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１．まえがき 
 

台風やハリケーンによる高波浪が高潮と同時に砂

質性海岸に来襲したときに生じる砂丘-海浜系の侵

食に関しては，例えば，Van der Graff（1977） , 
Hughes S. A.and T. Y. Chiu（1981），Sargent F. E. 
and W. A. Birkemeier (1985), Kriebel D. L. and R. G. 
Dean（1985），Kriebel D. L.（1990），Larson, M., 
and Kraus,. N.C.（ 1989） , Nishi, R.等（ 1994） , 
Overton M. F.等（1994）などの米国やオランダなど

の研究者により多くの現地調査や水理実験・数値実

験が行われ，物理過程の理解及び予測手法が確立さ

れてきた．そして，侵食規模・量に関しては，多く

のモデルで，高潮高さが最も重要なパラメ－タのひ

とつになっている．また，水理実験や現地調査など

により，砂丘が海岸背後地を守る重要な自然の構造

物であることが理解され，人工的に砂丘を補強する

手法等も，例えば，Auerbach M. H.等（1988）によ

り開発されている． 

高潮や高波浪に対して砂丘が自然の海岸保全構造

物として機能することと同様に，砂丘が津波に対す

る自然の海岸保全構造物であり，10ｍ前後の砂丘に

より津波被災を免れた事例等が，1983年の日本海中

部沖地震津波の時に秋田沿岸で報告されている(高

橋等，1988）．また，能代市の北に位置する峰浜村

で松林のある海岸砂丘が津波の被災を防いだことも

報告されている（高橋等，1988）．一方，2011年3

月11日に発生した東日本沿岸域での津波により砂浜

や砂丘が消失・決壊（ブリーチング）したり，砂丘

背後で沿岸方向に延びる形で溝状の洗堀地形が形成

されたり，あるいは，海岸保全構造物の背後に溝状

の洗堀地形を伴う侵食地形が形成されるという，こ

れまでにあまり報告されたことのないような大規模

な侵食が生じた（写真-1から写真-4に示す侵食状

況を参照）．このような砂丘および海岸保全構造物

背後の侵食形態に関する知見は少ないので，どのよ

2011年3月11日に発生した東日本沿岸域での津波により，砂浜や砂丘の消失，砂丘背後での溝状洗堀地

形の形成，あるいは，海岸保全構造物背後での溝状浸食地形の形成が生じた．このような砂丘および海岸

保全構造物背後の浸食形態に関する知見は少ない．また，巨大津波による砂丘侵食の数値モデルや解析モ

デル作成のためには，実際の浸食機構を観察する必要がある．さらに，第Ⅰ砂丘は後背地保護の最終防御

ラインとなることも多いので，どのように補強すべきか検討するための基礎データを収集する必要があ

る．そこで，第Ⅰ砂丘および海岸保全構造物背後周辺の砂面がどのような形態，かつ，どのような規模で

浸食したのか明らかにするために，本研究では，洗堀地形(溝状地形)に着目して調査を行う． 
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うな規模の侵食が発生したのか調べる必要がある．

加えて，今後必要とされるであろう巨大津波による

砂丘侵食の数値モデルあるいは経験的な解析モデル

の作成のためには，現地踏査に基づいて，実際の侵

食機構をできるだけ詳しく観察し解明する必要があ

る．さらに，第Ⅰ砂丘は後背地保護の最終防御ライ

ンとなることが多いので，どのように補強すべきか

検討するための基礎データを蓄積する必要がある． 

そこで，本研究では，海岸砂丘が重要施設を含め

た沿岸域コミュニティーの最終防御構造物として機

能しなければならないので，第Ⅰ砂丘および海岸保

全構造物背後周辺の砂面がどのような形態で，かつ，

どのような規模で侵食したのか明らかにするために，

まずは，洗堀地形(溝状地形)に着目して調査を行う

ことにした．加えて，巨大津波による砂丘浸食の数

値計算モデルの開発が今後必要と推測されるので，

数値計算で重要なパラメータとなる底質粒径に関し

ても，福島県，宮城県，岩手県沿岸域の洗堀が生じ

た砂浜および砂丘の８地点で2011年12月に底質サン

プリングを行い，その後，粒度分析を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-1 護岸背後の洗堀地形(相馬市松川浦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-2 洗堀地形直背後の松の倒壊状況(相馬市松川浦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-3 大規模ブリ－チングの例(相馬市松川浦) 

 

 

2．データ収集と解析方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 東日本の沿岸域地図 

 

 図-1に示す東日本の太平洋海域を対象に，青森

県の下北半島から，千葉県銚子市の犬吠崎近辺まで

の領域で，2011年3月11日以降で閲覧可能な空中写

真を検索し，その中で，広域の沿岸被災状況を最も

判読しやすかったGoogleの画像を解析対象とした．

また，その後，国土地理院のwebサービスでも岸域

の被災状況を判読しやすい状況となったので，補完

的な位置づけでデータ解析に使用した．なお，被災

前の沿岸域の状況に関しては，岩手県提供の空中写

真，海上保安庁の沿岸域空中写真が公的に利用可能
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であった．また，国土地理院の画像に関しても，参

考として閲覧した．砂丘と海浜の被災状況を東日本

沿岸域を対象に確認したところ，公開された空中写

真から判読できる顕著な洗堀地形に関しては，青森

県下北半島から福島県沿岸域までであることが概略

認識できたので，青森県から福島県沿岸域に絞って，

写真の判読作業を進めることにした． 

 Google により公開された空中写真を判読して，

岩手県，宮城県，福島県，青森県の順番で，沿岸域

の砂丘と海浜，および海岸保全構造物背後の洗堀地

形とブリーチング地形を探し，画像をキャプチャー

して，洗堀およびブリ－チング地形の画像データベ

ースを作成した．なお，Google マップで公開され

た画像は，順次，低解像度から高解像度の画像に更

新されたので，データの収集作業の日時が後半にな

るほど，画像の分解能が高くなっている．砂丘・砂

浜そして海岸構造物背後の侵食画像データの蓄積作

業は，その他の被災状況調査と平行して行ったため

に，6 月中旬までかかり，初期の画像データベ－ス

が作成された．そして，キャプチャーした画像を用

いて洗堀幅やブリーチング幅，浸食形態等を約 190

事例判読した． 

画像データベ－スの作成だけでは，実際に生じた

被災状況が十分に理解できないので，現地踏査を行

うことにした．まず，1 回目は 2011 年 4 月 1 日か

ら 3 日にかけて，災害支援物資の搬入と，岩手県沿

岸域での海岸被災調査を行おうとしたが，洗堀地形

が生じている砂丘や海浜部を直接踏査することはで

きなかった．その後，8 月，10 月，12 月に岩手県，

宮城県，福島県で，洗堀地形を判読した幾つかの海

岸を実際に現地踏査し，被災状況を観察した．なお，

洗堀水深は，当該個所が工事関係者以外立入禁止で

あったり，水没しているために測定できなかったが，

写真-4 に示す福島県松川浦の大洲海岸に形成され

た臨海道路直背後の洗堀地形（溝状地形）の水深は

船を用いて１ポイントだけ計測することができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-3  臨海道路背後に形成された洗堀地形（福島県） 

3．データ解析 
 

閲覧可能な空中写真（画像）からは，津波で発生

した溝状の洗堀地形に小規模のものから，大規模な

ものまであることが分かった．また，福島県沿岸域

においては，福島県沿岸域中央部の判読ができない

状況があるので，この領域の状況は分からないが，

少なくとも福島県沿岸域南部の勿来近辺までは洗堀

地形が確認できたので，青森県から福島県沿岸域ま

でを解析対象とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
写真-4 沿岸方向に伸びる溝状の洗堀地形とブリ－チン

グによる岸沖方向の洗堀地形（東松島市須賀松付近） 

 

 写真-4 に示すような侵食地形が発生した海岸で

侵食延長に応じて複数個のデータを読み取った．な

お，この時点で作成したデータには，具体的な緯度

経度情報は含まれていない． 

 図-2 に青森県下北半島の海岸から福島県の海岸

に向かい順番に番号をつけて，その海岸で画像に映

って判読できる洗堀幅を読み取った値を示してある．

また，図-3 には東北地方沖太平洋地震津波による

洗堀規模を把握するために，洗堀幅の頻度分布を示

してある． 
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図-2 青森県から福島県沿岸域での洗堀幅の沿岸方向 
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図-3 青森県から福島県沿岸域で発生した洗堀 

地形の幅の頻度分布 

 

 

4．国土地理院画像データに基づく侵食規模の

補完 
 

2012 年 2 月時点では，国土地理院の被災地画像

が計測機能を含めて web 上で利用可能であったので，

図-2 で対象とした海岸の中から，砂州上で大規模

な洗堀侵食が生じている福島県相馬市沿岸域を対象

に，沿岸方向に約 50m 間隔で侵食状況を判読した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図-4 松川浦周辺の 50ｍ間隔で計測した洗堀幅の空間

分布 (平均 32.95m) 

 

図-4 より，相馬市の調査した当海域であれば，

洗堀幅はほぼ 20ｍから 50ｍの範囲にあり，その平

均は 32.95ｍであることがわかる．これらの値は，

図-2 に示される洗堀幅の特性とも相反しない結果

であると考えられる． 

 

 

 

5．侵食機構の推定 
 

まず，大規模なブリ－チングが生じた福島県相馬

市松川浦に関しては，津波による水位上昇を推定す

るため津波伝播・遡上数値計算を行った．基礎方程

式は，非線形長波方程式を採用した．波源モデルは

独立行政法人 原子力安全基盤機構 JNES モデル（40

枚の断層で構成され，すべり量に時間差を考慮した

波源モデル）を採用した．計算領域は，太平洋側の

東日本を含む 1350m 格子の大領域から大洲海岸を対

象とした海岸域の最小メッシュは 5ｍとして，ネス

ティング処理を採用して沿岸域での精度向上を試み

た．地形データは，詳細領域は数値標高データ（国

土地理院刊行）及び海底地形デジタルデータ

（（財）水路協会刊行）を参考に作成した．本計算

では施設があるものとして計算は実施し，東北地方

太平洋沖地震津波合同調査グループにより公表され

ている対象海岸周辺での痕跡高調査結果を用いて数

値計算の再現性を確認している．計算された最高水

位分布を航空写真に重ね合わせた分布図を，図-5

に示す． 

 

 

 
 
図-5 松川浦海域の津波高分布(解析結果) 

 

図-5 に示す水位上昇最大高さの沿岸方向分布か

ら明らかなように，砂州が切れた付近の津波波高が

14ｍと隣接海浜よりも比較的高い．松川浦の海側に

張り出した沿岸地形が要因と考えられる．加えて，

砂州幅も最も狭かったことが，今回の新湖口の形成

（ブリ－チング）の主な要因と考えられる． 
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6．沿岸域での底質採取と粒度分析 
 
表-1 底質サンプリング地点と中央粒径 

 

 

 

 津波による砂丘―海浜系の数値解析モデルを動か

すためには様々な入力パラメータが必要になるはず

である．特に，底質粒径は代表的な入力パラメータ

の一つであるので，表-1 に示す日時に，現地で底

質サンプリングを行った．なお，表中の松川浦圃場

内，および南三陸町藤浜小学校で採取した底質サン

プルは，参考のために，津波により陸側に輸送され

堆積した細粒分が平たく固まった状態の底質を採取

したものである．また，釣師浜海水浴場の底質は，

洗堀地形が完全に水没していて底質の採取ができな

かったために，前面海浜の後浜領域で底質採取した

ものである．採取した底質は，鹿児島大学総合博物

館のレーザー式分析装置を用いて粒度分布を調べた． 

 表-1 から，踏査した海岸の砂丘部および海岸保

全構造物背後の底質中央粒径は 0.25ｍｍから 0.52

ｍｍの範囲にあり，平均粒径は 0.45ｍｍであるこ

とが分かる．また，測定した箇所の津波堆積物は中

央粒径が 0.02ｍｍおよび 0.05ｍｍと海浜や砂丘の

底質に比べて非常に細かいことが分かる．表中には

砂質性底質とシルト性底質の両方が記載されている

が，図-6 に，陸前高田市のほぼ消失した砂丘部の

底質と仙台市荒浜の底質組成を示す．また，参考の

ために，図-7 には，松川浦背後の圃場内の底質と，

南三陸町藤浜小学校で採取されたシルト性底質の底

質組成を示す． 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-6 砂質性底質の粒度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-7 津波堆積物の粒度分布 

  φ 

Ｍdφ Md㎜

含有率(%)     

2011年              

日付 定点 礫 砂 泥 合計 緯 度 経 度 

9月13日 
鵜ノ尾崎トン
ネル南(福島) 0.95 0.52 0.009 98.56 1.43 100.00 37-49.3N 140-59.2E

9月13日 
海浜自然の家
(福島) 1.49 0.36 0.037 96.45 3.51 100.00 37-46.9N 140-59.0E

9月13日 
原釜尾浜(福
島) 1.62 0.33 0.01 99.99 0.00 100.00 37-49.6N 140-58.1E

9月13日 
松川前浜(福
島) 1.70 0.31 0.00 100.00 0.00 100.00 37-49.5E 140-58.9E

12月30日 
松川浦圃場
(福島) 4.45 0.05 0.00 40.74 59.26 100.00 37-47.9N  140-57.6E

12月29日 
南三陸町藤浜 
小学校(宮城) 5.70 0.02 0.00 15.36 84.64 99.99 38-38.5N 141-26.5E

12月30日 
仙台市荒浜
(宮城) 1.53 0.35 0.00 97.38 2.62 100.00 38-12.9N 140-59.3E

12月30日 
県立農高（宮
城） 1.29 0.41 0.00 100.00 0.00 100.00 38-07.9N 140-56.6E

12月30日 
釣師浜海水浴
場(宮城) (0.14) 1.10 0.05 99.89 0.07 100.00 37-52.6N 140-56.3E

12月30日 
松川浦台畑
(福島) 2.02 0.25 0.00 100.00 0.00 100.00 37-45.9N 140-59.6E

12月29日 

陸前高田砂丘
（一本松近
く・岩手） 1.19 0.44 0.00 100.00 0.00 100.00 39-00.3N 141-37.8E
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7．あとがき 

 
本研究では，画像解析および現地踏査，そして，

台風時の高潮を伴う高波による砂丘侵食に関する既

往の知見に基づき，砂丘，砂州，海岸保全構造物背

後に形成された沿岸方向に伸びる洗堀地形（溝状地

形）の形成の検討を行った．そして，第一砂丘の大

規模浸食の基本的な形態は，ブリーチングと砂丘頂

部を超えた津波による越流あるいは砕波に伴う洗堀

と考えられた．また，海岸保全構造物背後の洗堀地

形に関しても，基本的には越流ないしは砕波で洗堀

が生じたと考えられる． 

なお，本研究による主な結論は，以下のとおりで

ある． 
(1)青森沿岸では第 I 砂丘直背後で幅が 10ｍオーダ

ーの洗堀地形（溝状地形）が形成されていたが，洗

堀地形が並列になっている海岸もあった．また，第

I 砂丘には，岸沖方向に堆砂垣に沿う形で浸食され

た幅の狭い洗堀地形も形成されていた．そして，海

浜と砂丘部がブリーチングした個所を除くと，洗堀

地形はほとんど水没していない． 

(2)岩手県から福島県に渡る沿岸域の砂丘-海浜系で

は，砂浜と砂丘が完全に消失している箇所も多数見

られた．この沿岸域の洗堀地形（溝状地形）のほと

んどは幅が 20ｍ程度かそれ以上で，青森県沿岸で

の洗堀地形の洗堀幅より広くほとんどが水没状態で

あり，沿岸方向に延びる洗堀地形の一部がブリーチ

ングしている箇所も多い．なお，松川浦大洲海岸で

の 1 点だけの測定であるが，周辺海底地盤との比高

が約 1.8ｍの溝状地形が形成されていた． 

(3)洗堀幅は，約 2.67m から 57.27m の範囲で分布し，

平均値は 19.4m である．また，青森県側から福島県

の沿岸域に向けて，その幅が徐々に増加している． 
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The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake caused catastrophic damage along coastal area in Tohoku and 

Kanto regions, Japan on March 11, 2011.  The big tsunamis generated by the earthquake caused beach and dune 
erosion as well as destructions of coastal structures.  The tsunamis also scoured and breached significantly just behind 
a crest of frontal dune and shore protection structures such as sea wall and mild slope revetment which exist along a 
shoreline but not perpendicular to.  The dune and coastal structures are usually expected to play a role as a sort of the 
last defense against massive tsunami force.  Therefore, the size of scouring and breaching by the tsunami are studied 
by using aerial photographs and field survey.       
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１．まえがき 
 

仙台湾の南部に位置する福島県相馬市鵜ノ尾岬周

辺から茶屋ヶ岬を結ぶ砂質性海浜（砂州）背後の低

地に水域面積 7.38km2 の松川浦が存在する．内海的

な特性を持つ松川浦は，福島県の重要な水産漁場か

つ漁業基地であった．また，松川浦中央部には，宇

多川・小泉川，浦南部には日下石川という河川が流

入しており，陸域起源の栄養塩や底質の供給源とな

っており，アサリやノリの養殖場としても知られて

いた．この松川浦は，湖口付近から南北約 5ｋｍ，

東西 1ｋｍの水域と，湖口付近からすぐ西側に南北

約 0.5ｋｍ，東西に約 1.5ｋｍの水域が接続した形

状の浅い水域で構成されている．人工的に開削され

た湖口付近では幅が約 100ｍ，水深が約 5.5ｍと深

く，南側および西側の湾奥部に向かい平均水深が 1

ｍ程度と浅くなる．特に，宇多川，小泉川，日下石

川河口の前面域と，湖口の浦内側に泥質と砂質の土

砂が堆積し，大潮の干潮時には約 7 割が干出するよ

うな干潟領域であった．また，東北地方太平洋沖地

震津波前は，鵜ノ尾岬側の大洲海岸の浜幅が狭く防

潮林も発達しておらず，砂州の幅も狭かった．加え

て，1947 年の米軍撮影空中写真や 1952 年の国土地

理院撮影空中写真等を見ると砂州の標高（天端高

さ）が低いために，高波浪来襲時に遡上波が砂州を

越えて浦内側に越波・越流しやすい箇所であったこ

とが判読できる．したがって東北地方太平洋沖地震

津波により砂州が切れて新しく湖口となった大洲海

岸の当該箇所は，海からの巨大外力に最も脆弱な場

所であった． 

松川浦は，図-1に示されるように南北に細長い海

跡湖で，太平洋と松川浦の水域を分けるように砂州

が延びている．この砂州上には，砂浜，海岸保全施

設，砂丘，そして，砂丘林が存在していた．しかし，

2011年3月11日の東日本大震災時に，砂州上で生じ

た津波の砕波および越流により，大規模な地形変化

および海岸保全施設の被害が生じた．加えて，海中

生態系の生息環境として重要な底質環境も松川浦全

仙台湾の南端部に位置する福島県相馬市にある松川浦は，南北に細長い海跡湖で太平洋と松川浦の水域を分け

るように細長い砂州が延びている．この松川浦では，2011年3月11日の東日本大震災時に，砂州上で生じた津波

の砕波および越流により，大規模な地形変化および海岸保全施設の被害が生じた．加えて，海中生態系の生息条

件として重要な底質環境も松川浦全域で変化した可能性があった．さらに，松川浦の大規模な水深（海底地形）

変化は，将来的に浦内の流況を変化させ，結果として津波前と異なる水質環境や生物生産環境を引き起こす可能

性もあるので，松川浦で底質と水域地形の現地調査を行い，津波前の状況と比較することにした． 
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域で変化した可能性があった．さらに，松川浦の大

規模な水深（海底地形）変化は，将来的に浦内の流

況を変化させ，結果として津波前と異なる水質環境

や生物生産環境を引き起こす可能性もあるので，松

川浦で底質と，地形変化の現地調査を行い，津波前

の状況と比較することにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 松川浦の形状 

 

 

2．水産試験場相馬支場の被災状況 

 

 2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に東北地方の沖

合海底で地震が発生し，地震発生後約 40 分から 60

分で東日本沿岸域に超巨大な津波が来襲した（写真

-1 参照）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 松川浦周辺の津波第一波の様子 

 

  この超巨大な津波により，写真-2に示すように砂

州の一部が切れて新しく湖口が形成された．そして，

福島県では，2012年3月8日では，死者数1,993人，

行方不明者数53人，放射線の影響による避難も含め

避難者数30,777人（県外避難62,674人（2/23調

べ）），住家被害235,061棟，被住家被害25,908棟

の甚大な被災が発生した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 大洲海岸の砂州が切れてできた新湖口 

 

 
写真-3 津波の襲来中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 激流に翻弄される漁船(写真中央左側が鵜ノ尾岬，

右側が大洲海岸で，大洲海岸の砂丘林を津波が越える直

前の様子であり，写真下部左側にある湖口から津波の激

流が流入していることが分かる) 
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写真-5 流される車と漁船(奥側の大洲海岸上で津波が砕

波・越流し，下部左側にある湖口から流入する津波の激

流に車と漁船が浮いている様子) 

 

加えて，福島の原発による深刻な放射能汚染問題

も生じ，福島県沿岸での漁業が操業停止状態になっ

た．また，松川浦と太平洋を隔てている砂州部分に，

写真-6に示すような津波の砕波が原因と思われる

（洗掘）水路が形成されていることが空撮写真から

分かっていたので，（洗掘）水路の形成状況を，磯

部漁港周辺から北側に向かい調査した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 松川浦大洲海岸護岸背後の洗掘（水路）と松林

の被災 

 

 

3．松川浦の底質 

 

底質環境は，アサリやカレイ等の水産有用種の生

息環境や自然界の底棲生物の生息環境，そして，富

栄養化物質の浄化等の重要な指標である．現地踏査

から，松川浦内から大量の泥質成分土砂が津波の砕

波等で巻上がり浮遊状態になりながら押波で陸域側

の圃場等へ大量に輸送・堆積することで，松川浦内

の泥質土量が減少した可能性が考えられた．一方，

大洲海岸の砂州が切れた周辺では大量の砂（中砂・

細砂）が，松川浦内に大量に流入・堆積している状

況も観察できていた．さらに，大洲海岸の砂州が津

波により沿岸方向にえぐれて溝状の地形を形成する

ことで，大量の砂が松川浦内に流入したものと推測

された．そして，津波の引波時に一部の泥質土が松

川浦内に滞留したり，津波後に圃場部分へ滞留した

泥質土砂を含む海水が農業用排水門などを通じて松

川浦内に流入すること等の現象が複合して，松川浦

内の底質環境が大きく変化した可能性があった．そ

こで，できるだけ松川浦全域で底質サンプリングを

行い，底質環境を把握することにした． 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 津波前の採泥地点図(1996年9月) 採泥地点数は

149ヶ所 

 

津波前の底質データとしては，水産試験場相馬支

場により 1996 年 9 月 25 日と 26 日に松川浦内の

149 地点で底質採取が行われている．そして，ふる

い分け法で粒度分析された粒度組成データの中から，

本研究では主に含泥率に着目して検討した．なお，

含泥率を使用する理由は，アサリ養殖場としての適

合性を検討するためである．採泥地点は，北緯

37°46′57.5″から 37°49′22.5″，東経 140°

57′6″から 140°59′6″までの領域内で約 150m

間隔の格子線の交点上に配置してある(図-2)．なお， 

本研究で用いる土質分類は，ＪＩＳ基準に従い，粒
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径が 1/16mm 以下を泥とし，粒径が 1/16mm 以上 2mm

未満を砂，粒径が 2mm 以上は礫と分別する．また，

含泥率とは分析した底質試料の中に泥がどれだけ入

っているかを百分率で表したもので，一般的には含

泥率が高くなるほど水質上の問題や，底棲生物の生

息環境の悪化を招くことが多い． 

 津波後の底質データは，2011年9月12から15日に

かけての4日間で，松川浦内の147地点でエクマンバ

ージ採泥器により底質サンプリングを行った．採泥

地点は津波前に倣って設定した．なお，津波後の底

質採取で得られたサンプルは，鹿児島大学水産学部

に宅配し，その後，鹿児島大学フロンティアサイエ

ンス研究推進センターで放射線量を測定し安全性を

確認してから，鹿児島大学総合研究博物館のレーザ

回折式粒度分布測定装置 SALD-3100(島津社)を用い

て粒度分析を行い，粒径加積曲線を求めた．そして，

この粒度組成データに基づいて，含泥率を計算した． 

津波前149地点，津波後147地点の含泥率の観測デ

ータだけでは，浦中央部より南側の観測データ数が

少ないために，空間的な底質分布を比較する時に若

干の齟齬が生じる．従って，隣り合う2点間の平均

値をデータ空白箇所の含泥率のデータとして補間す

ることで浦北部と同様に緯度5″，経度6″間隔で含

泥率のデータが配列されるように，データセットを

作り直した．なお，データの補間後，津波前249地

点，津波後255地点での含泥率データをもとに，松

川浦の含泥率の空間分布図を作成した．そして，津

波前後で含泥率がどのように変化したのか比較する

ことにした． 

 含泥率の空間分布図（図-3）から，津波前の松川

浦では，浦北西部・浦中央部・浦南西部で含泥率が

50％以上と高くなっていたことが分かる．また，湾

口部の浦北東部で含泥率 10％以下と砂質性の底質

環境であったことが分かる．そして，津波後の松川

浦では，浦北部・浦中央部の一部・浦南西部・浦南

東部で含泥率が 40％以上となっていた．今回使用

した分析方法の違いを考慮しても，浦北部・浦中央

部の一部・浦南東部の海域では平均的に底泥率が減

少つまり浦内の泥質成分が津波で松川浦外に流出し

たことが分かる．さらに，含泥率が高いのは津波前

と同じ浦北西部・浦南西部であることも分かる．一

方，浦中央部は含泥率 10％以下の底質（砂質性の

底質）が広がっていた．特に，透明度が改善された

2012 年 3 月時点での目視観察では，大洲海岸で砂

州が津波により切れた時に大量の砂が前面海域に輸

送・堆積しており，その海域では砂質性の底質環境

になっていることも確認された． 

 津波前後での含泥率の変化を調べるために，津波

後の含泥率から津波前の含泥率を引いて，含泥率の

差の空間分布図を作成した(図-4)．その結果，浦北

西部の一部・浦中央部・浦南東部の一部の含泥率が

低下していることが分かった．特に，浦中央部では

広い範囲で含泥率が津波前に比べて 30％以上も低

下しており，底質がかなり粗粒化していることが分

かった．逆に，浦北部・浦南東部は含泥率が 30％

以上増加している領域があり，この領域では底質が

細粒化つまり泥質化していることが分かった． 

 

 

 

図-3 津波前の松川浦の含泥率分布図；1996年9月の含泥

率分布図で色が青に近いほど含泥率は低下する． 

 

 

 

図-4 津波前後の松川浦の含泥率の差；色が赤に近いほど

津波後に含泥率が増加，青に近いほど含泥率が低下して

いる． 
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松川浦の重要水産物であるアサリに適した含泥率

として，稚貝はより砂質の底質を好むとされる．具

体的には澪部分を除いて含泥率 25％以下がアサリ

にとって適した底質環境と言われている(水産庁漁

港漁場整備部，2008)．そこで，松川浦で津波前に

アサリ漁場とされていた海域で，津波後の含泥率図

を重ねて，津波後もアサリ漁場として適する底質環

境が存在しているか調べた(図-5)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 アサリ漁場と津波後の含泥率(％)；○で囲んだ

場所が津波前のアサリ漁場を示す 

 

その結果，松川浦の湾口部，中央部，南部の漁場

は含泥率が 30％以下であるが，北西部のアサリ漁

場では含泥率 50％以上の海域があることも分かっ

た．2011 年 10 月には新湖口も閉じられたために，

今後，松川浦内の流速は新湖口が開いていた時に比

べて早くなることは予想しにくいので，結果として

は，今後，自然状態では底質の細粒化が生じること

があっても，粗粒化が生じることはない．従って，

北西部のアサリ漁場は人工的に底質改善を行う必要

があると考えられる．また，この領域は同時に沈降

した海底面を砂質土で嵩上げしなければ，潮干狩り

場として使用することも困難と考えられる． 

 

 

4．松川浦の地形変化 

 

 津波前の水深データは，小菅(1972)が示した満潮

時の松川浦の水深図を方眼紙上に写し，北緯 37°

46′42.5″から 37°49′27.5″，東経 140°57′

6″から 140°59′6″までの領域内で緯度 2.5″，

経度 3″間隔の格子線を引き，浦内で交点となった

1,151 箇所の水深を読み取り津波前の水深データセ

ットを作成した．そして，津波後の水深データは

2011 年 10 月 6，13，14 日の 4 日間に渡り松川浦内

の 268 地点でシングルビ－ム型の測深器を 2 台用い

て調査船かろうねの両舷側で同時に測深し，その平

均値を測深デ－タとした．生デ－タには基準面をそ

ろえる潮位補正が必要なために，国土地理院の web

で公開されている相馬港における推算潮位を用いて

観測された 10 月 6，13，14 日期間の 30″潮位デー

タを作成し，満潮時水面を基準面とした水深デ－タ

に変換して解析に使用した． 

 現状では松川浦に隣接した相馬港の基準面が正式

な基準面であるが，津波前の水深図として参照する

小菅(1972 年)の水深図ではどの日時での満潮線を

基準面に使用したのか明らかでなく，津波後に測深

したデ－タでは，津波前に観測されたデ－タに基づ

く相馬港の基準面を仮に使用しているために，東北

地方太平洋沖地震による地盤沈下に伴う潮位基準面

のずれを考慮できていない問題が残るので，以下の

検討は津波前後での地形変化に関しては定性的な議

論，そして，同じ観測時期での空間的な地形の状況

に関しては定量的な議論が可能なデ－タに基づいて

いることをまず理解する必要がある． 

 津波前の松川浦は漁船の水路として湾口部から北

西部，湾中央部，中州沿いに人工的に掘削された場

所を除き，満潮時でも水深が 1m 未満になっていた

(図-6)．そして，湾奥部・北西部に向かうにつれて

水深が浅くなっていること，浦東側(太平洋側)より

浦西側(陸域側)の方で水深が浅いことも確認できる．

しかし，津波後の満潮水深は浦北西部の湾奥部を除

き，浦全体で水深が 1m 以上になっていることが分

かる(図-7)． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6. 津波前の松川浦の満潮時水深図；色が青に近いほ

ど水深は深くなっている． 
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図-7 津波後の松川浦の満潮時水深図；色が青に近いほ

ど水深は深くなっている． 

 

 

５．あとがき 
 

2011 年 3 月 11 日に発生した大地震により，福島

県松川浦周辺の地形，底質等の自然環境は激変した．

自然環境だけでなく，漁港，上屋等の施設，漁船，

水路などの水産業に必要なインフラにも甚大な被災

が生じた．本報告は，福島県の水産業復興に少しで

も役に立つ調査研究を行うことを目的に，福島県水

産試験場相馬支場と鹿児島大学水産学部海洋環境グ

ル－プ（西研究室）とで共同研究を行った内容に関

してまとめたものである．2012 年 3 月時点での本

研究の主な結論は，以下のとおりである． 

・底質組成は，津波により浦中央部で含泥率が減少，

北部・南部海域で増加していた．津波前はアサリ漁

場であった北西部海域の含泥率が特に増加している

ために，自然条件での改善は困難と考えられるので，

今後，人工的な底質改善が望まれる． 

・水深は津波前に比べて浦全体で深くなっている．

これは松川浦を含む地域の地盤が地震により低下し，

加えて，細粒成分の堆積底質で構成される海底が津

波で浸食されたためと考えられる． 

・海岸の砂州上の海岸保全構造物および臨海道路に

沿って，松川浦側に溝状の洗掘地形が形成されてい

る．溝状地形の詳細測量は出来なかったが，新しく

開いた湖口付近では，溝状の地形の比高は周辺の海

底と比べて約 1.8ｍ程度の深さがあった． 

なお，本研究に基づく提言として以下のことを挙

げる． 

・アサリ漁場のうち，浦北西部の含泥率が増加した

海域は 2012 年以降のアサリ漁獲量によっては，砂

の投入および嵩上げなどの底質改善が必要である． 

・水深変化の概要は把握できたが，新しく形成され

た水路（溝状地形）や海底の微地形，および瓦礫の

堆積状況を把握するためには，マルチビ－ムなどの

詳細測深が必要である． 
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CHANGE IN SEDIMENT CHARACTERS AND BATHYMETRY IN MATSUKAWAURA 

INLET DUE TO THE TSUNAMI ON MARCH 11, 2011 
 

Masayasu HIDAKA, Kunihiro Wakui, Kyouichi KAMIYAMA, Kazuyoshi TAKASAKI, 
Ryuihiro NISHI, Suguru YAMASHITA, and Kentaro HAYASHI 

 

The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake caused catastrophic damage along coastal area in Fukushima 
Prefecture, Japan on March 11, 2011.  The big tsunami generated by the earthquake was as high as 14m and caused 
significant change in sediment and bathymetry in Matsukawaura inlet in Soma city, Fukushima.  The 
Matsukawaura is scenic and important fishing area.  Therefore, sediment samples were collected at 147 points and 
water depths were measured at 268 points as an emergency environmental assessment.  In general, sediment 
becomes coarse in the most of area except northwest and southeast parts of the inlet.  In addition, it is observed that 
large quantity of finer sediment in Matsukawaura were transported and deposited inland.  Water depth become 
deeper and the most of tidal flat were lost.    


