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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

震は，巨大な津波を伴い，東日本の太平洋沿岸地域に

甚大な被害をもたらした．この津波の実態とそれに伴

う現象について，現地で詳細に調査し，少しでも多く

の情報を得ることは，津波のメカニズムなどの解明に

役立つだけでなく，今後の防災に活かすためにも重要

である．これらの情報は，津波発生後なるべく早いう

ちに現地で調査しなければ，多くの重要な情報を示す

津波痕跡が，時間の経過とともに消失していくため，

迅速な行動が必要である．そのため，活断層・地震研

究センターの海溝型地震履歴研究チームを中心とした

調査チームは，地震発生の翌日から茨城県，千葉県沿

岸において津波高さ，浸水範囲，津波堆積物などの調

査を行った．一方で特に大きな被害を受けた宮城県や

福島県の沿岸は，人命救助優先の立場から，学界内の

取り決めですぐに現地には行かず，地震からおよそ 1

ヶ月後から調査を開始した．このほか北海道東部や青

森県の沿岸においても調査を行っている．調査地域は

第 1 図に示すとおりである．本稿では，それらの調

査結果について，津波高さ，津波浸水限界，津波堆積

物，打ち上げ貝類の項目に分け，それぞれ地域毎に報

告する．

2．津波の高さに関する調査

2.1　目的と背景

　2011 年東北地方太平洋沖地震の津波の高さを具体

的に把握することは，学術的な面だけでなく今後の防

災対策などにも重要なことである．一般的に，津波の

高さは建造物などの壁に残る浸水の痕跡（浸水線）や

海水で流されたゴミ（デブリ），および住民の証言な

どを基に測定することができる．しかしながらその痕

跡や記憶などは時が経つにつれ曖昧になるために，津

波来襲後できるだけ速やかに調査することが望まし

い．そこで本研究では，2011 年東北地方太平洋沖地

震津波の浸水高（津波来襲時の海面からの津波の高

さ），浸水深（地面からの津波の高さ），遡上高（浸水

高のうち，浸水深がゼロのもの），および浸水限界の

データ（千葉県九十九里浜沿岸のみ）を収集すること

を目的とし，地震直後に茨城県高萩市，日立市，ひた

ちなか市，大洗町，鹿嶋市，神栖市，および千葉県

九十九里浜沿岸において調査を行った．また地震から

約 1 ヶ月後に宮城県石巻・仙台平野において同様の

調査を行った．
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2.2　調査内容と結果

2.2.1　宮城県石巻平野沿岸

　宮城県の石巻平野では，2011 年 4 月から 6 月にか

けて，全 18 地点の津波高さの調査を行った（第 2 図

～第 5 図）．

　まず同平野東部に位置する渡波地区では，壁に残さ

れた浸水線の上端を根拠に，海岸線に直交する方向に

測線を設け浸水深を測定した（第 2 図）．この結果，

海岸付近で 5m 程度の浸水深を測定し，陸に向かうに

つれ徐々に低くなることを確認した．調査時間の都合

上，地盤の海面からの高さは測定できなかったため

海岸付近の 1 カ所を除き浸水深のみの測定となった．

この地域では家屋の壁が破壊されるなどの被害があ

り，浸水した家具などが家屋外に搬出されていた（第

3図）．住民によれば，満潮時になると地面が冠水する，

とのことであった．

　石巻平野西部の東松島市の矢本海岸（第 4 図）では，

砂浜にコンテナが打ち上がっていた（第 5 図）．これ

は津波の約二ヶ月後の写真であり，砂浜に埋もれてい

るのがわかる．この周辺では，海岸から 2km 以上内

陸の地点でも 1m 以上の浸水深であった．

第 1 図　…調査地域．…
赤く塗りつぶした範囲は 2011 年東北地方太平洋沖地震の破壊領域（Ozawa…et…al.,…2011）

Fig.1　……… Survey areas. 
Red colored area is rupture area of the 2011 Off-Tohoku earthquake after Ozawa et al. (2011)
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第 2 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（宮城県石巻市渡波地区）．…
数字および括弧内数字はそれぞれ津波来襲時の高さ（浸水高・遡上高）および地面からの高さ（浸水深）で
単位はメートル（以下第 37 図まで同様）．

Fig.2　…   Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Watanoha, Ishinomaki). 
Numerals with or without parenthesis are the measured tsunami heights above the ground level or sea 
level at the tsunami arrival, respectively.

第 3 図　渡波地区における被害の様子（2011 年 4 月 23 日撮影）．
Fig.3　… Damage in Watanoha (Apr. 23, 2011).
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第 4 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（石巻平野西部）．
Fig.4　… Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (western Ishinomaki).

第 5 図　…矢本海岸（第 4 図の浸水高 5.3…m 以上の津波が測定された地点）におけるコンテナが海浜に埋没した様子
（2011 年 6 月 5 日撮影）．

Fig.5 　 A buried container in Yamoto (Jun. 5, 2011)
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2.2.2　仙台平野沿岸

　仙台平野では，2011 年 4 月から 5 月にかけて，仙

台市若林区，名取市，亘理町，および山元町におけ

る全 41 地点の津波高さの調査を行った（第 6 図～第

15 図）．

　まず，仙台市若林区では，2 地点で浸水高と浸水深

を，5 地点で浸水深のみを測定した（第 6 図）．海岸

付近では 4m 近い浸水深を測定し，家屋は土台から上

が全て流されたものが散見されるなど，きわめて甚大

な被害であった．第 7 図は海岸から 1.5km 以上も内

陸の地点を写したものであり，人の背丈よりも高い浸

水深 2.1m の津波が襲った．

　名取市では仙台空港西側の 1 地点で浸水深を測定

した（第 8・9 図）．その値は 0.7m であるが，海岸か

らの距離は約 4.5km にも及ぶ．亘理町では海岸に直

交する方向に，全 26 地点の浸水高および浸水深を測

定した（第 10 図）．海岸付近では 7m を越す浸水深

を測定したほか，それより内陸部では海岸から 2.5km

程度まで 2m 程度の浸水深が続いた．この地域では地

面の標高が低く，一部の場所で浸水深と浸水高が同程

第６図　2011 年の津波の高さを測定した地点（仙台市若林区）．
Fig.6  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Wakabayashi, Sendai).

第 7 図　仙台市若林区（第 6 図の浸水深 2.1m の津波が測定された地点）における壁の浸水線（2011 年 4 月 22 日撮影）．
Fig.7  　Water marks in Wakabayashi (Apr. 22, 2011).
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度の値であった．第11図は海岸から5番目測定点（浸

水高 2.6m，浸水深 1.8m）における家屋の被害を写

した写真である．家屋が流失してはいないが，窓ガラ

スが津波で割られ，中の家財が外に流失していた．

　山元町では牛橋河口部付近で海岸に直交する方向

に 7 地点で浸水高および浸水深を測定し（第 12・13

図），同町南部の水神沼周辺では 1 地点で浸水高およ

び浸水深を測定した（第 14・15 図）．まず，牛橋河

口部付近では，浸水深が 3m 以上の地点が海岸から

1.5km 以上内陸まで分布していた（第 12 図）．第 13

図は陸側から 2 番目の測定点（浸水高 4.1m，浸水深

2.4m）での写真である．家屋の流失は免れたものの，

1 階部分はほぼ水没していた．その周辺にデブリが厚

く堆積していた．水神沼周辺（第 14 図）では，ほと

んど全ての家屋が破壊されており，家屋の浸水線の調

査は困難をきわめた．しかしながら，鉄塔は残されて

おり（第 15 図），鉄塔をのぼるはしごの下から 2 段

目が屈曲していた．この屈曲は津波による漂流物が衝

突した際にできたものと推察される．

第 8 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（名取市）．
Fig.8  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Natori).

第 9 図　名取市（第 8 図の浸水深 0.7…m の津波が測定された地点）における壁の浸水線（2011 年 4 月 10 日撮影）．
Fig.9  　Water marks in Natori (Apr. 10, 2011).
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第 10 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（亘理町）．
Fig.10  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Watari).

第 11 図　亘理町（第 10 図の海岸から 5 番目の測定点）における家屋の被害（2011 年 5 月 4 日撮影）．
Fig.11  　Damage in Watari (May 4, 2011).
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第 12 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（山元町）．
Fig.12  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Yamamoto).

第 13 図　山元町（第 12 図の陸側から 2 番目の測定点周辺）における家屋の被害（2011 年 5 月 3 日撮影）．
Fig.13  　Damage in Yamamoto (May 3, 2011).
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2.2.3　茨城県沿岸

　茨城県沿岸では，2011 年 3 月 12 日から 14 日に

かけて，高萩市，日立市，ひたちなか市，大洗町，鹿

嶋市，および神栖市について調査を行った．

　まず高萩市（第 16 図）では市南部の海岸で津波が

防波堤を越えた形跡が見つかった．少なくとも防波堤

の高さ以上の津波が来襲したことからその高さを測定

して浸水高は 5.4m 以上と測定された．

　日立市北部の十王地区（第 16 図）では，道路に砂

が堆積していた（第 17 図）．砂は津波により運ばれ，

少なくとも砂の分布限界まで津波が来襲したと考え

て，遡上高は 2.4m と測定された．

　日立市中部の久慈地区（第 18 図）では，3 地点で

浸水高および浸水深を，1 地点で遡上高を測定した．

たとえば，第 19 図は浸水高 2.5m を測定した地点の

写真であり，地面から 1.3m のところまで浸水して浸

水線が残されているのがわかる．この周辺では，床上

浸水による被害が大きかった．

第 14 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（山元町水神沼周辺）．
Fig.14  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (southern Yamamoto).

第 15 図　…山元町南部の鉄塔（第 14 図の 6.9m の浸水高を測定した地点）．…
鉄塔のはしご（下から 2 段目）が津波により屈曲していた（2011 年 4 月 9 日撮影）．

Fig.15  　Damage in southern Yamamoto (Apr. 9, 2011).
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　ひたちなか市那珂湊（第 20 図）では，3 地点で浸

水高および浸水深を，1 地点で遡上高を測定した．浸

水高はいずれも 3m 程度の値であり，浸水深は 1m 程

度であった．港湾の岸壁に近い所における被害の様子

が第 21 図である．津波により車が押し上げられてお

り，家屋には床上浸水した形跡があった．

　大洗町の大洗港（第 22 図）では，壁に残る浸水線

を根拠として，3 地点における浸水高（4.1 ～ 4.5m）

を測定した．浸水深は 1.0 ～ 1.5m に及び，測定点近

くの大洗マリーナでは床上浸水の被害を受け，商品も

海水が付着していた．第 23 図は浸水高 4.1m の測定

点における写真であり，鉄柱に浸水線が残されていて，

その地面からの高さは 1.0m であった．この地点に限

らず，周辺においても第 23 図のように地面に砂が残

第 16 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（茨城県
高萩市および日立市）．

Fig.16  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Takahagi and northern 
Hitachi).

第 17 図　…日立市（第 16 図の遡上高 2.4m を測定した地点）における，
津波により砂が運ばれた様子（2011 年 3 月 14 日撮影）．…
写真奥が海側，手前が陸側を表す．

Fig.17  　Driven sand in northern Hitachi (Mar. 14, 2011).

第 18 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（日立市
久慈）．

Fig.18  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Hitachi).

第 19 図　…日立市久慈（第 18 図の浸水高 2.5…m を測定した地点）の様子．…
自動販売機や壁に浸水線が残されていた（2011 年 3 月 14 日
撮影）．

Fig.19  　Water marks in Hitachi (Mar. 14, 2011).
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されていた．

　鹿嶋市および神栖市にわたる鹿島港北港（第 24

図）では，5 地点の浸水深を測定し，その値は 0.3 ～

1.8m に及んだ．浸水深 1.6m を測定した地点周辺（第

25 図）では，多くのコンテナが散乱しており，津波

によって運ばれたと考えられる．

　神栖市日川浜（第 26 図）では，海岸沿いの砂丘よ

り陸側に位置する壁に浸水線が残されており，浸水深

は 1.2m であった．同市須田浜（第 27 図）では，海

岸沿いの砂丘を越えた形跡が砂面に残されており，浸

水高は 10.5m 以上と測定された．

第 20 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（ひたち
なか市那珂湊）．

Fig.20  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Nakaminato).

第 21 図　…ひたちなか市那珂湊（第 20 図の浸水高測定点周辺）の被害の
様子（2011 年 3 月 14 日撮影）．

Fig.21  　Damage in Nakaminato (Mar. 14, 2011).

第 22 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（大洗町）．
Fig.22  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 

were measured (Oarai).

第 23 図　…大洗町（第 22 図の浸水高 4.1…m を測定した地点）の様子（2011
年 3 月 14 日撮影）．…
鉄柱に浸水線が残され，地面や植え込みに砂が堆積していた．

Fig.23  　Water marks in Oarai (Mar. 14, 2011).
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2.2.4　千葉県九十九里浜沿岸

　千葉県九十九里浜沿岸では，2011 年 3 月 13 日か

ら 4 月にかけて，旭市，山武市，九十九里町，およ

び一宮町で津波の高さの調査を行った．

　まず，同沿岸北部の旭市飯岡地区（第 28 図）では，

海岸から約 300m の地点で壁に浸水線が残っており，

浸水高で6.1m，浸水深で1.0mの高さが測定された（第

29 図）．同市駒込地区（第 30 図）では，公民館の壁

に浸水線が残されており，浸水深 0.3m が測定された．

　山武市蓮沼地区（第 31 図）では，海岸線に直交す

る方向に測線を設け，主に海岸林の折れや壁に残った

浸水線，デブリの限界などを基に，津波の高さを調査

した．その結果，海岸付近で 4m を越える浸水高があ

り，陸側に向かうに連れその高さは小さくなり，最終

的には 1.2m の遡上高であったことがわかった．浸水

深については，最大で 2.6m（海岸付近）であった．

第 32 図は遡上高を測定した地点（浸水限界付近）の

様子の写真である．浸水部にはデブリが残されており，

第 24 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（鹿島港
北港）．

Fig.24  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Kashima north port).

第 26 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（神栖市
日川浜）．

Fig.26  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Nikkawahama, Kamisu).

第 27 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（神栖市
須田浜）．

Fig.27  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Sudahama, Kamisu).

第 25 図　…鹿島港北港（第 24 図の浸水深 1.6m を測定した地点周辺）に
おける被害の様子（2011 年 3 月 12 日撮影）．…
コンテナが流され散乱していた．

Fig.25  　Carried containers in Kashima north port (Mar. 12, 2011).
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デブリとデブリがないところの境界が明瞭に判別でき

た．第 33 図は第 31 図の浸水高 1.5m を測定した地

点であり，電柱に浸水線が残されていた．この周辺に

は写真の通り地面に砂が堆積していた．

　九十九里町片貝（第 34 図）では，2 地点の浸水高

および浸水深を測定した．いずれも 3m 程度の浸水高

および 1m 程度の浸水深であった．ここには漁港が整

備されているが，漁船が津波により転覆したために，

2011 年 3 月 13 日の時点で第 35 図のように引揚げ

る作業が行われていた．同町不動堂（第 36 図）では，

3m 弱の浸水高が測定された．

　一宮町の一宮川周辺（第 37 図）では，公民館の壁

に浸水線が残されており，浸水高で 2.1m，浸水深で

0.6m を測定した．

第 28 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（千葉県
旭市飯岡）．

Fig.28  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Iioka, Asahi).

第 30 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（旭市駒
込）．

Fig.30  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Komagome, Asahi).

第 31 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（山武市
蓮沼）．

Fig.31  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Hasunuma, Sanmu).

第 29 図　…旭市飯岡（第 28 図の浸水高を測定した地点）の様子（2011
年 4 月 3 日撮影）．…
壁に浸水線が残されていた．

Fig.29  　Water marks in Iioka (Apr. 3, 2011).



―  14  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

第 32 図　…山武市蓮沼における浸水限界付近の様子（2011 年 3 月 13 日撮影）．…
写真手前が海側で奥が陸側．浸水部にはデブリが残されていた．

Fig.32  　Debris in Hasunuma (Mar. 13, 2011).

第 33 図　…山武市蓮沼（第 31 図の浸水高 1.5…m を測定した地点）の様子（2011
年 3 月 13 日撮影）．…
電柱に浸水線が残されていた．

Fig.33  　Water marks in Hasunuma (Mar. 13, 2011).

第 34 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（九十九
里町片貝）．

Fig.34  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Katakai, Kujukuri).

第 35 図　…九十九里町片貝における被害の様子（2011年3月13日撮影）．…
転覆した漁船を引揚げる作業が行われていた．

Fig.35  　A foundered boat in Katakai (Mar. 13, 2011).
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3．津波の浸水限界に関する調査

3.1　目的と背景

　津波の規模を測る上で必要な情報として，高さ以外

に平面的な浸水範囲を把握することも重要である．た

とえば過去の津波について，高さの情報を得ることは

一般に難しいが，浸水域は津波堆積物の分布などから

おおよそ知ることができるため，実際に起こった津波

の浸水域を調べることで，過去と現在とを比較するこ

とができる．また実際の津波によって生じた現象を注

意深く観察することで，過去の現象のより正確な復元

に役立たせることができる．一般に津波堆積物の分布

域から復元される過去の津波の浸水域は，あくまでミ

ニマムの浸水範囲を示し，実際の津波の浸水限界はさ

らに広範囲におよぶと考えられるため，その実態を正

確に把握することが重要となる．また平野域での浸水

域の復元は，将来の津波リスクを測るために重要であ

り，津波ハザードマップなど防災に活かされることが

想定される．そこでこれまで過去の津波浸水域や津波

堆積物の情報のある仙台平野，石巻平野および九十九

里浜平野において津波浸水限界位置に関する調査を行

った．

3.2　調査内容と結果

3.2.1　仙台平野および石巻平野

　仙台平野および石巻平野では，これまで澤井ほか

（2007，2008）や宍倉ほか（2007）などによって

869 年貞観地震をはじめとした過去の津波による堆

積物の分布範囲が明らかになっている．2011 年の津

波においても津波堆積物が内陸奥まで広く観察された

ことから，その内陸側での分布限界を確認するための

調査を行い，実際の津波の浸水域との比較を行った．

本調査は 2011 年 4 月から 6 月にかけて行い，層相

などの詳細は 4.2.3 において記載している．

　津波堆積物は，細～中砂からなる砂質堆積物とそれ

を覆う均質なシルト～粘土からなる泥質堆積物に明瞭

に分かれており，海岸線から直交方向に内陸側へ向か

って観察することで，砂層，泥層がそれぞれ目視で認

識できなくなる地点（第 38 図）を地図上に記してい

った．石巻平野では西部から中部にかけて 5 地点で

砂質堆積物，2 地点で泥質堆積物の分布限界を確認し

た（第 39 図）．砂質堆積物に関しては，西部の 3 地

点は海岸線からおよそ 1.7 ～ 2.3km まで分布してい

る．中部の 2 地点は海岸線からおよそ 3.5km に分布

するが，この 2 地点の堆積物は南西側の定川の方向

から運ばれたと考えられる．いずれの地点とも津波の

浸水はさらに内陸奥まで及んでおり，浸水限界との差

は最大で 1km 程度である．

　仙台平野北部では，名取川より北において 5 地点

で砂質堆積物，2 地点で泥質堆積物，名取川より南で

阿武隈川より北では 3 地点で砂質堆積物，1 地点で泥

質堆積物の分布限界をそれぞれ確認した（第 40 図）．

また仙台平野南部の阿武隈川より南では 2 地点で砂

質堆積物の分布限界を確認している（第 41 図）．北

第 36 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（九十九
里町不動堂）．

Fig.36  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Fudodo, Kujukuri).

第 37 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（一宮町
一宮川周辺）．

Fig.37  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Ichinomiya).
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部では砂質堆積物が海岸線から 2.6 ～ 3.7km まで分

布し，泥質堆積物は 3.6 ～ 4.5km まで達しているこ

とを確認した．また南部における砂質堆積物の分布限

界は，海岸線からおよそ 3.0km まで達している．石

巻平野と同様に，いずれの地点とも堆積物の分布より

も津波の浸水はさらに内陸奥まで及んでおり，砂質堆

積物と浸水限界との差は最大で 2km 程度である．以

上の観察結果に基づけば，古津波の堆積物から過去の

津波の浸水域を推定する場合，仙台平野や石巻平野で

は，浸水限界は堆積物の分布限界よりもさらに 1 ～

2km 内陸まで達していた可能性を考慮しなければな

らないことを示している．

第 38 図　…分布限界付近の砂質堆積物と泥質堆積物（仙台市若林区）
Fig.38  　…Sand and mud layers deposited around distribution limit, Wakabayashi-ku, 

Sendai city

第 39 図　…石巻平野における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.39  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the Ishinomaki Plain. Tsunami 
inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).
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第 40 図　…仙台平野北部における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.40  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the northern part of Sendai 
Plain. Tsunami inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).

第 41 図　…仙台平野南部における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.41  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the southern part of 
Sendai Plain. Tsunami inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).



―  18  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

3.2.2　九十九里浜沿岸

　九十九里浜沿岸における浸水限界の調査は，基本的

には住民への聞き取り調査によって行った．すなわち，

九十九里浜沿岸の集落をできるだけ細かく訪れ，住民

に「津波はどこまで遡上したか？」という質問を行い，

住民からの回答を基に浸水限界の位置情報（緯度，経

度）を現地で記録した．この結果が第 42 図である．

まず，九十九里浜北部（飯岡漁港～栗山川）では平均

して海岸線から約 300m 内陸まで浸水し，場所によ

っては 500m 以上も内陸まで浸水した．九十九里浜

中部（栗山川～作田川周辺）では，浸水距離が長く，

1.5km にも及ぶところがあった．一方，九十九里浜

南部（作田川～一宮川周辺）では，平均して約 200m

程度内陸まで浸水するにとどまった．九十九里浜南部

には海岸沿いに砂丘列が発達しており，それが浸水を

阻止した可能性がある．

　一方，国土地理院（Nakajima… and… Koarai,… 2012）

によっても浸水域が公開されている．これは空中写真

からデブリの分布などを判読し浸水域を推定したもの

である．注意すべきことは，実際には海水はデブリよ

りもさらに奥にまで浸水している可能性があり，両浸

水域を比較する必要がある，という点である．これに

ついては今後検討したい．

第 42 図　…現地調査により明らかになった九十九里浜における浸水限界．
Fig.42  　…Tsunami inundation limit (closed squares) in Kujukuri coast judged from witness accounts. 

Open squares show where the 2011 tsunami did not arrive. Triangles show locations of debris.
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4．津波堆積物の層相と分布に関する調査

4.1　目的と背景

　2011 年東北地方太平洋沖地震に伴った津波は，そ

の大規模な浸水とともに沿岸部に大量の土砂を残し

た．こうした土砂は，津波堆積物と呼ばれ，過去の津

波による浸水域や巨大津波の再来間隔を推定するた

めの道具として用いられてきた．本研究では，津波

堆積物から情報を読み取る際の参照データ（modern…

analogue）を収集することを目的とし，北海道浜中町，

宮城県石巻および仙台平野，福島県新地町・相馬市・

南相馬市，茨城県日立市，千葉県山武市で津波堆積物

の地質学的調査を行った．

4.2　調査内容と結果

4.2.1　北海道浜中町

　北海道東部に関しては，地方独立行政法人北海道立

総合研究機構地質研究所の仁科健二博士から情報提供

していただき，北海道浜中町の藻散布沼とカネサント

ー沼で津波堆積物の分布を調べた．藻散布沼では，津

波によって浸食・運搬されたと推定される泥炭の塊

が氷の上に点在していた（第 43 図）．また，津波の

浸水によって，津波の前には立ち枯れていたはずの

ヨシやヒメウシオスゲが倒れていた．倒れたヨシや

ヒメウシオスゲは，津波起源と考えられる厚さ 3mm

～ 10mm 程度の泥に覆われているのが確認された．

カネサントー沼では，その河口付近に，厚さ 5cm ～

15cm 程度の中粒砂～細流砂からなる津波堆積物が分

布していた．この津波堆積物の分布範囲は河口付近の

みに限られており，海水の浸水範囲とは一致していな

かった．このような津波堆積物の分布は，北海道立総

合研究機構地質研究所による報告（仁科・地質研究所

津波調査班，2011）と矛盾しない．

4.2.2　青森県三沢市・おいらせ町

　現地調査は 2011 年 8 月から 12 月に行った．はじ

めに，尻屋崎からおいらせ町までの海岸で津波堆積物

の分布を調査したところ，六ケ所村泊地区より北側で

もデブリ（津波によって流れついたゴミ）は見られた

が，津波堆積物は確認できなかった．また，津波堆積

物の層厚は南から北に向かって概ね薄くなる傾向が見

られた．

　青森県三沢市の砂森地区（第 44 図），淋代地区（第

45 図）おいらせ町の二川目地区（第 46 図）の海岸

低地では，海岸線に直行する方向（ほぼ東西方向）の

測線を設定し，掘削調査および地形測量を行った．津

波堆積物は，三沢市砂森では海岸から約 400m 内陸

まで，三沢市淋代では海岸から約 250m 内陸まで，

おいらせ町二川目では海岸から約 280m 内陸まで確

認された．堆積物の層厚は最大 31cm で，大局的には

海岸から内陸に標高が高くなるにつれ減少するが，数

m 四方の狭い範囲でも 10cm 程度の層厚の増減が見

られる．これらは，津波以前の地形面の起伏を反映し

ていると考えられる．堆積物の粒度も内陸に向かうに

従って，粗粒砂から細粒砂へと細かくなる傾向がみら

第 43 図　…北海道浜中町藻散布で観察された塊状の泥炭．…
津波が襲来当時は一部が結氷していたため，その氷の上に乗った状態のまま観察された．

Fig.43  　A peat block on ice in Mochirippu, Hokkaido.
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れた．多くの堆積物には平行葉理が発達し（第47図），

多重級化構造やリップアップクラストも一部で観察さ

れた．淋代では海岸から約 300m の地点で，二川目

では海岸から約 100m の地点で，建物に残された津

波の跡（ウォーターマーク）を確認し，その標高はそ

れぞれ 6.0m，5.3m であった．

　今後は，採取した津波堆積物の粒度分析および珪藻

分析を行う予定である．

第 44 図　三沢市砂森の調査地点．
Fig.44  　…Locations of sampling sites in Sunamori, Misawa City.

第 45 図　三沢市淋代の調査地点．
Fig.45  　…Locations of sampling sites in Sabishiro, Misawa City.
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4.2.3　宮城県石巻平野・仙台平野

　宮城県の沿岸では，石巻平野の西部における6地点，

仙台平野における 64 地点で津波堆積物の採取・観察

を行った．

　石巻平野では，2011 年 4 月に東部の渡波地区と東

松島市周辺で踏査を行ったが，渡波地区では津波堆積

物が不明瞭で，その平面的な分布を把握することはで

きなかった．渡波地区において津波堆積物がはっきり

と見られなかった原因については，よくわかっていな

い．渡波地区には元々多くの砕屑物が運ばれなかった

のかもしれないし，我々が訪れる前に大部分が瓦礫と

ともに撤去されたのかもしれない．あるいは，地震性

沈降に伴った海水の流入によって，いったん堆積した

ものが日々の潮汐で流れてしまった可能性も否定でき

ない．

　東松島市周辺では，航空自衛隊松島基地の近くにお

いて（第 48 図），厚さ 10cm 程度の津波堆積物が観

察され，明瞭な上方細粒化が見られた．この津波堆

第 46 図　おいらせ町二川目の調査地点．
Fig.46  　…Locations of sampling sites in Futakawame, Oirase Town.

第 47 図　平行葉理のみられる津波堆積物．
Fig.47  　Tsunami deposits with parallel laminae.
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積物は，数 100m 内陸に移動すると非常に薄くなり，

その層相変化を確認することが難しくなった．

　仙台平野の北部では，津波堆積物の平面的な分布や

その粒度変化などを，海岸線に直行する測線沿いで観

察することができた（第 49，50 図）．大沼周辺の測

線で見られる津波堆積物は，主に粗粒砂～細粒砂から

なるが，内陸の観察地点では泥分が相対的に多くなる．

この津波堆積物は，海岸線に近い場所では主に砂から

構成されるが，陸側では砂質層がドレープ状の泥に覆

われるようになる．また，測線を通して，多重級化構

造や平行葉理が明瞭であるのも特徴的である．南長沼

周辺の測線沿いに見られる津波堆積物も，大沼周辺と

同様で，海岸付近では砂が主体であるが，陸側に移動

するに従って砂質層がドレープ状の泥に覆われるよう

になる．さらに陸側の地点では，津波堆積物を構成し

ているものが，砂ではなく泥主体となってくる．

　仙台平野中部では，仙台空港周辺で津波堆積物の観

察を行った（第 51，52 図）．まずはじめに空港周辺

で津波堆積物を網羅的に観察したところ，杉ヶ袋を縦

断する八間堀周辺より海側（第 51 図の赤丸で示した

場所）では構成が砂主体であるのに対し，八間堀周辺

より陸側ではその層厚が急激に減少して泥主体となる

ことが確認できた．砂主体の津波堆積物は，仙台平野

北部と同様に，多重級化構造や平行葉理が明瞭であっ

た．また，その層厚が，数㎡以内の中で変化に富む様

子が観察された．この層厚の変化は，津波が襲来する

前の地形的な特徴を反映していると思われる．すなわ

ち，凹地には砂が厚く堆積しやすく，凸状の地形には

砂が残されにくいことを表していると思われる．

　仙台平野南部の亘理町では，鳥の海の近くで海岸線

に直行する測線を設け，その測線沿いに津波堆積物の

変化を観察した（第 53，54 図）．この地域でも，仙

台平野北部などと同様に，海岸線に近い場所では砂が

主体であるが，陸側に移動するに従って砂質層がド

レープ状の泥に覆われるようになる．さらに陸側の地

点では，津波堆積物を構成しているものが，砂ではな

く泥主体となってくる．また，測線を通して，多重級

化構造や平行葉理が明瞭であるのも特徴的である．最

も海岸線に近い場所では，津波堆積物の層厚が 35cm

に達するが，この値は数㎡以内の中で変化に富む．

　仙台平野南部の山元町では，牛橋河口の近くで海岸

線に直行する測線を設け，その測線沿いに津波堆積

物の変化を観察した（第 55，56 図）．津波堆積物は，

最も海岸線に近い場所では小礫混じりの粗粒砂～細粒

砂から構成され，その厚さが 50cm 以上に達する場合

もある．海岸線から 400m 程度離れるとその層厚は

急激に少なくなり，厚さ 15cm 前後となる．層厚の

減少とともに，津波堆積物を構成する砕屑物も小さく

なり，中粒砂が主体となってくる．海岸線から 2km

離れると津波堆積物は 1cm 以下の厚さとなり，泥が

主体となる．

　山元町の南部では，水神沼の周辺で津波堆積物の観

第 48 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（石巻平野西部）．
Fig.48  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Ishinomaki).
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察を行った（第 57，58 図）．水神沼周辺で見られる

津波堆積物は，主に礫混じりの粗粒砂～細粒砂からな

る．この津波堆積物は，海岸線に近い場所では小礫ま

じりの砂が主体であるが，陸側では砂質層がドレープ

状の泥に覆われるようになる（第58図）．当地域では，

津波襲来当時の地表面を削ってできたと思われる偽礫

（rip…up…clast）が津波堆積物の内部によく見られた．

第 49 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（仙台平野北部）．
Fig.49  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Sendai).

第 50 図　仙台平野北部で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.50  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sendai.
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第 51 図　…2011 年の津波堆積物を採取した地点（名取市）．…
津波堆積物の産状は空港周辺で網羅的に行ったが，砂主体の津波堆積物は赤丸で示した
地点でのみ確認できた．

Fig.51  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Natori).

第 52 図　仙台空港周辺で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.52  　The 2011 tsunami deposit near Sendai airport.
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第 53 図　2011 年の津波堆積物を採取・観察した地点（亘理町）．
Fig.53  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Watari).

第 54 図　…仙台平野南部（亘理町）で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.54  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Watari.

第 55 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（山元町）．
Fig.55  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Yamamoto).
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第 56 図　…仙台平野南部（山元町）で見られた 2011 年の津波堆積物．…
海岸線に近い場所で観察された津波堆積物で，その層厚が 40…cm 以上にも達する．

Fig.56  　The 2011 tsuanmi in Yamamoto.

第 57 図　…2011 年の津波堆積物を採取・観察した地点（山元町南部）．
Fig.57  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (southern Yamamoto).
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4.2.4　福島県沿岸

　福島県の沿岸では，新地町の海岸における8地点（第

59 図），相馬市松川浦周辺における 5 地点（第 61 図），

南相馬市鹿島区と原町区の海岸における 7 地点（第

63，64 図）で津波堆積物の採取・観察を行った．

　新地町の海岸では，一部でドレープ状の泥に覆われ

るものの，基本的に砂質の津波堆積物が観察された（第

60 図）．この砂質の津波堆積物中には，特に海岸付近

において，明瞭な平行および斜交葉理が確認できる（第

60 図）．津波堆積物の層厚は，最も海岸線に近い場所

において 20cm 前後で，海岸線から約 1km 離れると

10cm 以下となる．

　相馬市松川浦周辺における津波堆積物は，平行葉理

が発達した砂質層が，厚い泥質層に覆われるという特

徴がある．この津波堆積物の軟 X 線写真を撮影した

ところ，上位の泥層中にも葉理が観察できた（第 62

図）．当地域で観察した津波堆積物の厚さは，すべて

10cm 前後であった．

　南相馬市鹿島区では，瓦礫とともに津波堆積物が撤

去されており，その分布を殆ど観察することができな

かった．津波堆積物が確認できた場所では，相馬市松

川浦周辺や南相馬市原町区と同様に，ドレープ状の泥

層が特徴的であった（第 65 図）．

　南相馬市原町区における津波堆積物は，主に上部泥

層と下部砂層から構成されていた．上部泥層の堆積構

造は肉眼で確認できなかったが，下部砂層には明瞭な

多重級化構造が観察された．最も海岸線に近い調査地

点では，上部泥層がほとんど見られず，砂が主体の津

波堆積物であった．当地域で観察した津波堆積物の厚

さは約 10cm ～ 20cm であった．

第 58 図　仙台平野南部（山元町南部）で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.58  　The 2011 tsuanmi in southern Yamamoto.
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第 59 図　福島県新地町における調査地点．
Fig.59  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Shinchi, Fukushima).

第 60 図　福島県新地町で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.60  　The 2011 tsuanmi in Shinchi.

第 61 図　福島県相馬市松川浦周辺における調査地点．
Fig.61  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Matsukawa-ura).
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…

第 62 図　…福島県相馬市松川浦周辺で観察された 2011 年の津波堆積物（軟 X 線写真）．…
厚いドレープ状の泥が，津波堆積物の最上部を覆っているのが肉眼で観察できた．軟 X
線写真では，そのドレープ状の泥にも堆積構造が残っているのが確認できる．

Fig.62  　The 2011 tsuanmi in Matsukawa-ura (soft-X ray image).

第 63 図　福島県南相馬市鹿島区における調査地点．
Fig.63  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Kashima, Minami-

Soma).
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4.2.5　茨城県日立市

　茨城県日立市では，海岸の小規模な低地において津

波堆積物を確認した．周囲の証言と津波堆積物の産状

から推定して，津波の浸水は主に低地を横切る河川を

経由したと考えられた．河川沿いに遡上した津波は，

一部は堤防を越えたが，大部分は配水管を通って低地

に進入し，配水管の周辺に厚さ 10cm ～ 15cm 程度

の津波堆積物を残した（第 66 図）．津波堆積物の内

部には，明瞭な平行葉理やドレープ状の泥層が確認で

きた．

4.2.6　千葉県山武市

　千葉県山武市の海岸では 3 つの測線（第 67 図，測

線 H-A，測線 H-B，測線 H-C）を設け，その測線沿

いに津波堆積物の分布を観察した（第 68 図）．測線

H-A では，厚さ 30cm 程度の津波堆積物が広く分布す

る．この津波堆積物は主に細粒砂～粗粒砂から構成さ

れるが，中には淘汰の悪い角礫，貝殻片，土壌から削

り取られたような偽礫が見られることがある．また，

測線 H-A 沿いでは，明瞭な多重級化構造が多くの地

点で確認された．測線 H-A の延長線沿いでは，舗装

第 64 図　福島県南相馬市原町区における調査地点．
Fig.64  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Haramachi, 

Minami-Soma).

第 65 図　…福島県南相馬市原町区で見られた 2011 年の津波堆積物．…
厚いドレープ状の泥が，津波堆積物の最上部を覆っているのが特徴的であった．

Fig.65  　The 2011 tsuanmi in Haramachi, Minami-Soma.
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道路沿いに津波が浸水し，厚さ 1cm 以下～ 10cm 程

度の津波堆積物が観察された（第 69，70 図）．測線

H-B では，厚さ 5cm ～ 15cm 程度の津波堆積物が広

く分布するが，津波堆積物中には明瞭な級化構造が見

られなかった．測線 H-C では，厚さ 10cm ～ 25cm

程度の津波堆積物が広く分布し，測線 H-A と同様に

多重級化構造がよく見られた．また，津波が襲来する

前には凹地だった場所には，比較的厚く，堆積構造が

明瞭な津波堆積物が保存されていたのが特徴的であっ

た．

第 66 図　…日立市の低地で観察された津波堆積物．…
配水管の入り口から放射状に砂質の津波堆積物が分布している．

Fig.66  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Hitachi.

第 67 図　千葉県山武市における調査測線．
Fig.67  　…Map showing surveyed transects in Sanmu, Chiba.
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第 68 図　山武市の海岸で観察された津波堆積物．
Fig.68  　The 2011 tsunami deposits in Sanmu, Chiba.

第 69 図　…被災直後に山武市で観察された津波堆積物（地点 H-1 周辺）．
Fig.69  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sanmu (Photograph taken near 

location H-1).
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5．津波による打ち上げ貝類の調査

5.1　目的と背景

　津波で何処にどのような貝類が打ち上がったかを記

録しておくことは，津波がどの程度の深さの海底にま

で侵食と物質移動を起こしたかを知る手掛かりとな

る．また，台風などによる打ち上げ貝類との違いを明

らかにすることで，古津波の痕跡を地層中から探す際

に有用な情報となる可能性がある．津波による打ち

上げ貝類の定量的な調査は，1933 年昭和三陸津波に

おける三陸海岸の例（Nomura… and… Hatai,… 1935）と

1945 年にパキスタン沿岸を襲った津波の例（Donato…

et… al.,… 2008）がある程度で，非常に限られている．

いずれの研究でも台風などとは違った貝殻の集積状態

や種構成が報告されており，打ち上げ貝類が津波の指

標となり得ることを示唆している．

　この調査には津波前に海岸での貝類の分布や，台風

などによる打ち上げ貝類の状況を知る必要があるの

で，そうしたデータが大学等の調査によって得られて

いた仙台平野北部の海岸を調査対象とした．調査地周

辺での津波の高さは，8 ～ 9m 以上と推定される（東

北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ，http://

www.coastal.jp/ttjt/；2012 年 5 月 17 日参照）．

5.2　調査内容と結果

　津波から約 2 月半後の 5 月 20 ～ 22 日にかけて，

蒲生干潟（仙台市北東部）と野蒜海岸（東松島市）に

おいて打ち上げ貝類の産状を観察した（第 71 図，第

72 図）．また，1m 四方のピット（深さ 5 ～ 20cm）

を合計 13 箇所掘削し，3mm 以上の貝殻をすべて採

取した（第 73 図）．持ち帰った一部の試料について，

種の同定と貝殻の計数を行った．

　打ち上がった貝類の量と内陸側への分布の広がりを

見ると，今回の津波は通常の台風に比べて明らかに大

規模である．海浜で貝殻は多くは幅 1 ～ 3m，長さ数

m の舌状の集積部を作っており，津波堆積物の表面

に「浮かぶように」に密集している（第 73 図 A）こ

とや，二枚貝は凸側を上にしていることが多いなどの

特徴が判明した．

　蒲生干潟の試料では，1 地点あたり 200 から 300

個（20 ～ 30 種）の貝殻が検出された．潟に元々棲

んでいた種は僅かで，潟の外（海岸）の砂地に棲む貝

類の比率が高い．また，海底の砂地や泥底に深く潜っ

て生活するオオノガイが多く打ち上がっているのも特

徴である．野蒜海岸では 1 地点あたり 600 個（30 種

余り）程度の貝殻が検出された．主要な種の構成は通

常時の打ち上げと大差ないが，通常この海岸で見られ

るヌノメアサリやアサリの比率が非常に少ない．

　今回の調査で判明したことは，1）津波による打ち

上げ貝類は台風などによるものに比べて格段に規模が

大きい，2）海底に深く潜る種の打ち上げが多く，海

底の大きな浸食を示す，ことである．一方，種構成を

みると津波と通常の台風とではあまり違いが無い．ま

た，明らかにストームウェーブベース以深にしか生息

第 70 図　…被災直後に山武市で観察された津波堆積物（地点 H-2 周辺）．
Fig.70  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sanmu (Photograph taken near location H-2).
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しないと考えられる種は未確認である．その理由とし

て，仙台湾はほとんどの範囲が水深100m未満であり，

沖合 30km 付近までは水深 50m 程度より浅い部分が

大半であるため，深い海に棲む種が元々少ないことが

考えられる．さらに，深い海に棲む種は薄く壊れやす

い殻を持つことが通常であり，津波による運搬過程や

打ち上げ後の風化，あるいは採取過程で欠落した可能

性もある．

　今後は残りの試料の同定を進めるとともに，

Nomura… and… Hatai…（1935）が報告した貝類標本（国

立科学博物館所蔵）との比較なども行って，地形など

の違いによる打ち上げ貝類の差を検討していく予定で

ある．

第 71 図　野蒜海岸のサンプリング位置（東松島市）．
Fig.71  　…Sampling pit location in the Nobiru coast, Higashi-matsushima City. 

Modified from 1/25,000 -scale topographic map of Geospatial Information Authority of Japan, “Ono”.

第 72 図　蒲生干潟のサンプリング位置（仙台市北東部）．
Fig.72  　…Sampling pit location in the Gamo coast, northeastern Sendai City. 

Modified from 1/25,000 -scale topographic map of Geospatial Information Authority of Japan, “Shiogama”.
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第 73 図　…野蒜海岸の様子．…
A: 舌状の貝殻の集積部が幾つも見える…
B: サンプリング状況

Fig.73  　…Photograph showing the occurrence 
of washover molluscan shells on the 
Nobiru coast. 
A: Linguoid shape shell concentrated   
　…layers on the beach. 
B: An example of sampling pit.




