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◆なぜこんなに大きな地震が起き大きな被害に繋がったのでしょうか？◆ 

 

 安原（司会） 予定の時間がだいぶ過ぎていますので、少し迅速に進めたいと思います。

ここに登壇していただいている方々はお手元の資料にありますし、神栖市都市計画審議会

副会長の池田さん、千代田コンサルタントの橋本さん、関東学院大学の若松先生を除きま

すと、ほとんどの方は登壇していただいたので、パネリストの方々にはたいへん申し訳な

いのですが、逐一ご紹介することは省かせていただき、資料をご覧いただくということで、

さっそく始めたいと思います。 

 このセッションは、思いがけない、想像を絶するような、津波もそうですが、液状化が

県下で起きた。関東地方一円もそうですが、今日は茨城県に絞ります。それに対する今後

の対応をどうするかということを、皆さんで考えていただきたいと思います。 

 先ほど、五つの市町村の方々からご報告いただきました。3 年たち、今の状況のほぼ全

容がお分りになったと思います。もうすでにご存じの方もいらっしゃると思うのですが、

今のお話をお聞きになり、皆さんそれぞれ微妙に思いが違うのではないだろうか。3 年た

ってこういう状況だということについて、こういう状況か？と（現状を不思議に）思って

おられる方もいらっしゃるかもしれない。 

 ただ、私が知る範囲ではっきり申し上げられることがあります。それぞれ関わっておら

れる行政の方、またそのサポートをなさっている民間の方、いろいろな意見を述べられる

学識経験者と言われる方々、皆さんそれは必死に頑張っておられると私は思います。私も

その一員ですが、決してどこかで手を抜いている状況ではないと思っています。 

 そういった意味で、どうかあまり後ろ向きの議論にならないような形で、ぜひ前向きに、

今後どうすれば少なくとも県土全体が災害に強い県になるかという立場でご意見を言って

いただきたい。もちろん、辛口のご意見もおありだと思います。しかし、それは前へ進め

るためのご意見というふうに、皆さんにそういう激励の言葉を与えていただける方向でと

いうことであれば、たいへんありがたいと思っています。 

 初は復習的になるかと思うのですが、茨城県は災害について非常に安全なところで、

地震は多いけれどもそんなにけたたましい地震災害を受けたことがない。しかしながら、

本当に思いもかけないようなことが起きた。そこで 2 人の先生方に 初に、そもそもなぜ

こんなけたたましい地震が起き、こんな災害になったのか。特に、今回は個人の住宅に関

する被害についての話なので、そういう立場で安田先生と若松先生から何分かずつ簡単に
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（お話しいただければ幸いです）。 

 安田(東京電機大学) レディーファーストで。 

 若松（関東学院大学） あまり後ろ向きなことを言ってはいけないという話だったので

すが、私が茨城に関してびっくりしたことは、全 44 市町村のうち、43 市町村で液状化が

起きていることです。被害としては軽微なところもあれば大きいところもあります。今ま

で液状化の履歴が茨城県では極めて少なかったのですが、それは液状化に強い地盤だった

のではなく、これまで大きな地震の直撃を受けなかったのだろうと理解しています。 

 もう一つは、先ほど安田先生が、（基調講演のなかで）地震動の継続時間が長かったので、

今回関東地方で非常に大きな被害が出たとおっしゃっています。確かに、そうでした。た

だ、大きな揺れの長さだけを比較すると、やはり東北地方のほうが長いのです。29 分後の

余震を入れても、例えば震度 5 弱程度で揺れた時間の積分、面積を出すと、やはり東北の

ほうが大きくなります。 

 関東地方は地盤自体も液状化が起こりやすい要素を持っていたのではないかと思います。

一つは埋め立て地の多さ、あとは旧河道や昔、沼だったところが多かった。それから、ロ

ーム台地、先ほど造成地の被害の報告がありましたが、切り盛りをしている、何らかの手

を加えている。おまけに、砂礫の採掘や砂鉄の採掘をした。もう一つは、利根川という日

本一の流域面積を持つ川およびその支流が運んできた堆積物。長い沖積世という時代、1

万年、2 万年の歴史の中では非常に新しい氾濫による土砂が地表面に堆積していた。そう

いったこともあるのではないかというのが感想です。 

 安原 ありがとうございました。それでは、安田先生。 

 安田 2～3 分で簡単に話します。私が茨城に調査に入ったのは地震の約 5 日後で、関東

地方整備局から地盤工学会に調査に来てくれというので私はすぐ来たのですが、そのとき

潮来に着いた。潮来は埋め立てだから液状化ということですぐ分かったのですが、神栖に

もそのとき連れていかれ、掘割のところで液状化している、これを考えろと言われ、これ

は何だろう。さらに、奥のほうも液状化している。 

 要するに、堀割の場合は人工ではありませんが、神栖の奥のほうは先ほど大槻さん（神

栖市）が言われたように、人工的に掘ったところがたくさんある。それ以外にも人工的に

手を加えたところがとにかくものすごくあったということです。それと大山さんが話され

たように、丘陵地でも造成したところが単なる滑落崩壊ではなく、地下水のほうだという

ことで液状化した。家をつくるのにあまり考えず、とにかくあちこち手を入れて人工的に
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つくった。これがたくさんあったということです。あとは先ほど話したように、地震動の

問題や法的な整備が液状化の場合、戸建て住宅に対してはなかった。こういうことが問題

だろうと思っています。 

 安原 ありがとうございました。今のことに関連してもう少し技術的な話をお伺いでき

ればと思います。と申しますのは前半で、1 回液状化が起きたところは再液状化するかし

ないかという話がありました。きっちり合意した意見が出ていないような、難しい問題が

あると思いますが、対策を考えるときにこれは非常に大事なことではないだろうかと私は

思っていますので、この辺についてご意見を。たぶん、安田先生と若松先生のご意見が若

干違うのではないかと思いますので、あえて御話を伺いたいと思います。 

 安田 先ほど言いかけたのですが、液状化層が非常に厚いと下のほうは地震で締まるの

ではないか、しかし、上のほうはなかなか締まらないのではないかというのが私の意見で

す。もともと今日来ていらっしゃる佐々木先生（元・広島大学教授）が土研で大きな振動

台で実験され、何回か液状化しても上のほうは緩いという実験データを出されているので、

そういう頭があります。 

 先ほど鹿嶋市の菅谷さんから話があったように、鹿島でいろいろ検討していると、やは

り下のほうは N 値が上がってきている、上のほうは上がってきていないというデータがあ

るので、その辺をきちんと確認していかなければいけないと思っています。逆に、液状化

層が薄いところは N 値が締まっている傾向がどうもある。ということで、その辺でメカニ

ズムが分かりつつあるのではないかと思っています。 

 安原 若松先生は調査の立場からご意見がおありだと思います。 

 若松 私も、大型振動台で実験をすると下から順番に締まり、でも上の方は緩いままで

4 回程度は再液状化するという話を聞いており、安田先生の前半のご意見には賛成です。

ただ、事実として 30 年間とか 35 年間の間に全く同じ場所が 4 回液状化したという記録を、

私は少なくとも三つ知っています。圧縮沈下という表現をすると、一般の方は一度液状化

すると密実になってもう大丈夫になるのではないかと思い込まれる方が多いので、私はあ

えて市民の方やマスコミの方には、1 回や 2 回液状化しても締まらないと申し上げていま

す。大ざっぱな言い方になりますが。 

 それから、安田先生が先ほど、液状化層が薄い場合はあまり再液状化しないとおっしゃ

いましたが、地下水の流れがあるところ、例えば丘陵地帯の谷埋め造成地で、集水地形だ

とか、砂丘の裾だとか、旧河道だとか、そのようなところは液状化層が比較的薄くても繰
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返し液状化が起こるように私は感じています。現場の感覚です。 

 安原 ありがとうございます。これは議論すると長くなるので、ここで一旦やめること

にします。 

 ただ、私がなぜ 初このような問いかけをしたかといいますと、液状化対策するときに

どこも全部対策を講じなければいけない、というのは無理で、やはり、プライオリティを

付けてやらなければいけない。そうすると 1 回液状化したところが次は液状化しにくいだ

ろうといったらプライオリティは低くなる。このような順位付けをするときに一つの判断

材料になるだろう。これはある委員会でそういう話が出て、安田先生がおっしゃったので、

問いかけをしました。これは非常に重要かつ興味深い課題ではあるのですが、そういった

ことで 初に対策に関連することとして問いかけをしました。 

 

◆今後は、どう対応すればよいのでしょうか？～地下水位低下工法を中心にして～◆ 

 

 安原：では、さっそく対策に関することですが、皆さん今日のお話をご覧いただいてだ

いたい総合的に考えると、どうやら県下の液状化対策として、ハード的には地下水位低下

工法、あるいは格子状の地盤改良か。ソフト的にはハザードマップづくり。渡部さん、液

状化マップと言われたのがハザードマップのことですね。そう理解していいですね。 

 渡部（ひたちなか市） そうです。液状化しやすさマップ、ということです。 

 安原 ハザードマップと同じと考えていいですか。 

 渡部 そうですね。同じような考え方で。 

 安原 そうすると、そのハザードマップづくりをどうするかということがあります。ハ

ード対策についてもそうですが、ハザードマップづくりについては各市町村独自の判断に

任せられて進められている。こういう状況にあると思います。 

 初に液状化対策として、県下では地下水位低下工法と格子状工法を考えて進められて

いるということですが、これに関連して先ほど三村先生（茨城大学）が非常に本質的なご

質問をされたので、その辺からお尋ねしてよろしいでしょうか。三村先生のご指摘に対す

る対応ということで。それでは、橋本さん。 

 橋本（（株）千代田コンサルタント） 少しだけお時間をいただきます（注：PPT 使用）。

安田先生が委員長ですが、国交省の都市局都市安全課で液状化対策のガイダンスをつくっ

ています。この中身は、細かいところは省略しますが、今の二つの工法がまず推奨される
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ということで、地下水位低下と格子状改良、こういう中で現に動いています。その中で問

題になるのは、先ほどご指摘がありましたが、対策はどうするのかというところで、ここ

にある閾値で 5m 以上というのは当初考えてはいましたけれども、実際、地下水位低下は

地下水 3m が限界だということで、3m だけれども B2 あたりはあまりにも沈下量が大きい

ので、国交省として A と B1 は液状化対策として、ここまで閾値を下げるということでや

りました。 

 次の地下水位低下工法も含め、B2 も 5 や 10 以上、ここもその範囲に含めよう。なおか

つ、先ほど微妙なところで被害のなかったところがありましたが、B3 については委員会

マターで十分な検討をすればということで、軽減策ということで書きました。その中での

対策は何が何でも、ということではなく、できる範囲でということで、考え方自体もだい

ぶ許容するようになったということです。 

 安原 それはだいたい分かったのですが、（市町村の現状報告の時に出された）三村先

生のご質問に対するお答えにはなっていないような気がします。要するに、県南の被害を

受けた地域は集水地形にあるから、（地下水を）汲んでも汲んでも次々に戻ってくるので、

液状化しやすくなってくるのではないですか。 

 橋本 先ほどの話で、神栖市の場合には 6m まで 遮水矢板入れるという話でした。それ

は遮水層、粘土層が下にあります。粘土層があるとそこまでに遮水矢板で囲んでしまえば、

そこまでの水を抜けばいいので、下からのものは考えなくていい。問題はそうはいっても、

千葉もそうですが、砂と粘土が混じったようなところがどこまで抜けるのか。微妙なとこ

ろがありますが、だいたい千葉でも問題なく抜けていました。 

 ですから、今度は礫層があるところで（事実、神栖市にも礫層があったのです）、井戸で

汲んでみましたが、全く汲めませんでした。強引に汲んだのですが、量が半端ではないと

いうことなので、先ほどの井戸の水の利用は、10m 以上井戸は入れていて、その礫層から

水を取っているので、途中に粘土層があれば井戸のくみ上げのような問題はない。 

 ただ、それが 40m とかいう矢板になると、今度は施工費の問題があります。実際、なお

かつそこまでやるのかというところもあるので、それは今後十分検討してほしい。まずは

調査して抜けるのかということを検討していただきたいと思います。 

 安田 補足を 1 つ。（基調講演資料の）30 ページを見ていただけますか。 後 3 分残さ

なければいけないというのでここを飛ばしてしまったのですが、右下の図です。ご質問は

水がどこから来るかという話で、これには横から来る水と雨水がある。雨水は諏訪さん（諏
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訪技術士事務所）などのご経験で、降雨量の 1/3 ぐらいしか地下に入っていかないから大

したことはないということで、雨水さえ抜いてしまえば、横から入ってくる水がなければ

いいという発想です。 

 そのときに、水色の矢印で書いていますが、矢板の下から回り込んできたときに、不透

水層があれば地下水が上まで上がってこない。不透水層がなく、橋本さんが言われたよう

に砂利などだったら上がってくるので、いくら抜いても下がってこない。ここが一つのキ

ーポイントだということで、そのために実証実験を各都市でやっているということです。

先ほど井戸水をくみ上げるといったのは、普通は 50m とかさらにこれより深い話なので、

この表層の 10m の話とは違うと考えています。 

 安原 行政の立場の方で、地下水位低下工法についてこんなことを注意しなければとい

うこと、あるいは大山さんはすでに施工にかかっておられるので、こんなことに注意して

いるとか、そんなことはありませんか。 

 大山（東海村） ありません（笑）。 

 安原 では池田さん、関連したことで質問を。 

 池田（神栖市都市計画審議会） 神栖から来た池田と申します。水抜きの件で質問した

いのですが、神栖市の場合はこの間実施されたのが 6m で、プラス 1.5m、抜く位置が 7.5m

ですよね。そうするとこれをやった場合、何年ぐらいもつものですか。それとも永遠にや

っていかなくてはいけないのか。その辺がすごく心配です。 

 安原 今のことはどうやって監視していくかということにも関わるので、橋本さんと諏

訪さん。 

 橋本 諏訪さんもいらっしゃいますが、実際に阪神（尼崎市）で諏訪さんがやられてい

ますけれども、下げたままにしておくとまだ戻るので、永遠に抜かなければいけない。た

だ、そんなに時間がめちゃくちゃかかるのかというと、下水道のたまったところでポンプ

排水をやっています。そうした電気代、維持管理費あるいは清掃が何年もつのかというの

は、そもそも暗渠自体もそうですが、実際に造成にも入れています。下水道で 30 年と言

っています。今回のものはそんな下水道に入ってくるような汚物は入ってこないので、科

学的などうのこうのはありません。 

 ただ、目詰まりについて、暗渠で、周りも透水シートをやって、砕石を入れ、なおかつ

有孔管を入れている。その中で目詰まりを防止するために、途中でジェットで吹く。ただ、

その中で土砂の流出も防ぐという両方を考えていかなければいけないということで、だい
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たい 30 年以上はもつのですが、それ以上になるとたぶん会場にいる諏訪さんのほうが詳

しいのかと思っているのですが、どうですか。 

 諏訪（諏訪技術士事務所） 何時まで待つかという話はよく分からないのですが、とり

あえず私は尼崎市築地地区で透水管を入れています。兵庫県南部地震が 1995 年、実際の

透水管の埋設工事にかかったのが 1997 年、早いところはそれぐらいから埋設されていま

す。申し訳ないけれども、尼崎の地下水位を継続的に測っていなくて、水位がどうかとい

うのは確認できていません。しかし、絶えず水は出ています。集水の下水枡があるので、

そこを覗いてみるときちんと水が出ています。ポンプはある水位に達すると稼働を始め、

所定の水位に下がると止まってという、この繰返しです。 

 これは後からお聞きしようと思っていたのですが、えらく高い維持費がかかると言われ

ていたのですが、尼崎市の場合は電気代とポンプを管理する電話回線の電話料だけで、年

間約 44 万円です。それ以外は何もかかっていないそうです。当初の電気料だけの維持費

予想は 40 万円でした。実際の電気代は当初予想と同じ 40 万円です。当初、通信回線費は

想定していませんでした。その分が 2 箇所で 4 万円です。今までのところ、十何年になり

ますが、ポンプの交換は一切なしです。その代わり、故障したときのためにポンプは 2 台

据えてあります。だから、1 台が故障すると 1 台をすぐ作動させることにしています。 

 基本的に地下水位低下は、そこに人が住んでいる限りやり続けることになります。20 年

でよくなるということはあまりないと思うので、それはやらなければいけません。 

 安原 非常に貴重なサゼスションで、その辺についてご意見、ご質問はありますか。 

 池田 そうすると、それをずっと取っているのですが、その設備関係がとりあえずは 30

年ぐらいもつのではないかということでしょうか。 

 諏訪 ポンプはもともと計画では 10 年で替えようかと言っていましたが、市に聞くと、

動いているから替えていない。絶えずポンプが故障し始めるとか、そういう異常が特にな

いので、今のところまだ替えていません。だいたい 10 年でポンプの交換を行う必要があ

ろうかということで、２箇所のポンプ交換費で 400 万ほど計上していました。ですから、

10 年に直すと 1 年で約 40 万円です。基本的に尼崎市は地下水位低下工法を民地の液状化

対策ではやっていません。建前は道路の耐震化事業ということで尼崎市の独自予算でやっ

ていますから、道路維持課がお金を出しています。 

 それから、私はなぜこの液状化対策に地下水をやって公共道路の下に入れるのに、住民

に金を出せと言うのかが不思議で仕方がない。住民に金は出さなくてよろしいと言ったら、
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何度でもやってくれと言うだろうと思います。これは下手に国の補助をもらうからです

（笑）。本当にそう思う。住民に金を出せとか。 

 橋本 大槻さん（神栖市）がいないからフォローすると、実際それは市でやっています。

ただ、あまり言えないのですが、国交省的には住民の同意もそうですけれども、負担を負

えということになっているので、そうした中で出てくる。ただ、それに対し市が市単独の

財政でやっていただいているというのが今の（ご意見に対する）答えです。 

 安原 パネリストの行政の立場の方で、例えば渡部さんや黒田さん、今から考えようと

されていることがあれば。無理強いはしません。分かる範囲で。 

 池田（鹿嶋市） 鹿嶋市の池田と申します。行政側です。安田先生の基調講演の中にも

あったのですが、今回の液状化対策はいわゆる面的な対策ということで液状化対策の事業

を行っているところですが、個別対策の有効性がどのぐらいあるのかという話をお伺いし

たい。 

 それから、行政側としてはやはり地権者負担が液状化対策の工法選定においていちばん

大きな課題です。もちろん、同意のこともそうです。その結果、地下水位低下に頼らざる

を得ない。どこの自治体もそういう状況があるのではないかと思います。しかも、その対

策費にヘクタール 1 億あるいは 2 億、坪単価に直すと 3 万 3000～6 万円、鹿島市で言うと

土地の値段と変わらないという状況もあります。 

 そういう中で個人的には、これを永遠にやっていくには恐らく現実的に無理があるので

はないか。建物の耐用年数も訪れてくるので、その時期に対策を施しながら被害を受けな

いような建物の立地を誘導していく。このような考えを個人的には持っているところです

が、その辺についてご意見をいただければと思います。 

 安原 これは安田先生にお答えしていただかないと。 

 安田 先ほど話したように、今日は個別のものは時間がないので話をしなかったのです

が、先ほど 28 ページのところで、地震の後、各関係者の皆さんが頑張っておられて、新

設する、家を建て直すということになると、今のところ 200 万円ほどあれば 1 軒当たり対

策が取れる。例えば締め固めるとか、杭を打つにしても安くなったりします。それぐらい

が今のところではないかと思っていただければいいかと思います。 

 それに対し、既設で沈下修正しただけで対策を取る。例えば、コンパクショングラウチ

ングを斜めに打つとか、矢板で締め切るという工法が実際に成功していますが、その辺り

で 400～500 万円。その辺まで皆さん頑張って安くしています。 
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 池田(鹿嶋市) 私がいちばん聞きたかったのは、やがて建物に耐用年数が来るので、建

て替えるときに耐震化、地盤の改良など、安田先生がおっしゃったような対策を施して建

物を建てていくような誘導をしていくことについての考え方はいかがなものか。 

 安田 それはもともと国交省の委員会でもそういう話があり、そのような意見も言われ

ます。ただ、住民の方の話をお聞きすると、家だけではない。道路がやられてライフライ

ンがやられたので、これで生活ができなかったと、浦安でもものすごく言われました。や

はり、一体化で全部やらないと意味がないだろうというのが私の意見です。他の方、別の

ご意見があったらどうぞ。 

 橋本 まさにおっしゃった、未来永久的にこうしたものをやっていくのかという問題も

あります。ただ、建て替え時は必ず生じるので、その際に神栖市はハザードマップの中で

杭工法を推奨しています。改良などを入れてしまうと周りに対する影響や抜くという問題

等があるので、できたら杭でやってほしいということで、ハザードマップの中で杭的なも

のでの推奨は努めています。ただ、それに対する補助は今後あるかと思いますが、今はあ

りません。 

 池田（鹿嶋市） ただ、杭を打っていても、浦安では住民の方が困り、液状化して周り

に浮かせたとか、抜けがあったということがあるので、そう簡単ではないと思っています。 

 橋本 今の話はたぶん水を抜いて。それもありますよね。分かりました。 

 安原 地下水位低下工法以外に液状化対策等もあるわけで、それぞれの市町村でいくつ

か提案がなされていた。そういう地下水位低下工法以外の方法に関するご質問やご意見は

ありますか。今日の話では格子状の地盤改良工法は施工上の問題やコストなどの課題があ

るということですが、そんなことを含め、他の工法として組み合わせをするとか、そのよ

うなところでご意見があれば。 

 久保（エターナルブレザーブ） 神栖市に行ったとき、下水道のところがグラッと上が

っていて家に入れないのです。それは延長線上に結構あり、先ほどから出ている道路や一

体化などの中で、今後どのような対策を考えておられるのかを教えてほしい。一般道路の

歩道に 2m ほどの下水があり、そこが 50cm ほど隆起していて家に入れません。そういう

ものが神栖で顕著に見られたと思います。 

 安田 その場所は堀割ですか。 

 久保 神栖でした。 

 安田 のどこですか。 
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 久保 それは覚えていません。 

 大槻(神栖市) 神栖の大槻です。今の質問ですが、下水道は浮上しないように？底板を

大きくして、埋め戻し層の土を入れ替えて復旧工事に当たっているのですが、それ以上の

対策はしていません。 

 安田 下水が浮き上がったという話と、先ほども話したようにどこかでドーンと突き上

げて歩道が盛り上がっているという両方があります。私は東京湾の話をしたのですが、神

栖も潮来もドーンと突き上げているのではないかと思われるところがあるので、それは下

水が浮き上がっただけとは限らないと思います。 

 安原 その他の工法で。 

 池田（鹿嶋市） 他の工法で。 

 安原 地下水の低下。では、もう一度そこに戻って、どうぞ。 

 池田(神栖市都市計画審議会) 地下水を低下させると表面が砂漠化しますよね。その場

合の農作物や住宅の樹木の水の件は影響がないのでしょうか。それから、格子化の工法を

すると、水をかなり下まで下げて矢板などでやるわけですよね。その場合、下の水位、水

の動きがなくなり、そこで腐食や細菌の発生は起きないのでしょうか。その辺が素人の考

えで心配です。 

 安田 格子状の話と両方ですか。 

 池田 水を下げると。 

 安田 水を何メートル下げたらカラカラになって植物が育たないかという問題でしょ

うか。それは神栖の場合でも地下水 3m 程度のところがあちこちあるので、そこで植物が

育っていますから大丈夫という言い方しかないと思います。確かに、10m 下げたらどうな

るというのはあると思いますが、3m 程度だったら現実にあります。 

 それから、格子状改良の場合に池田さんがおっしゃったような心配があると私も思って

いて、囲うとそこがプールになりますから雨水が入ってくる。そのプールの上まで雨水が

たまってしまうので、それが横に動かなくなりますから、たぶんそういう可能性はなきに

しもあらずではないか。まだ分からないと思いますが。 

 橋本 水の流れは地盤の下部に礫層があり、そこが地下水脈になっています。先ほど井

戸の話がありましたが、そこから汲み上げているわけです。現地では下部層内に粘土層が

あり、地下水位低下する敷地を矢板で囲っていますが、その周辺に水が回っていくと考え

られます。そうしたらオーバーフローするのではないかというものに関しては通常の水位、
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例えば 1m だと矢板は打ち込んで、あるいはパンチングで穴を開け、必ず上げることもせ

ずに下まできちんと入れるので、周りから水がたまったら入ることもある。そういった形

になっています。 

 植生については水まきをしてくださいということしか。ただ、安田先生がおっしゃった

ように、実際 3.5m の植栽がたくさんあるので、同じではないかというのはまさにおっし

ゃるとおりだと思います。 

 安原 関連して。どうぞ。 

 管（ＥＲＥ） ちょうど 3.11 のときに私は横浜にいたのですが、街灯が南北方向に大き

く揺れました。大谷石の塀もそれに対応して倒壊しているのですが、今回の液状化と先ほ

どの下水管などについて、地震の強さだけでなく、揺れる方向と被害の状況というデータ

はあるのでしょうか。 

若松 はっきり申し上げて分かりません。恐らくは揺れの方向というより、地形の影響で

も揺れ方が違ったりするのではないでしょうか。 

 岡本（地水開発） 液状化の試験は長方形断面の長手方向にするのと直角方向とか、も

しくは直方体の試験と洗面器のような。普通の地盤は洗面器のようだと思うのですが、そ

れによって先ほど安田先生が言われた補修というか、対策の順番が決まるかと思ったので

すが。 

 橋本 長方形で揺すられる方向で液状化のしやすさは当然違います。ただ、普通はあち

こち地震動が動くので、そこらを考慮して補正係数的なもので液状化の判定を行っている。 

 岡本 そうすると、予想されているいちばん大きな東南海の地震のときにいちばん危な

いといいますか。 

 橋本 地震動の話と地震の向きの話はまた別です。 

安田 地震動の話はもうやりませんか。 

 安原 時間があればしますが、では簡単に。 

 安田 それは私が少し言いかけたところですが、今後どれぐらいの震度を考えるかとい

うことで、この復興予算の中でそこは非常に大きな課題です。我々は地震動のレベルをレ

ベル 1、レベル 2 と分けていて、普通はレベル 1 で設計していて、阪神大震災が起きたか

ら大きなものも検討しようと、それをレベル 2 と言っています。 

 ただ、レベル 2 の場合とレベル 1 の場合で 終的な求める性能が違っています。レベル

2 だったらある程度の被害は仕方がないが人命に被害はないとか、そのような見方になっ
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ているわけです。レベル 2 という非常に大きな地震を考えるか、それとも本当に起きやす

い地震、起きやすいと言っても何十年とか 200 年の単位ですが、そうしたレベル 1 で設計

するかというところで、自治体の方も国の考え方もだんだん統一されてきていて、今はレ

ベル 1 の地震動でだいたい対策を取っていこうということになってきています。ただ、被

災した地区に関しては東日本大震災と同じクラスということでマグニチュード 9、加速度

は場所によって違うので 200 ガルということで検討することになってきています。 

 安原 後段で少し地震動のことを議論していただこうと思いますが、ハードに関する議

論の 後の質問で杭の話が出ました。安田先生は、杭はあまり効果がなかったのではない

かという話でした。ご質問は、渡部さんのほうで杭の効果に関する検討を行われていると

いう話ですけれども、安田先生の話や、たぶん橋本さんもそう思っておられると思うので

すが、あまり効果がないのではないかと言われることに対し、どう思われているか。 

 渡部 今回ヒアリングをして、杭基礎に実績があることがわかりました。企業の方にも

入っていただき、杭基礎を施して液状化被害のなかったところの家屋基礎の資料を提供い

ただき、検討しているところですが、どうやら非液状化層まで 1m ほど杭が到達している

ようでした。 

 たぶん、通常の設計は長期と短期で安全率 3 とか 2 を考えると思うのですが、建物の総

荷重に対する非液状化層に周面摩擦力と杭先端の支持力の合計の比が 1 程度確保されてい

るということだと思います。このため、通常の設計、建物の支持力を検討する杭の設計で、

今回、田中後の建物は助かったのではないかと思っています。 

 安原 それでは、時間の関係もあるので、少し先に進めてよろしいでしょうか。もう少

し何か一言言わせてほしいとおっしゃる方がいらっしゃればあれです。 

 諏訪 これだけ聞かせてほしい。1 点ほど。 

 安原 確認ですか。簡単に、手短に。 

 諏訪 液状化対策に地下水低下をやるというのに揚水試験の結果がほとんど出てきて

いないのです。地下水位低下の場合は、まず地下水？定数の把握が極めて大事になります。

みんな矢板とおっしゃるけれども、地下水定数によっては矢板などほとんど要らないと思

っています。いちばん大事なのは実験工事ではなく、 初に砂層の透水層のいろいろな定

数を把握することだと思うのですが、それが今日の話を聞いていてもあまり出てこないの

で、どうなっているのかを教えていただきたい。 

 橋本 私が関与している自治体で揚水試験をきちんとやっていますし、神栖市の場合も
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きちんと透水係数を測り、実験のときは矢板がなくてもいいのではないかという効果も兼

ね、矢板を入れずに実験をしています。矢板をやるのが能ではないということで、まさに

おっしゃった意味です。ですから、透水試験も当然やっていますし、揚水試験もやってい

ます。そして、段階を踏んでやっています。必ず実験が先ではありません。現場で透水試

験もするし、揚水試験もして、どのぐらいだと分かった上で解析を置いて、仕方がないと

きは矢板を入れてやっています。 

 安原 関連ですか。では、手短にお願いします。 

 今泉（潮来市再生支援研究会） 私は潮来市の日の出地区で事業を展開しているのです

が、お聞きしていると、地下水位低下工法以外に何かいい方法があるのかなという気もし

ているのですが、潮来市の場合は 3 月 2 日に約 60 億の事業で、地下水位低下工法でやる

という住民説明会を済ませているので、いまさら他の工法がいいからという戻りはできな

いと思います。 

 それで、地下水位低下工法が有効だという状況になった場合、道路と道路に全部入れる

わけですから、住宅地の場合は地盤改良などをしなくてもいいのかどうか。先ほど、杭の

話が出たのですが、そのままで杭基礎などをやらずに建築できるのかどうか。 

 また、杭基礎以外に、当時液状化で家屋の問題があったときにいろいろな業者が来たの

です。耐圧板でやるとか注入するとか、かなりの悪徳業者もいた（笑）。我々住民として、

どの工法がいちばんいいのかという勉強会もやっているのですが、 近は砕石をグリグリ

入れながら柱状補強工法という業者も来ているのですが、果たしてどういう工法が地盤改

良でいいのかどうか。その辺を教えていただければ。 

 また、地下水位低下工法がだめだということになれば、潮来市では大変な問題になって

しまうので、ぜひ帰るまでにはこの工法がいちばんベターだと言っていただければたいへ

んありがたい。 

 安田 私が先ほど 28 ページあたりで話したことなので、補足します。まず、耐圧板工

法、注入工法は液状化対策ではありません。これは沈下修正のための工法です。したがっ

て、それをやったからといって再液状化を防げるわけではありません。それは単に持ち上

げて水平にするだけの工事だと分けていただきたいと思います。 

 では、地下水を本当にどれだけ下げて大丈夫かということに関しては、神栖の実験結果

で 46m、29 ページにもありますし、大槻さんが話されたところにもありますが、それだ

け離れて二つの道路に排水パイプを設けたら真ん中も水位が下がったということです。た
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だ、これは市によって違うのは違うので、たぶん潮来市でもそういうことをきちんと調査、

計測されると思います。それで地下水が真ん中の家で 3m ほど下がっていればいいという

ことになると思います。 

 あとは家が 1 軒だけ地盤改良をするとか対策を取るというときの話は別個なので、それ

はまた別個に考えていただくということでよろしいでしょうか。 

 

◆ハード対策だけでなく、ソフトな対策は？そして、今後、どのような地震動を想定する

べきでしょうか？◆ 

 

 安原 それでは、この辺で。エンドレスになりそうな感じなので、申し訳ないのですが、

先に進めて締めくくりをしなければいけないと思います。 

 もう一つ、ハード対策に対してはソフトの対策が不可欠だと思います。先ほどモニタリ

ングの話が出て、それに類することだと思いますが、今日出てきた話の中ではハザードマ

ップをどうつくるかが一つ大事なことかと思います。そこで各市町村の話を聞く範囲では、

それぞれ市町村独自の判断、手法に任されて出来上がっている。そうすると県土全体でそ

れを一つのものにするとしても、一つのものにならないのではないかと私は日ごろ思って

いるわけです。 

 そういった意味で、ハザードマップづくりについてどのようにしていけばいいのか。今

までのように各市町村にお任せということで、市町村ごとに使えばいいということであれ

ば、それはそれでいい。しかし、私は少し違う考え方を持っている。たぶん、山田先生も

同じようなお考えだと思うのですが、地震動は一つの地震動を想定しています。想定する

地震動については、津波のときと同じようにレベル 1、レベル 2 とか 2 種類程度でハザー

ドマップづくりをして、それを全体で重ね合わせれば県土全体のものができるのではない

だろうかと勝手に思い、言ったりしているのですが、なかなか受け入れてもらえません。

それは私の個人の意見です。 

 そういったことで、どのようにしてハザードマップづくりをしていったらいいかという

点について、パネリストの方、ここにいらっしゃる方々。もう一つは、私どものグループ

で、完全ではありませんが、データベースをつくりつつある。そのデータベースをどのよ

うにハザードマップの中に反映させていったらいいかということを含め、皆さん方のご意

見をいただければたいへんありがたい。佐々木先生、お願いします。 
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 佐々木（元・土木研究所＆広島大学） まず、基本的なスタンスで、私は県土で一つの

様式で共通したハザードマップがいいというお考えの逆の考えを持っていることを申し上

げておきます。なぜかというと、災害はどちらにしてもロケーション、地域によって特性

が違う。また、災害は自然現象の原因の他に、そこに住んでいる人や文化がある。社会性

もあり、ローカリティがある。したがって、どこまでの水準を目標にするのかを県一式に

する必要はないのではないか。 

 そういう立場で話を伺っていてたいへん面白かったのは、 後におっしゃったデータベ

ース、また五つの市町村で、どこで被害があってどういう工事をしたか。被害の中には噴

砂があった地点、丸で囲んだ家屋の被害の地点、論文などからデータベースにするときに

は版権の問題があって入れられないでしょう。 

 ここへ参加していただいたワークになったものが、GIS ベースの中にあの被害地域を入

れ、実際現象はいったいどこで何が起こったのか。それは市町村、自治体ごとに違ったと

しても、共通する部分と違う部分が見えてくるプラットフォームを提示になっている。そ

の茨城大学のご努力をたいへん高く評価しながら敬意を表して聞いていたので、次のステ

ップとしてはぜひ今日お伺いしたような話を、GIS の上に落としていただいたらいかがで

しょうか。 

 安原 ありがとうございます。その方向で努力しているところですが、山田先生のご意

見があるので。 

 山田(筑波大学) どのような地震動で液状化判定をしたらいいかという話で、私も市町

村によってニーズの違いがあり、対象とする災害が違うので、 終的にどういうものを選

ぶかは市町村でそれなりのお金と財力があればできるのではないかと思います。ただ、実

際上は特別な復興予算がない限り、市町村として液状化マップ等をつくるのはなかなか難

しい話になっています。そのためには茨城県で想定地震動を決めていただかないと、県内

の、特に被害がそれほどでなかったような市町村ではやりにくいというのが現状ではない

かと思います。 

 茨城県にも防災計画改定委員会を通じて申し上げているのですが、できるだけ早く想定

地震動を考えてほしい。これは液状化だけでなく、他の地震、がけ崩れ等の地盤災害、建

物の災害にも使えるので、そういう意味では 低限のものとして必要だと思います。ただ、

茨城県も国のほうで決まらないとお金がなくてできないというのが現状だと、茨城県の方

から聞いています。 
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 安原 只今のは茨城県防災計画策定委員会の委員長としてのご発言です（笑）。という

ことで、村上先生の意見を。他の方の意見も聞きたかったのですが、どうぞ。 

 村上（茨城大学） 茨城大学の村上と申します。液状化ハザードマップをつくるという

大前提としては、地盤の情報が一つ大事になってくるかと思います。茨城県の実情的には

ボーリングデータは、国交省の kunijiban や防災科研が茨城県のデータをいろいろ公開し

ていただいているのですが、液状化ハザードマップを地域全体につくろうとすると、はる

かにボーリングデータが少なかったりする。そういうボーリングデータをどのように収集

するか。 

 これは茨城県だけでなく他の県でもそうで、例えば今回話題になっているのは宅地です

が、宅地のボーリングデータはなかなか使えない。そうすると宅地の空白域になり、実際

に液状化ハザードマップがどれだけ信頼できるものができるのか。そういう事情があり、

今後そういう点も含め、各市町村で液状化ハザードマップをつくられるときにこういう問

題も出てくるのではないか。その都度いいものができるためにはどうしたらいいのかを今

後考えていかなければいけないと思います。 

 安原 プロ中のプロの方がいらっしゃるので、若松先生に一言。 

 若松 私を何十年来、液状化の記録の収集家だと思っていらっしゃる方がいるのですが、

液状化の記録を収集しているわけではなく、液状化がどんな地盤で起こったかをずっと調

べていて、とにかく液状化したところのボーリングデータをずっと集めています。そうす

ると、やはり液状化したところのデータはありません。例えば、利根川沿いだと旧河道が

今回いちばんひどかった。しかし、旧河道に落ちるポイントはない。 

 今回新しい方法が、非液状化層厚などいろいろあるのですが、やはり地盤データだけに

頼ったハザードマップは限界があるので、例えば昔ここが沼地だったとか旧河道だったと

いう明治のころの地形図と重ね合わせて、そういう地盤情報と組み合わせでハザードマッ

プができればいいのではないかと思います。 

橋本 神栖市さんでは、例えば、採掘跡地がたくさんあります。採掘跡地はボーリングで

つかまりません。それは航空写真の砂防を撮ると出てきます。今回の東日本大震災で受け

た被害はそういった実証実験ではないのですが、被害のあったところはまた被害を受ける

可能性が高いわけですから、そういったところをできるだけボーリングはやりたいのです

が、ボーリングがなかったら若松先生が仰った微地形、あるいは今回東日本で起きた被害

の沈下などをプラスアルファしてより精度を高くしたハザードマップをつくってはどうか
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と思います。 

 安原 ありがとうございました。議論は尽きない。では、大山さん、 後に一言どうぞ。 

 大山（東海村） これだけは答えを用意してきたので報告します。東海村では今まで自

然災害の津波や降雨、土砂災害のハザードマップがばらばらにあったのですが、それをま

とめて自然災害ハザードマップとして全戸配布しています。それから、私はみちづくり課

といって道路部局ですが、こうした話がある前からいろいろ考えていたのが、道路台帳は

昨年度まで紙ベースのみでした。職人さんもいないという事情もありながら、これを有効

に利活用していなかったということがあったので、この電子化を今年行いました。それか

ら、税務課の所管である洪水情報や総務部署の所管である航空写真情報も重ね、利用でき

るような形にしました。 

 それから、今年は先ほど村上先生がお話しいただいた地盤情報が大事だと思っていて、

地域連携プロジェクトを茨城大学でされているのですが、それに申請し、予算も獲得し茨

城大学の予算でやっていただく。今まで紙ベースで 1 事業ごとにあったボーリングデータ、

紙だけでしまっていたものを起こして電子化し、それを今回の道路台帳に重ねた。これか

らそれを活用しなければならないので、住民に情報開示することを考えているのですが、

これは個人情報や資産価値などの問題がいろいろ出てくるので、検討課題となっています。 

 今日は液状化の話ですが、液状化の話はなかなか難しいので、地盤の砂や粘土が何メー

トルにあるというのだけでもお話しできればよろしいかなということで、そこまでは考え

ています。自治体も頑張っています（笑）。（拍手） 

 安原 後、どのように締めようかと思ったらこんなふうになってしまい、私はたいへ

んハッピーです。今のお話をエンカレッジする方向で。 

 竹山（茨城大学学生） 茨城大学工学部の竹山です。私はボート競技をやっていて、潮

来市さんに何度か土嚢を詰めたりするボランティアをしたことがきっかけで今回参加させ

ていただいたのですが、今までお話を伺っていて、基本的に行政の方であっても専門家の

方が動いて復興に向かっているという印象を受けました。私たち大学生は時間や体力はと

てもあり余っていると思うので（笑）、そういう学生がもし茨城県に働きかけできることが

あれば何か教えていただきたいと思います。（拍手） 

 安原 これは非常に心強い。工学部のどこですか。 

 竹山 電気電子です。 

 安原 電気電子の人が。うれしいですね。若い人の力は絶対に必要だと思うので、ぜひ
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ICAS の活動の中に入っていただき、地域貢献に取り組んでいただきたいと思います。 

 本田(茨城大学) 宣伝させていただきます。茨城大学では学生プロジェクトに大学自ら

予算を計上していて、多くの学生さんが団体を組んで活動しています。今日のパネラーの

中でも、村上先生のグループなどでプロジェクトを利用して地域に入って活動をしていま

す。手前みそですが、理学部についてはお手元の資料の後ろのほうに東日本大震災の調査

記録がありますが、地質災害に関して私も名前を連ねている学生の報告は地質情報活用プ

ロジェクトのメンバーで、ジオパークの活動をしながら、東日本大震災のときにも調査に

参加しました。 

 そういう団体もあるので、学生諸君もあり余る知恵と体力とやる気をそこにぶつけるべ

く、とりあえずは安原先生、三村先生とコンタクトを取ってぜひ参加してもらいたいと思

います。以上、宣伝でした。 

 安原 ありがとうございました。予定の時間を少し超過しました。 後に結論をという

ご要望もあったのですが、なかなかそのようには持っていけません。その辺はおわびしな

ければいけません。 

 要は、我々自身はいったい何のためにこういう取り組みをして、何のためにこういう会

合をやっているかというと、やはり困っている人、地域の住民の方々にどのように貢献し

ていくか。行政の方は当然、自分が与えられた仕事だから仕方なくやろうとか、決してそ

ういう姿勢にはなっていない。むしろ、身を粉にして一生懸命頑張っておられる。そうい

う姿です。企業の方もこれを機会に一つ金もうけしてやろうとか欲張ってお考えにならず、

それはそれであってもいいのですが、社会貢献をまず先にやろう。利益はその後について

くるというぐらいのお気持ちで、ぜひとも取り組んでいただきたい。 

 一方、私どもの大学や研究機関にいる人間は、論文を書くために調査に行ったりいろい

ろなことをやるということではなく、それは先のことで、とりあえず先ほど申し上げたよ

うに困っている人、何とかいろいろな協力が欲しい人のために、我々は知恵を出して力を

出す。そういう姿勢で臨んでいけば必ずや正しい答えが出てくるだろう。そういう力はま

だまだ県下にはもちろんあるし、それを集積すると日本はもっと大きな力を発揮できる。

私は日ごろそのように思っています。少し大げさに締めくくりになりますが、そういうこ

とでぜひとも引き続きご協力をお願いできればありがたいと思います。 

 今日は安田先生に基調講演をしていただき、それから全市町村にならなかったのが残念

ですが、5 市町村の代表の方々に本当に包み隠さず状況をお話ししていただきました。パ
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ネリストの方もこんなに暗くなるまで参加していただき、なおかつ皆さんも熱心に討議し

ていただきました。 後までこんなに残って議論に参加していただく会合を私は今まで見

たことがない。初めての経験です。それを総合して、企画した立場で心からお礼を申し上

げたいと思います。 

 後、締めくくりに閉会の挨拶を村上先生にお願いするのを忘れていました（笑）。 

 村上 10 分予定していたのですが、ほとんど安原先生に話していただきました。改めて

基調講演をいただいた安田先生、また市町村のひたちなか市さん、鹿島市さん、稲敷市さ

ん、神栖市さん、東海村さん、そしてパネラーの皆さん、今日はどうもありがとうござい

ました。それから、いろいろなディスカッションに参加していただき、土曜日なのにわざ

わざお休み返上で来ていただき、本当に大盛況だと思っています。ありがとうございまし

た。 

 全体を通して、液状化の問題は茨城県だけでなく、たびたび出てきました。千葉県浦安

市など日本全国の問題でもありますが、茨城県特有の問題もあります。ディスカッション

の中にもありましたが、土地の値段に対する液状化の対策費用はほとんど 1：1 である。

それも住民の負担もいろいろな考えがあるのではないか。その中でどう対策していけばい

いのか、どう住民負担をしていけばいいのか。あるいは技術者、学術者としてもっといい

対策、あるいはもっと経済的な対策がないのかどうか。現状の技術でできること、そして

今後やっていくべきことをいろいろ整理しないといけないのではないかと思っています。 

 その中で、茨城大学でこういう会を開催させていただきましたが、問題提起で終わるの

ではなく、地元茨城県の大学でもあるので、ぜひ能動的に皆さんと一緒に継続してこの茨

城県の液状化の問題、課題を積極的に取り組んでいければと思っています。 

 今日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございました。これにて茨城県の液状

化を考えるフォーラムを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

 


