災害の周辺地形図
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幅は約 100 ｍ程度であった。長さは道路までであれば約
100ｍである。さらに東側では隣接して表層崩壊が生じて

いた（図 30ｃの矢印地点。図 34）。この崩壊面は、湿潤
であった。この崩壊は余震で発生したとされている２）。

この土砂災害地では崩壊に巻き込まれた車両に対する
捜索救助活動がなされた。当該崩壊は地震により活発化
した地すべりの末端部に生じたものであった。崩壊発生
後も上部斜面が動いていることから、活動安全の管理が
重要である。捜索では重機を用いて掘削作業が行われて
いるが、全体が見渡せる場所２カ所に監視員を配置する
とともに緊急避難路の設定が行われたとのことである。
4.3　石住貝屋の岩盤崩落

いわき市田人町石住貝屋（図１Ｇ）では岩盤崩落により
死者３名、家屋全壊２戸、半壊１戸の被害を生じた（図
35）。傾斜が急であったため冠頭部の標高は確認できな
かったが、堆積物末端との標高差は 150 ｍを越えるもの
と見られる。堆積物は捜索及び河川閉塞の解消のために
整理されていた。堆積物は主に、破砕された岩であった。
図 36 に中部から見た冠頭部の状況を示すが、点線で囲ん

図 31　石住才鉢の地すべり末端部の崩壊 図 32　崩壊面より上部斜面の杉の傾斜

図 33　石住才鉢の地すべりの移動土塊内の亀裂 図 34　二次的な崩落

図 35　石住貝屋の岩盤崩落の状況
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だ部分には周囲と異なる色調の土砂がみられ、また、含
まれる石礫が泥で覆われている。これは二次的な崩壊に
よるものと見られ、堆積状況から、岩盤崩落後の降雨等
により誘起されたものと想像される。

５．まとめ

３月 11日の東北地方太平洋沖地震により、白河市周辺
の火山灰由来と見られる堆積土の斜面で多数の斜面崩壊
が発生した。また、白河市、いわき市及び仙台市では人
工的な地盤に地すべりや亀裂・沈下等の変状を生じた。
斜面崩壊は白河市周辺の一定の地域に集中して発生して
いること、一方人工地盤の変状は、散在しているが広い
範囲で生じていることが分かった。４月 11日の福島県浜
通りを震源とする地震により、幅や長さが 100 ｍを越え
る大規模な地すべりや岩盤崩落などの土砂災害が多数発
生した。発生場所は震源断層周辺に集中していた。

これらの地すべり、崩壊及び宅地の変状の中には、発
生後も移動が継続しているものや、二次的な崩落が生じ
ているものもあった。中には移動が継続している地すべ
りの末端部で生じた崩壊の直下で救助活動が行われた事
例もあり、今後、土砂災害後の救助活動における安全管
理について検討する必要がある。いくつかの土砂災害地
では、いずれも長さや幅が 10ｍ程度の小規模な二次的崩
壊の痕跡が見つかった。これらの二次的崩壊の土砂はい
ずれも水を多く含んでいたと見られるような堆積状況で
あり、これらの斜面において、本震では崩れなかった部
分が二次的に崩壊したことには、振動の他に地下水の影
響があることが想像される。
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Landslides caused by The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 

and by the earthquake in Fukushima-ken Hamadori on 11 April 2011

（Abstract）

Kiminori	Araiba,	Hiroshi	Yoshihara,	Hisanori	Amano,	Shinsa	kuZama,	Daisuke	Kozeki,	
and	Ken-ichi	Takanashi

（Accepted	September	16,	2011）

The	landslide	 is	one	of	 the	most	common	hazardous	phenomena	caused	by	the	earthquake.	 	 	 In	 	order	to	
understand	 factors	 affecting	 the	 occurrence	 of	 landslide	 by	 the	 earthquake,	 such	 as	 geomor-phology,	 geology,	
hydrology	etc.,	 as	well	 as	 in	order	 to	gather	examples	of	 search	and	rescue	activity	 	 in	 the	 landslide	affecting	
building	and/or	people,	we	conducted	field	investigations	in	landslides	caused	by	The	2011	off	the	Pacific	coast	of	
Tohoku	Earthquake(occurred	on	11	March	2011)	and	by	the	earthquake	in	Fukushima-ken	Hamadori	on	11	April	
2011.	 	 	Findings	are	as	 follows:	 	 	The	March	earthquake	caused	many	 failures	 in	slopes	of	 sediment	consisted	
by	 volcanic	 ash	 around	 Shirakawa-city,	 Fukushima	Prefecture	 and	 the	 failed	mass	 of	 these	 failures	 traveled	
for	 a	 relatively	 long	distance.	 	 	The	March	earthquake	also	 caused	 sliding,	 sinking	 and	 fissuring	 in	 residential	
lands	developed	by	fill	and	such	residential	lands	distributes	for	the	wide	area,	without	concentration	to	specific	
location	and	geology,	from	Sendai	city	to	southern	part	of	Fukushima	Prefecture.			The	April	earthquake	caused	
large	scale	landslides	in	areas	around	the	epicenter.			A	search	and	rescue	activity	was	carried	out	in	deposit	of	
oen	of	these	landslide	which	are	still	active.			The	trace	of	secondary	failure	of	slope	was	found	in	two	landslides.		

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.111（2011）
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１．はじめに

防火安全分野でのシミュレーションの活用状況を概
観すると、火災に対する安全性の性能評価や建築設計
にゾーンモデルが活用され、また、火災調査では CFD

（Computational	Fluid	Dynamics、数値流体力学）を用いた
数値解析を通して火災状況の再現が行われ、広くシミュ
レーション技術が利活用されていることがわかる。しか
しながら、現状では、これらのシミュレーションは、個
別の事案の再現に利用されるに留まっている。火災シミュ
レーションに必要な燃焼性状データの情報基盤整理や、
熱や煙の移動の出力結果を今後の防火設計や消防活動に
いかに活用していくか総合的なシステムとして未整備で
あり、今後の潜在的有効性は非常に高いと考えられる。

2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震によ
る地震、津波、火災により、東北地方を中心とした甚大
な災害を被る東日本大震災が生じた。マグニチュード 9.0
の大きさの地震、数十 mを超過する高さの津波、津波に
より次々と延焼拡大していく火災など、これまで想定し
ていた災害規模を超越した災害が組み合わさった震災と
なった。ここで、震災発災時の津波到達予測を皮切りに、
今回の震災に関連して多種多様なシミュレーションが活
用されているのが見受けられた。その中でも特に震災を
契機に発生した東京電力福島第一原子力発電所（以下、
福島第一原発）における爆発事故により飛散した放射性
物質の拡散を予測する緊急時迅速放射能影響予測ネット
ワークシステム（System	for	Prediction	of	Environmental	
Emergency	Dose	Information、以下 SPEEDI）１）について、
その運用方法を参考にしつつ、将来に向けた大規模建築
物に対する建物内火災シミュレーションのあり方や開発
の方向性について述べたいと思う。

２．多種多様なシミュレーションの震災時活用事例

ここでは、まず東日本大震災に関連した多種多様なシ
ミュレーションにどのようなものがあるか簡単に紹介す
る。具体的には、地震により発生した津波に関する到達
時間や津波高さの推定シミュレーション、放射性物質の
空気中及び海中の拡散シミュレーション、倒壊した家屋
等から生じた大量の瓦礫が海上を漂流する様子を予測し
たシミュレーションについて概要を述べる。ただし、津
波により街並みが破壊されたことにより、住宅地図を利
用した市街地延焼シミュレーションは直ちに実施できな
い状況に陥ったため、津波に起因する火災（火災源が津
波によって輸送される効果を含む）に対する市街地延焼シ
ミュレーションは実施されていないようである。今後の
研究が期待される。
2.1　津波シミュレーション

気象庁から発表される津波警報や注意報は、津波予測
データベースから検索した地震の位置と規模から推定し
た津波高さや到達時間を元に発表される２）。津波予測デー
タベースでは、予めコンピュータを使った津波のシミュ
レーションを実施することにより得た結果を蓄積してい
る。津波のシミュレーションは、海底地殻変動計算と津
波伝播計算から構成されている。

海底地殻変動計算では、地震による海底の地殻変動に
より断層が動くとし、断層の水平方向分布位置 1500 箇所、
深さ0〜100kmの間を6通り、及び、4通りのマグニチュー
ドを想定し、すべての組み合わせについて海底の地殻変
動を求める。

津波伝播計算では、計算領域を格子上に等分割し、海
底の地殻変動を海面形状とした初期波源をもとに各格子
で津波伝播方程式を数値的に解くことによりその場所で
の津波高さや津波速度を計算する。沿岸部では複雑な地

将来に向けた大規模建物内火災シミュレーションのあり方について

阿部　伸之

（平成 23 年 9 月 7 日　受理）

解説

東日本大震災に関連して利活用されている種々のシミュレーションについて紹介し、その中で緊急時
迅速放射能影響予測ネットワークシステム（System	for	Prediction	of	Environmental	Emergency	Dose	
Information）の運用方法を参考に、警防での利用を念頭に置いた火災シミュレーションの運用手順を提
案した。また、これを実現化するために解決されるべき課題として、計算時間の短縮、計算実施者の確保、
その他必要な研究を示した。
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を目的とした予測システムである６）。8km 間隔の日本近
海の水温、塩分変動、海流（黒潮や親潮）の中規模渦の挙
動を速度ベクトルや等値線によって予測し表示すること
ができる。JCOPET は、JCOPE2をより高解像度の 3km
間隔のデータが取得できる。また潮汐及びより精度の高
い海上風の影響を考慮できる。

放射性物質の流出に関する計算条件として、実際に発
電所から排出された放射性物質の量に関する情報が無い
ため、海岸の 1/100 の濃度が拡散するものとし、海水中
の下層への拡散は考慮せず海表面のみの拡散を計算して
いる。また、大気中の放射性物質の海面への降下は考慮
していない。
2.4　瓦礫の海上漂流シミュレーション

国際太平洋研究センター（IPRC）が震災による瓦礫が
海上に漂流した際のそれらの行方について地球規模のシ
ミュレーションを実施している７）。漂流した瓦礫は、漁
業や船の航行に影響を与える。具体的なシミュレーショ
ン手法については不明であるが、シミュレーション結果
では瓦礫が北太平洋を漂流し 3 年後にアメリカの西海岸
まで到達するという予測を示している。

３．SPEEDI の概要

2.2 の放射性物質の空気中拡散シミュレーションで触
れた SPEEDIとは、原子力発電所などの原子炉施設や
核燃料施設から放射性物質が飛散した場合に周囲環境へ
の放射性物質の濃度や被曝放射線量をその時の気象条件
などから迅速に予測するシステムである１），８）。ここでは
SPEEDI の運用方法や予測手法について紹介する。
3.1　SPEEDI の開発

1979 年 3月に発生した米国スリーマイルアイランド原
子力発電所の事故を契機に、1980 年に日本原子力研究所

（現	日本原子力研究開発機構）において SPEEDI の設計
を開始し、1984 年に基本システムを完成させた。さらに
日本原子力研究所では 2005 年に SPEEDIを高度化した
高度化 SPEEDIを運用している。高度化 SPEEDI では
前線の通過など急激な気象変化を考慮した 24 時間以上先
までの気象予測を可能とし、この気象予測に基づいた環
境への影響を予測する。

一方、日本原子力研究所では、1987 年から 2000 年に
かけて第 2 世代 SPEEDI の開発を行い、海外で発生し
た原子力事故に対応するための世界版 SPEEDIとなる
WSPEEDI（Worldwide	version	of	SPEEDI）の整備を行っ
た。WSPEEDI は、これまでの SPEEDI の予測機能の強
化に加え、国外で原子力事故が発生した場合の放射性物
質による日本への影響を評価する機能や、放出源情報が
不明な場合に国内のモニタリングデータから放出源や放
出量を推定する機能を持つ。すでに WSPEEDI は、様々

形と水深が浅くなるため格子の空間解像度が低くなる。
そのため、比較的水深の深い沖合の津波高さ H0 と水深 h0

からグリーンの法則（式⑴）を用いて水深 1mでの津波高
さ H1 を予測し、これを沿岸での津波高さとしている。水
路幅 b0=b1 として、

	
⑴

	
⑵

となり、沖合での津波高さ H0 と水深 h0 が分かれば非常
に容易に沿岸での津波高さ H1 が求まる。このように、
コンピュータの能力が十分にあれば沿岸部の格子を細か
くし空間解像度を上げても良いが、全国規模の計算を考
えた場合にはグリーンの法則のような物理モデルを使用
するのが現実的である。ただし、式⑴で沖合及び沿岸で
の水路幅を b0=b1 と仮定しており、宮城県や岩手県にあ
るリアス式海岸のように入り組んだ形状の場合には予測
精度の確認が必要である。
2.2　放射性物質の空気中拡散シミュレーション

地震、津波の影響を受けた福島第一原発では原子炉内
の核燃料を冷却する機能を失うことにより、爆発事故が
生じ放射性物質が外界に飛散した。その放射線量による
健康への影響を知る上で、原子力発電所周辺の放射線量
分布を把握することは重要である。SPEEDIを使うこと
によって、その飛散した放射性物質の拡散を予測可能で
あり、今回の事故に対しても予測結果が公表されている
３）。詳細については第 3 章にて述べる。また、フランス
放射線防護原子力安全研究所（IRSN）においてもシミュ
レーション結果を公表しており４）、概ね西の風に乗って
放射性物質が太平洋に広がり、瞬時的に風向きが東の風
に変わった時に疎らに日本本土上に放射性物質が拡散す
る様子が示されている。

いずれにしても放射性物質の空気中の拡散を予測する
には、地形の情報は事後でもわかるが、大気の風向きや
速度等のその時の情報が必要であり、また、放射性物質
が原子炉からどの程度放出されているかが分からなけれ
ば精度の高い予測はできない。
2.3　放射性物質の海中拡散シミュレーション

福島第一原発から排水された高濃度放射線汚水が海中
でどのように拡散していくかを予測するシミュレーショ
ンを海洋研究開発機構（JAMSTEC）が開発した数値海況
予測システム JCOPE2 及び JCOPET を用いて実施され
ている５）。

JCOPE2 は、黒潮のみの予測を主目的とした最初のバー
ジョン（JCOPE1）を抜本的に改変し日本近海全体の予測
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な拡散実験などのデータによって検証されており、チェ
ルノブイリ事故の再解析、動力炉・核燃料開発事業団（現	
日本原子力研究開発機構）東海再処理施設アスファルト固
化処理施設における火災爆発事故（1997 年 3月）や JCO
ウラン加工工場臨界事故（1999 年 9月）の解析で実績を
上げている９），10）。

現在は第 3 世代 SPEEDI として数値環境システム
SPEEDI-MP（SPEEDI	Multi-model	Package）の開発を
行っている。SPEEDI-MPは、最新のシミュレーション
技術を基盤とした大気、海洋、陸域環境モデルと環境中
物質循環モデル、データ管理、可視化及び GUI（Graphical	
User	 Interface）を用いた制御系から成り 11）、さまざまな
環境問題に対応できる新しい環境中物質循環予測システ
ムである。2000 年 8月 28 日に起きた関東地方での異臭
騒ぎでは、二酸化硫黄を模擬した粒子群の移動を追跡し
濃度分布の時間変化を求めたシミュレーション計算によ
り、三宅島の火山性ガスの拡散プロセスを解明した 12）。
3.2　運用の流れ

平常時には、地方公共団体から気象・環境放射線観測
データ、気象情報提供機関（日本気象協会）から風向、風
速、降水量、雲量、気温などのアメダスデータ（GPV（Grid	
Point	Value）データ /AMeDASデータ）を常時情報収集し
ている。また、予測結果を実測値から修正するための準
備や気象予測値と実測値との比較を行っている。したがっ
て、緊急時に備えて平常時でも運用されている。

緊急時には、SPEEDI で放射性物質の飛散を予測す
るための情報として、原子炉施設や核燃料施設からの飛
散に寄与する放射性物質がどの程度存在するかと言った

放出源情報、日本気象協会からアメダスデータ、地方公
共団体から気象・環境放射線観測データを収集し、中
央情報処理計算機（原子力安全技術センター）を使って
SPEEDI が飛散予測を行う。SPEEDI で得られた情報は、
国の非常災害対策センター、緊急事態応急対策拠点施設

（オフサイトセンター）、地方公共団体に提供され、さら
に地方公共団体から原子炉施設などの周辺住民に具体的
対応が指示伝達される。SPEEDI の全体の運用の流れを
図１に示す。

SPEEDI の計算は原子力安全技術センターが実施して
おり、計算するための条件入力から結果が配信されるま
での時間は 15 分としている。その内訳は、計算条件入力
に 2 分、局地気象予測計算に 7分、風速場予測計算に 1分、
濃度・線量計算に 3 分、図形作成・配信に 2 分といった
時間配分になっている。
3.3　SPEEDI の予測手法

SPEEDI では局地気象予測計算（以下、PHYSIC）13）、
質量保存則風速場計算（以下、WIND21）、濃度・線量計
算（以下、PRWDA21）の 3 つの計算モデルを用いている。

PHYSIC では、水平方向約 20km 間隔、鉛直方向上層
500hPa 面までの風向、風速、気温等の GPV データか
ら、ブシネスク近似及び静水圧近似を用いた大気力学方
程式を用いて水平方向 2km 間隔での風向、風速を予測し
ている。計算対象空間は地形準拠座標系であり地形の形
状に沿った境界適合格子を構成する。鉛直方向は海抜 0m
から 4000mまでの高さを 30 層に分割し、地表面近くで
は層が密になっている。地表面に一番近い第 1 層は高さ
10mである。WIND21では、質量保存則を満たすように

図１　緊急時における SPEEDI の運用手順１）
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に大きな集中領域が生じるのは、風向、地形、降雨・降
雪が要因である。該当期間の前半部分の経時計測データ
は公開されていないので、実測値の積算はできないが、
飯舘村の空間放射線量が大きいことが報道されているこ
とから考えると計算結果について定性的にはよく予測さ
れているものと考える。

図４で示した飯舘村、いわき市、田村市の福島第一原
発からおよそ 40km 離れた場所での空間放射線量率の経
時変化を図５に示す 18）。飯舘村はおよそ 10μSv/hで最も

PHYSIC での風向や風速の予測値を内挿することにより
水平方向500m間隔のデータを生成する。PRWDA21では、
これまでの風向、風速データや放射源情報、地形データ
を元に濃度・線量計算を行う。結果としては放射性物質
の大気中濃度、地表沈着量のデータが得られ、それらか
ら空気吸収線量率を計算し求める。さらに大気中濃度か
ら内部被曝量、空気吸収線量率から外部被曝量が求まる。
その際、放射性物質の大気中濃度、地表沈着量の予測を
するのに、降雨、乾燥沈着、放射能の減衰が考慮されて
いる。

放出源情報は外部データから入力条件として与える
ことになっているが、必ずしも事故後に速やかに放出
源情報が入手できるわけではないため、予め入力デー
タを推定値として用意する機能を持っている 14）。また、
現在、原子力安全基盤機構が開発運用している ERSS

（Emergency	Response	Support	System、緊急時対策支援
システム）15）を活用し放出源情報とする選択肢もある。国
内のモニタリングポストのデータから、従来の逆流跡線
解析手法ではなく、想定される複数の放出地点、放出開
始時間、放出継続時間の組み合わせから実際に拡散計算
を実行し、観測地と最も一致度の高い放出条件を推定す
ることも開発しているようである16）。放出源情報はシミュ
レーションを行う上で極めて重要な情報である。図２に
福島第一原発敷地内での空間放射線量率の経時変化を示
す 17）。また、計測位置を図３に示す。福島県全体から見
たら点のような存在の福島第一原発でも敷地内の空間放
射線量率にばらつきが見られ分布が存在する。単純に敷
地内のどこかの計測点を代表させて放出源情報とするこ
とができないことがわかる。
3.4　SPPEDI の予測精度

シミュレーションの予測精度を検証するために実測
データと比較することがしばしば行われる。しかし、実
火災のシミュレーションの場合、実際に火災が起こって
いる最中に温度等のデータを取ることは現実にはないの
で、予測結果がどの程度妥当であるかを詳細に検証する
ことは難しい。一方、放射性物質の拡散シミュレーショ
ンの場合には、いろいろな場所で放射線量のデータを取
得していることから、予測精度の検証が可能である。

図４に SPEEDI による 3月 12 日 6 時から 3月 24日 0
時までのヨウ素に関する積算値の予測結果を示す３）。1号
機は 12 日 15 時 36 分頃、3 号機は 14 日 11 時 1 分頃、4
号機は 15日 6 時頃に水素爆発と推察される要因により原
子炉建屋が損傷した。また、2 号機は 15日 6 時 10 分頃
に圧力抑制室（サプレッションチャンバー）が破損してい
る。放射性物質を大きく大気中に放出したと考えられる
が、それらの時間は積算期間に含まれる。放射線量分布
が同心円状にならずにホットスポットと呼ばれる局所的

図２	　福島第一原子力発電所敷地内での空間放射線
量率の経時変化 17）

図３	　福島第一原子力発電所敷地内における原子炉
及びモニタリングポストの位置



消防研究所報告　第 111 号	 2011 年 9 月

― 22 ―

高く、次いでいわき市、田村市は最も低い。定性的な評
価になるが、図４に示した線量分布の北西に大きく張り
出した傾向や南南西にも張り出した分布と、図５の 3 地
点の放射線量率の傾向との大まかな一致は、SPEEDI に
よる予測結果の妥当性を示している。よって、SPEEDI
の計算結果を消防も直ちに入手できれば、消防隊の拠点
の選定や安全性評価にも使うことができる。

４�．大規模建築物に対する建物内火災シミュレーション
のあり方と開発の方向性

4.1　現在の火災シミュレータの活用状況
現在、消防研究センターにおいて利用している火災シ

ミュレータには、FDS（Fire	Dynamics	Simulator）19）と
NRIFire20），21）の 2 つがある。FDS はアメリカ商務省国
立標準技術研究所（NIST）が開発した CFD をベースに
した火災シミュレータであり、消防研究センターでは火
災調査において主に利用している。一方、NRIFire は二
層ゾーンモデルをベースにした消防研究センターが開発
した GUI 易操作型火災シミュレータであり、現在操作性
向上のために更なる改良を行っているところである。以
下、それぞれの特徴について説明する。

FDS は、計算対象となる空間を 10 万〜 1 億個の直方
体の小さい空間（以下、セル）に分割し、それぞれのセル
について質量、運動量、エネルギーの保存方程式に従っ
て計算機を用いてシミュレーションを実施することによ
り、時間的空間的に変化する火災を起因として生成した
高温ガスの温度や流速をセル毎に予測するものである。
各セルにおけるデータが得られるため、詳細な高温ガス
の運動を再現することが可能であるが、一方で計算時間
が長いことが欠点であり、計算の高速化が期待される。
これまで消防研究センターでは火災調査の高度化の一環
として、火災進展状況を再現するために FDS を使用し
てきており、その一例として図６に宝塚市カラオケ店火
災をシミュレーションで再現した煙伝搬の様子を示す。2
階在館者が避難した際に通過した階段室の温度環境をシ
ミュレーションで予測することにより、避難時間を推定
できた事例である。シミュレーションでは計算結果から
任意の位置の高温ガスの温度や流速を数値データとして
得られるだけではなく、火災調査に携わる関係者が個々

図４　SPPEDI による内部被曝臓器等価線量予測３）

〔積算期間 2011 年 3 月 12 日 6 時〜 24 日 0 時、ヨウ素合計、1 歳児、甲状腺〕

図５	　福島第一原子力発電所から約 40km 離れた位置
での空間放射線量率の経時変化 18）
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にイメージしていた火災状況を、可視化した計算結果と
して情報共有し何がいつどこで起こっていたのかという
認識を統一できるようになる。

NRIFireで使用している二層ゾーンモデルは、計算対
象となる区画を高温層（煙）と低温層（空気）の二層に上
下水平分割し、それぞれの相互関係や開口部状況によっ
て質量、化学種、エネルギーの保存方程式に従った計算
機を用いたシミュレーションを実行することにより、各
区画（部屋）における高温層の温度や蓄積量などの時間

変化を予測するものである。CFD に基づいた計算手法
と比較して詳細な情報は得られないものの防火上必要
な情報は得られ、かつ、計算が速いことが特徴である。
NRIFire を使用している状況を図７に示す。部屋や開口
部など建物を構成する必要な要素は部品としてアイコン
化されており、それらを建物のレイアウトに従いマウス
を使って配置していくことで種々状況に見合った設定を
することができるようになっている。配置したアイコン
毎にそれぞれ属性の設定が詳細にできるので、例えば、

図６　宝塚市カラオケ店火災に対する CFD を用いた煙伝搬状況の再現

図７　宝塚市カラオケ店火災のシミュレーションのための条件設定等の前処理状況
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部屋であれば長さ寸法や壁の材質を指定することができ
る。また、火源アイコンについては、利用した可燃物の
発熱速度データを消防研究センターが開発している火災
実験データベース（http://firedb.fri.go.jp/）から入手し、
NRIFireではそれを入力データとして利用できるように
なっている。

以上のように、消防研究センターでは概ね火災の調査
に対して火災シミュレータを利用しているのが実状であ
り、計算速度の面でなかなか警防での利活用まで視野に
入れたリアルタイムシミュレーションシステムとしての
運用はできていないのが現状である。
4.2　将来に向けての火災シミュレーションのあり方

消防署における火災シミュレーションの利用方策につ
いては、警防面での訓練や市民への消火や避難訓練の指
導に火災シミュレーションの結果を利活用することが既
に議論されており 22）、その活用範囲は広く、火災シミュ
レーションの潜在的有用性をうかがわせる。そこで、火
災調査で利用されている火災シミュレータの活用範囲を
警防で活用することまで拡大してその運用方法を考えて
みる。図１の SPEEDI の運用方法を参考にして、将来的
には図８のようなシステムになると考える。また、その
システムの実現には種々の研究開発で解決しなければな
らない問題を含んでいる。

市街地火災やコンビナート火災のように長期間に及ぶ
火災にも適用できるが、ここでは大規模建物火災を対象
に話を進める。まず大規模建築物で火災が発生した情報
が消防本部に届く。この時の情報には火災感知器の作動

状況（感知位置、感知時間）も含むことになる。消防本
部では予め管内にある主要な大規模建築物の建物情報と
して CAD 図面（なければ紙図面）を入手しておき、建物
形状を計算機内でモデリングしておく。モデリングは時
間がかかり発災時に取り掛かっている時間はないので事
前に用意しておくことが肝要である。火災が生じた建物
の出火位置を感知器作動状況から特定し、建物形状を基
にシミュレータで火災進展状況を予測する。この時の可
燃物の設置状況は用途別にある程度類推するほかないが、
関係者からの聴取によりできる限り具体的な可燃物が指
定できた方が良い。また、可燃物の発熱速度データは消
防研究センター火災実験データベースから入手する。予
測した火災進展状況結果は随時、消防署、指揮本部に伝
達され、消防隊員への活動指示伝達となる。逆に、消防
隊員の位置情報とともに得られた実際の火災進展状況を
指揮本部から消防本部に伝達することにより、計算条件
となる新しい情報を元にさらに精度の高い計算を行うこ
とで、信頼性のある火災進展状況情報を現場に提供する
ことが可能となる。

ここで、問題となってくるのは誰が火災シミュレータ
を使って計算するか、である。SPEEDI の場合には原子
力安全技術センターが計算を実施している。計算機自身
は消防研究センターの熱流体数値解析用計算機（クラス
タ計算機）を使い、消防研究センターの支援の元で、計算
実行は消防本部が行うか、消防研究センターが実施する
ことになるであろう。また、計算機は身近に使用してい
るパソコンが高性能で活用可能ならばそれでも良い。将

図８　大規模建物火災時における火災シミュレーションの運用手順



消防研究所報告　第 111 号	 2011 年 9 月

― 25 ―

来的にはパソコンにおいて OpenMPによるメモリ共有並
列計算手法や GPGPU（グラフィックボードの演算処理を
数値計算に活用する手法）による高速化手法が確立されて
いるものと期待する。いずれにしてもシステムが高度化
していっても計算を実施するためには必要な知識を使い
手は習得しておかなければならない。その理由は、使い
手の能力によって解析結果が影響を受けるユーザー（解
析技術者）効果 23）が存在するからである。ユーザー効果
の低減には知識の習得と経験が不可欠である。また、計
算実行に慣れておく必要もあるため、SPEEDIを参考に
すれば、平常時には従来の火災調査や図上訓練で火災シ
ミュレータを使うことを通して常に使える準備をしてお
くことなど、平常時での運用も重要になってくる。
4.3　解決すべき課題

想定ではあるものの将来に向けての運用方法を今回検
討することによって、火災シミュレータを最大限に活用
するために解決すべき課題を示した。主なものを取り上
げて述べる。

はじめに、計算時間の問題である。CFD（ここでは
FDS）は数日かかる計算も珍しくなく、これでは発災中の
火災進展の時間スケールでその状況をほぼリアルタイム
に再現することは不可能である。恐らく要求される計算
時間は10分以内、遅くても30分が限界ではないだろうか。
その解決のために計算機の発達などのハードウェアの進
歩に頼ることも悪くはないが、計算時間の比較的短いゾー
ンモデルと CFD の融合も視野に入れるなどソフトウェア
の計算時間短縮のための工夫を試みる必要がある。計算
時間が短いゾーンモデルを基にしている NRIFireでも例
外ではなく、計算時間の短縮に努めなければならない。

次に、消防本部で計算を実施する際の計算実施者の確
保である。あらゆるシミュレータに共通することである
が、予備知識なしに万人がシミュレータを取り扱えるも
のではない。ユーザー効果からある程度シミュレーショ
ンに理解のある消防職員が計算に携わることが理想的で
あるが、他の業務もある中でそのような技能を身につけ
るのは大きな負担になる。それに配慮した組織的に育成
できるような仕組みが必要になる。また、身近なところ
でシミュレータを操作できる環境をソフトウェア、ハー
ドウェア含めて用意しておくことも重要であり、数多く
の経験を積んでおくことが肝要である。

最後に、細かなところでは、感知情報から出火場所を
特定する研究や消防隊員の位置を特定する研究がより重
要性を増すと考える。当然ながらシミュレーションで使
う数値解法の研究開発も重要であるが、図８に示した入
力情報や出力結果の活用手順を含むシステム全体として
の機能的な運用は、シミュレーション部分の研究開発だ
けでは実現できないのである。

思いつくものを列挙してみたが、以上が解決されてい
けば、将来に向けた火災シミュレーションの適用範囲も
広がるはずである。

５．まとめ

SPEEDI の運用状況を通して、それを参考に将来に向
けて火災シミュレータの運用方法を考えてみた。その中
でいくつか課題を示したが、目標とすべきことはいかに
現場の消防隊員の活動を支援できるかであり、今のうち
にその仕組みを徐々に構築していく必要がある。これか
ら将来に向かい、ますます各要素になる研究が盛んにな
り機能的に火災シミュレータが活用されることを期待す
るものである。
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Various	computer	simulations	related	to	the	2011	Great	Higashi-Nihon	Earthquake	
have	been	carried	out.	Among	the	simulations,	the	author	focused	on	operation	procedure	
for	the	System	for	Prediction	of	Environmental	Emergency	Dose	Information	(SPEEDI)	
as	a	reference.	Operation	procedure	of	fire	simulation	system	for	fire	fighting	is	proposed	
in	 light	of	SPPEDI.	And,	 issues	 to	be	resolved	are	discussed	 for	 the	realization	of	 the	
system.
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