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１．はじめに
東北地方のみならず我が国に甚大な被害を及ぼしている東北地方太平洋沖地震では，津波によ
り東北地方の沿岸部で約 1,600 万トンという莫大な量の災害廃棄物が発生し，全国規模での広域
処理が必要となる未曽有の大災害となった。現在では仮置き場への搬入はほとんど終了している
が，処理・処分状況は，岩手，宮城，福島の 3 県合計でみると，30％に満たない現状にある（2012
年 10 月 19 日現在）1)。これは，津波による被害が甚大で広範囲に及んだこと，特に岩手県沿岸の
津波被災地はリアス式海岸に位置するため平野部が少なく，廃棄物の仮置き場を確保することが
困難であること，さらにはその後の処理・処分に向けての廃棄物移送のための道路が国道１本し
かなく，海上移送のための港湾施設も壊滅的被害を受けていること等から，廃棄物の処理・処分
が極めて困難な状況となっていることが考えられる。
我が国では，災害対応指針として 1998 年 10 月に震災廃棄物対策指針を策定しているが，これ
は阪神・淡路大震災を念頭に大地震災害を考慮して策定したものであり，東北地方太平洋沖地震
において発生した大規模津波等には十分な対応が出来ていない。津波により発生した広い地域に
散在するあらゆるものが混然となった廃棄物に対応するため，都道府県および市町村における災
害廃棄物処理計画の見直しは急務であると言え，広域圏ごとに一定程度の余裕を持った焼却施設
や最終処分場を整備いておくことや災害廃棄物用のストックヤードの整備が必要である。さらに，
災害廃棄物をどのように分別，中間処理，最終処分するのか，あらかじめ処理・処分計画を定め，
そのために必要となる場所，施設等を確保する手段について検討しておく必要がある。また，廃
棄物処理のための用地確保を検討する上では，大規模災害時に発生する災害廃棄物の量の推計が
必要である。また，津波による災害廃棄物発生量の予測は，早期の災害廃棄物処理・処分計画の
基礎的な資料となる。しかしながら，津波による廃棄物量予測の指標は確立されていないのが現
状である。
四国が近い将来に受けることが確実視されている南海トラフの巨大地震においては，地震動の
大きさや想定される津波，地形的要因からも，東日本大震災に匹敵する膨大な災害廃棄物の発生
が予想される。災害廃棄物の仮置き場や移送アクセス道路が不足する四国の現状において，南海
トラフ地震における災害廃棄物の発生量を推定するとともに，迅速な処理や処分のための廃棄物
種類毎の発生割合を推計することは，被災地の迅速な復旧・復興に向けて極めて重要であると言
える。
そこで本研究は，東北地方太平洋沖地震によって生じた津波による公表被害データを基にして，
津波発生時の災害廃棄物の種類別発生量を推定することを目的としている。本研究では，災害廃
棄物発生量に影響を及ぼす主な要因と考えられる浸水深及び浸水面積，被災棟数，被災人口，建
物被害区分別，建物構造別において，災害廃棄物発生原単位を求める説明変数としての有用性に
ついて検討した。また，東日本大震災における種類別廃棄物量の発生割合を算出し，さらに浸水
域にかかる被災棟数や浸水深の状況を，GIS を用いて解析した。そして，これらを用いて四国内
主要都市における災害廃棄物や種類別発生量の推定を試みた。
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2．災害廃棄物の概要
．災害廃棄物の概要
2.1 災害廃棄物の定義
災害廃棄物の定義
災害廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では定義されておらず，「東日本大震災
により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」において，国 が 被 害 を 受 け た 市 町 村 に 代
わ っ て 災 害 廃 棄 物 を 処 理 す る た め の 特 例 を 定 め ， 東 日 本 大 震 災 に よ り 生 じ た 廃 棄 物 (廃
棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。) を い う と 定
義

さ れ て い る 。こ の 中 で は ，ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，廃アル

カリ，動物の死体その他の汚物又は不要物であって，固形状又は液状のもの（放射性物質及びこ
れによって汚染された物を除く。）と分類されている。本研究では，被災直後に発生すると考えら
れる，構造物からの廃棄物発生量（木くず，コンクリートがら，金属等）を求めるものとする。

2.2
2.2 災害廃棄物の特徴
表 2-1 に示す，従来考えられてきた震災および水害廃棄物と，東北地方太平洋沖地震により発生し
た津波廃棄物のそれぞれの特徴を示す。それぞれの特徴として，突発的かつ大量に排出されること

はいずれの廃棄物も同様である。しかし，津波廃棄物は，水害より大型の廃棄物を大量に含むこ
とがあるために排出作業は重機による作業が主となり，大規模な一次仮置き場（分別・荒処理）
および二次仮置き場（分別・処理・処分）の確保が必要である。また，津波廃棄物は流出全壊し
た家屋からの木くずや，容易に分類できない土砂・塩水混じりの混合ごみの割合が多いのが特徴
である 2)。
土砂の中に廃棄物が含まれる場合には，原則としては廃棄物を除去しない場合には，いずれの
土砂も廃棄物扱いとなることから，土砂系廃棄物の減量化のためには，現地作業に適した土砂と
廃棄物の分離技術の活用が望まれる。木くずの再生利用例としてはパーティクルボード等へ活用
が考えられているが，付着する土砂や塩分，さらにはボルトやクギ等の金属類が処理工程上に悪
影響を及ぼすとされている。

2.3 過去の主な震災における災害廃棄物の発生量
表 2-2 に，過去の主な震災における被害状況と災害廃棄物の発生量を示す。1995 年阪神・淡路
大震災では，被害家屋戸数約 64 万棟，災害廃棄物量約 2,000 万トンにのぼる 3），その災害廃棄物
量は 2006 年の兵庫県の年間排出量 251 万トンの約 8 年分に相当するが，この発生した災害廃棄物
の多くを被災地近郊のフェニックス埋立地での埋め立て処分が可能であったことが幸いしたとさ
れている。山間部を震源とした最大震度 7 の 2004 年新潟県中越地震では，被害家屋戸数約 12 万
棟，災害廃棄物量約 50 万トンにのぼり，災害廃棄物の 92％が解体廃棄物で，家屋等の解体系コ
ンクリートがら（51％）と廃材・木くず（25％）で全体の 76％を占める 3）とされる。
一方，高松市における 2004 年台風 16 号に伴う水害廃棄物排出量は 23,123 トンに達し，これは
2003 年度の高松市のごみ処理量（153,964 トン）の約 2 カ月分に当たる。また，海水による被災
のため，海水を洗浄・乾燥しても残留する塩分により使用できなくなる家財等が多く発生し，こ
のため長期間にわたって廃棄物の排出が続いたとしている 4)。
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表 2-1
種類

災害の種類別にみた災害廃棄物の特徴 2）

震災廃棄物

水害廃棄物

津波廃棄物

発生状況

・ 突発的かつ大量に発生する

・ 突発的かつ大量に発生する

・ 突発的かつ大量に発生する

・ 排出は，短い時間に集中して行わ

・ 排出は，被災直後一斉に，家屋

・ 排出は，重機による作業が主で，集

れる

前の路地等に行われる

・ 耐震性の弱い建造物が被害を受
けやすく，被災建造物が点在する

積場に集積される

・ 河川決壊など低地部に被害が

・ 大規模な一次仮置き場（分別・荒処

集中する

理）および二次仮置き場（分別・処
理・処分）の確保が必要

・ 重機による解体作業となる

・ 家庭ゴミの割合が多い

・ 損壊家屋の解体廃棄物と家財等

・ 床上・床下浸水による家財（畳， ・ 津波高の高い地域では流出・全壊家

になる

布団類，家電類）が多い

屋が多いため，家屋木質系木くずが

特 徴

多い
・ コンクリートガラ，木くずが多
く，再生利用可能なゴミが多い．
・ 解体作業の管理により分別が期
待できる

・ 発生現場での分別は作業性が

・ 木くず，金属類や分類できない混合

悪く困難

物（土砂や塩水を含む）が多い．

・ 流入した土砂が多く付着し，水

・ リサイクルや焼却処理の際に，付着

分を多く含み，腐敗しやすい

塩分濃度が悪影響することがある

主な震災における被害状況と災害廃棄物の発生量 3）

表 2-2
地震名称

阪神・淡路大震災

新潟県中越地震

能登半島地震

新潟県中越沖地震

発生年月日

1995 年 1 月 17 日

2004 年 10 月 23 日

2007 年 3 月 25 日

2007 年 7 月 16 日

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

7.3

6.8

6.9

6.8

最大震度

7

7

6強

6強

規模

神戸市，西宮市，

長岡市，旧山古志村，

輪島市，七尾市，

柏崎市，苅羽村

淡路島

小千谷市

志賀町

家屋全壊 104,906 棟

家屋全壊 3,157 棟

家屋全壊 638 棟

家屋全壊 1,244 棟

半壊

半壊

半壊

半壊

主な被災地域

144,274 棟

13,808 棟

1,563 棟

5,241 棟

被害状況

災害廃棄物量
2006 年度廃棄物量

一部損壊 390,506 棟

一部損壊 103,854 棟

一部損壊 13,553 棟

一部損壊 34,277 棟

合計

合計

合計

合計

639,686 棟

約 2,000 万トン
兵庫県

251 万トン

120,837 棟
49.4 万トン

新潟県

112 万トン

15,754 棟

石川県

43.1 万トン

石川県

49.7 万トン

40,762 棟
36.0 万トン

新潟県

112 万トン

2.4
2.4 災害廃棄物の発生原単位
災害廃棄物の発生量の推定には，地域特性等が反映するため，土地利用，発生原単位，建物の
構造別等を把握する必要がある。表 2-3 に，過去に発生した震災廃棄物の発生源単位や推定式を
示す。発生原単位は過去の災害を踏まえて被災建物の被害区分や構造別にそれぞれ算出し，1 棟
当たりもしくは単位面積当たりの廃棄物量から求める場合が多い。兵庫県は，阪神・淡路大震災
に伴って発生した災害廃棄物の発生量から，解体廃棄物の発生原単位を木造家屋で 0.571 トン/
ｍ2，RC 造で 1.47 トン/ｍ2，鉄骨造で 1.27 トン/ｍ2 と推定している 5）。
3

東京都は，災害廃棄物発生量の原単位を，倒壊木造で 0.31 トン/ｍ2，RC 構造で 1.09 トン/ｍ2，
S 造で 0.80 トン/ｍ2 と設定している 3）。
6)

平山ら

は，津波廃棄物発生量の推定に，阪神・淡路大震災から得た一棟あたりの発生原単位

と浸水域から推定した建物数から廃棄物量を算出する手法を示している。ここでは被害区分およ
び構造別については言及していないが，災害情報として浸水深といった津波災害の物理現象を考
慮することで，住家被害を全壊や大規模半壊，床上浸水といった被害区分に分けることができる
としている。国の指針でも震災及び水害廃棄物の計算手法や発生原単位が示されており，発生量
の推定フローにおいて，水害や津波災害では浸水深さを用いて家屋の被災区分を行うこととして
いる。しかしながら，津波廃棄物の場合は，地震動及び津波による破壊，浸水等の複数の影響が
ある上に，海域等への流出や津波堆積物の残留もあることから，十分な手法は示されていない。

表 2-3 震災廃棄物の発生量原単位や推定式の例 7)

建物の構造
被害程度 発生量原単位
災害/地域等
◆床面積あたり原単位から求める例（原単位 トン/m2）
0.6
木造
倒壊
1
非木造
-

焼失

0.23

-

1.1

（ 全 壊 +半 壊 /2 ） ×
（床面積×原単位）+ 中央防災会議（2011）
焼失× 焼失原単位

大都市圏の震災時にお
ける廃棄物の広域処理
体制に調査報告書

東京都
0.8

S造
-

出典等

0.31

木造
RC 構造

提示された計算式

焼失

0.21
可燃 0.13～0.26

木造
不燃 0.6～0.37
鉄筋

-

可燃 0.0～0.15
不燃 0.85～1.5

阪神・淡路大震災(兵庫 （ 一 棟 あ た り の 平
県資料)
均延床面積）×発生 環境省・震災廃棄物対策

可燃 0.05～0.14

量原単位×解体建物 指針
の棟数

鉄骨
不燃 0.36～1.13

0.61～0.71
同
上
(京都大学ほか)
木造・非木造 0.20～0.61
◆棟・世帯・戸あたり原単位から求める例（原単位：トン/棟・世帯・戸）
木造

-

住宅作業解体処理業者
連絡協議会
環境省報告書

-

Hirayama ら

東京都

-

大都市圏の震災時にお
ける廃棄物の広域処理
体制に調査報告書

新潟中越沖地震

★うち廃木材 7.2，木くず 2.1，コンクリー
ト 24，可燃 2.3，廃家電 0.1 等

-

-

39.7～44.7（戸）

-

-

-

57～85（棟）
61.9（世帯）

新潟中越沖地震

非公共・公共を
含む

阪神・淡路及び
沖地震

中越

29.3（棟）

木造
RC 構造

113（棟）

-

-

S造

230.7 (棟)
195.9 (棟)

-

焼失

19.82 (棟)

-

-

49.2(棟)
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3． 東日本大震災での事例
東日本大震災での事例
3.1 災害廃棄物処理の現状
東日本大震災によって発生した災害廃棄物量は，各自治体及び政府が公表しているが，その推
計量は増減を繰り返し，2013 年 3 月 22 日現在で，岩手・宮城・福島合わせて 1629 万 6 千トン
と推計されている。津波堆積物等を含めた場合には推計量 2670 万トンである。これは，各自治
体が災害廃棄物の撤去および処理に伴って適宜見直しを行なっているためである。
図 3-1 に公表された災害廃棄物推計量の月毎の変化を示す。2011 年 12 月から 2013 年 3 月ま
でを見ると，2012 年 5 月と 8 月，2013 年 1 月において災害廃棄物推計量に変化が見られる。平
成 24 年 5 月の見直しでは，岩手県で海から引き上げた災害廃棄物や解体処分することに決まった
大型建築物を計上することで量が増える一方で，宮城県では被災した家屋を修理して使用する家
屋が多かったことで解体棟数が見込みよりも減少したことや，海に流された災害廃棄物が相当量
に上ったことにより災害廃棄物推計量が減少した。平成 24 年 8 月の見直しでは，宮城県で処理が
必要な津波堆積物の量がより正確に推計され，災害廃棄物と別々に計上されたことにより量が変
わった。さらに，8 月以降の処理の進捗に伴い，実際の災害廃棄物の組成や比重が明らかとなっ
た事により平成 25 年 1 月にも推計量の変更があった。
2012 年 9 月に宮城県と福島県の一次仮置き場および二次仮置き場周辺において現地調査を実施
し，仮置きの状況や撤去の進捗具合，混合ゴミや土砂混じりのゴミの状態を確認した。
図 3-2 から図 3-5 に仮置き場の様子および廃棄物の状態を示す。図 3-2 は宮城県多賀城市の一
次仮置き場の様子である。2011 年 9 月には分別されて置かれていた災害廃棄物が 2012 年 9 月に
は全てが二次仮置き場への移送および処分が終了している。図 3-3 および図 3-4 は宮城県の二次
仮置き場への移送ブロックにおける，石巻ブロックと宮城東部ブロック周辺の仮置き場の様子を
示している。宮城東部ブロックでは沿岸に分別された廃棄物が置かれ，処理用プラントが建設さ
れていた。石巻では 2012 年 9 月現在でまだかなりの災害廃棄物が残ったままであった。図 3-5
に仮置き場の廃棄物の分別状況を示す。宮城県石巻市や福島県相馬市では，分別が完全に実施さ
れておらず，大量の廃棄物が混合した状態であった。宮城県仙台市においては，不燃ごみの分別
が進んでおり，二次仮置き場へ順次移送されているようであった。

20000
15000

全体
宮城

10000
岩手
5000

福島

図 3-1 災害廃棄物推計量の変化
5

2013年3月

2013年2月

2013年1月

2012年12月

2012年11月

2012年10月

2012年9月

2012年8月

2012年7月

2012年6月

2012年5月

2012年4月

2012年3月

2012年2月

2012年1月

0
2011年12月

災害廃棄物推計量（千トン）

25000

2011 年 9 月 11 日

2012 年 9 月 8 日

図 3-2 宮城県多賀城市内の一次仮置き場の様子

図 3-3 宮城東部ブロックの仮置き場の様子 8)
6

3
石巻ブロックの仮置き場の様子 8)
図 3-4

（b）

（a）

（d）
）

（c）

（ｴ）
図 3-5 災害廃棄物の分別状況
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3.2 災害廃棄物発生量と各種要因との関係
災害廃棄物発生量は，浸水域における面積や建物棟数，人口等に大きく影響することが考えら
れる。本研究では総務省の公表データ 9）を用いて，災害廃棄物量と各種要因との関係性を考察し
た。
図 3-6(a)～(c)に，津波で被災した沿岸部の自治体毎の災害廃棄物の推計量を示している。(a)
図の災害廃棄物推計量からは，震源に近い岩手県よりも，平野部が広く高密度な市街地が形成さ
れている宮城県石巻市や東松島市，仙台市等で多いことが分かる。(b)図の単位浸水面積当たりの
廃棄物推計量では，津波浸水高が十数ｍに達した岩手県大槌町や宮城県女川町で高い値を示して
いる。(c)図の浸水世帯当たりの廃棄物推計量では，浸水面積が比較的小さかった宮城県亘理町で
高い値を示しており，この要因について今後検討する必要がある。

がれき推計量（千t）

2500
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1,534
1,426
1,344
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1000

701

560
457 499
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496
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236

500
138
18 83
11 77 41

179

79 19 136 112

64

12 29 47 24 46

0

（a） 災害廃棄物の推計量

がれき推計量/浸水面積
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（b）災害廃棄物推計量／浸水面積
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（c）災害廃棄物推計量／浸水世帯数
図 3-6 津波被災沿岸市町村別の災害廃棄物の発生量の違い 9)
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0

災害廃棄物量（千トン）

5,000

R² = 0.8468

4,500

R² = 0.7679

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000

住居系
1,500

全体

1,000
500
0
0

2,000

4,000

6,000

8,000

浸水面積（ha）

図 3-7 浸水面積と災害廃棄物量の関係（左：グラフ，右：浸水域図）
3,000

災害廃棄物量（千トン）

災害廃棄物量（千トン）

5,000
4,500
4,000

R² = 0.935

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

2,500

R² = 0.9293
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1,500
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0

0
0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

0

10,000

20,000

30,000
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50,000

建物被災棟数（棟）
浸水域にかかる人口（人）

図 3-8 被災棟数と災害廃棄物量の関係

図 3-9 人口と災害廃棄物量の関係

図 3-7 に，各市町村における浸水域面積と，家屋等からのがれきからなる災害廃棄物および津
波堆積物をも含んだ廃棄物量等の全体量との関係を示す。ここでいう浸水面積は，図 3-7 右図に
おける田畑等を含む津波浸水全域面積である。浸水面積全体と災害廃棄物等の全体量との関係は
正の相関があることが分かる。しかし，浸水面積を住居系建物密集地域のみで比較した場合，浸
水面積全体の場合よりもばらつきが小さい（相関係数 0.85）ことが分かる。ここでの浸水面積は
浸水域内の建物が密集している地域を抽出した面積である。これにより，災害廃棄物量は，浸水
面積全体で考えるよりも，住居系建物密集地域で区分することで相関が高くなると考えられる。
図 3-8 に，各市町村における建物被災棟数（全壊，半壊，一部損壊の被災数合計）と災害廃棄
物量との関係を示す。両者には高い相関あり，災害廃棄物量は被災棟数の影響が大きいと言える。
突出する値は石巻市であり，他地域の約 3 倍以上となる被害を受けている。これは，石巻市の浸
水面積が被災市町村の中で最も大きかったことと，建物用地の占める浸水面積が大きかったこと
が影響していると考えられる。
図 3-9 に，推定浸水域にかかる人口と災害廃棄物量の関係を示す。災害廃棄物と人口とは高い
相関を示しており，災害廃棄物量は住家被害において影響が顕著に表れると考えられる。これら
のことから，災害廃棄物量は浸水域内の住家を主とした建物棟数に強く影響されることが判明し
た。
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3.3 宮城県における種類別災害廃棄物量の割合
津波によって生じる災害廃棄物は，浸水域における用途地域の割合によって発生する種類の割
合が異なってくる。本研究では，宮城県における災害廃棄物二次処理ブロック毎に，種類別廃棄
物割合を求めた。撤去された災害廃棄物は，撤去現場および一次仮置き場で表 3-1 に示す区分の
ように分別が行われた。図 3-10 に各ブロックでの種類別災害廃棄物発生割合を示す。ここでは，
有害廃棄物は考慮しておらず，家電製品は不燃粗大ごみ，混合ゴミは可燃・不燃両者に分けて計
上している。
図 3-10 より，浸水面積が小さく，沿岸部が入り組んだ形状となっている気仙沼処理区，南三陸
処理区，宮城東部ブロックでは，コンクリートくずも割合が最も大きく，次いで可燃物の割合が
多い傾向にあることが分かる。また，浸水面積が大きく，沿岸部が平坦で内陸部まで津波が侵入
した石巻ブロック，岩沼処理区，亘理処理区，山元処理区では，不燃粗大ごみ・混合ゴミが約半
分の割合を占め，次いでコンクリートくずが多く，可燃物の割合が低い。このことから，災害廃
棄物の種類別割合は，浸水域にかかる用途地域によっても変わるが，浸水域における地形的要因
も考慮する必要があると考えられる。浸水面積が大きくなると，不燃粗大ゴミの割合が増加して
いる傾向にあるのは，住民の居住スペースへの侵入が大きくなることが原因に挙げられる。しか
しながら，現時点での種類別発生割合を断定する根拠となる要因が明確になっていないため，四
国への適用には，宮城県全体での災害廃棄物種類別割合を用いることとした。

表 3-1 「宮城県災害廃棄物処理指針」に掲げる「災害廃棄物の分別区分」8)
区

分

品

目

木くず（再生利用に適すものと適さないものに分別することが望ましい。）
可燃物

廃プラスチック類，廃タイヤ
可燃粗大ごみ（家具，絨毯，畳類）
その他（紙製品，布製品，衣類等）
がれき類（コンクリートくず）
がれき類（アスファルトくず）

不燃物
ガラス，陶磁器くず，瓦
金属くず
不燃粗大ごみ（自転車，石油ストーブ等）
家電製品（テレビ，冷蔵庫，洗濯機，エアコン，パソコン，電子レンジ等）
鉱物油（ガソリン，灯油，軽油，重油等）
有機溶媒（シンナー，塗料等）
薬品類（農薬や毒物，劇物等）
廃石綿（飛散性）および石綿含有廃棄物（非飛散性）
ヒ素含有石膏ボード
特定品目

PCB 含有機器（トランス・コンデンサー等）
有害廃棄物
ガスボンベ（LP ガス，高圧ガス等）
フロンガス封入機器（業務用冷凍機機，空調機器等）
アンモニアガス封入機器（業務用冷凍機機）
消火器
火薬，花火，猟銃の弾丸等
感染性廃棄物

その他

混合ゴミ
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気仙沼処理区
7%
6%
2%

26%
11%

48%

南三陸処理区
3%

3%

3%

16%

16%
16%

43%

石巻ブロック
2%10%
2%
50%

33%
3%

宮城東部ブロック

名取処理区
4%10%

8% 6%
17%

岩沼処理区
6%
3%

17%

4%

34%

52%

26%
59%
6%

48%

山元処理区

41%

13%
3%
47%
30%

39%
6%

1%
6%

図 3-10 宮城県浸水域における廃棄物処理ブロック毎での種類別発生割合 8)
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不燃

12%
2%

可燃

亘理処理区

3.4
3.4 浸水深が建物被災に
浸水深が建物被災に及ぼす影響
被災に及ぼす影響
本研究では，東日本大震災復興支援アーカイブより取得した建物被災状況（浸水深付与）をも
とに浸水深と建物被害の関係について検討を行った。
図 3-11 に，東日本大震災における建物被害区分を示す。建物被害区分は６区分に分類され，区
分の判定は原則として目視調査による面的な判定であり，罹災証明とは必ずしも一致するもので
はないものとしている。

図 3-11 建物被害区分の規定 10)

図 3-12 に，浸水深毎の被害区分別棟数の変化を示す。本研究では被害区分を 3 区分として考え
ることとし，全壊（流出）・全壊・全壊（一階天井以上浸水）を「全壊」，大規模半壊・半壊（床
上浸水）を「半壊」
，一部損壊（床下浸水）を「一部損壊」として定義した。
図 3-13 に，浸水深毎の木造建物の被害区分別棟数の変化を示す。建物倒壊数は東北沿岸部の
31 市町村の木造建物の合計を表している。建物倒壊数は浸水深が 0.5～1.0m 以下で最大値を示し，
浸水深が深くなるにしたがい減少している。また，浸水深の浅い 2.0m までは半壊や一部損壊の建
物数の割合が多く，浸水深が深くなるにしたがい全壊の割合が多くなる。さらには，浸水深によ
って建物被害区分が規則的に変化することが分かる。このことから，浸水深と建物被害区分の関
係から建物の被害区分別割合を把握することができると考えられる。
図 3-14 に，建物被害の顕著な浸水深 10m 以下での構造別建物被災棟数の変化を示す。構造別
でみると，木造の被災棟数が突出している。また，浸水深に係らず鉄筋造および RC 造の被災棟
数は，木造の 1 割程度で一定しており，浸水深と構造別の被災建物の割合には大きな影響はない
ことが分かる。
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建物倒壊数（棟）

～0.5m以下
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図 3-14 浸水深毎の構造別建物被災棟数の変化 11)
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図 3--12 浸水深毎の被害区分別棟数の変化 11)
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図 3-13 浸水深毎の木造建物の被害区分別棟数の変化 11)
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4．GIS を用いた被災棟数の推定
4.1 GIS を用いた災害被害予測
津波による被害は陸域および浅海域での広い範囲におよび，人的被害を始めとして建物被害や
ライフライン被害，沿岸構造物被害があり，我々に大きな打撃を与えるものである。既往の研究
では，家屋被害に関して，1 メッシュあたりの被害家屋数を家屋占有率を元に概算する方法が提
案されている 12）。しかし，被害棟数と津波浸水深を関連付ける場合には，建物一棟一棟での浸水
深の把握が必要であり，家屋占有率メッシュを用いた場合にはばらつきが大きく出る可能性があ
る。したがって本研究では，東北地方太平洋沖地震から得られたデータを元に GIS ソフト（Arc Map）
を用いて，浸水域と建物データを重ね合わせることにより，浸水深毎の建物戸数を推定した。

4.2 被災棟数の算出
被災棟数の算出と比較
算出と比較
使用した建物データは，国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービスの 2,500 分の 1，地形図
の建築物の外周線データを用いた。また，浸水域は，津波浸水域図をもとに浸水域部を抽出した。
抽出した浸水域をポリゴンデータに変換して，建物棟数のポリゴンデータと重ね合わせることに
より，浸水域内の被災棟数を算出した。対象地は宮城県沿岸の 10 市町村を選定した。
図 4-1 に，
各市町村における GIS で推定した被災棟数と公表された浸水域内の被災棟数を示す。
また，図 4-2 は推定被害棟数と公表された被害棟数の相関図である。東松島市と仙台市といった
被害規模の大きい地域では，推定地と実測値に誤差が生じているが，その他の地域では同程度の
データを得ることができた。相関図を見ると決定係数が 0.98 とかなり高く，ばらつきが小さく精
度の高い推定ができたと考える。
現段階では，浸水域全体とその範囲内にある被害棟数を推定したものであるが，サンプル数が
宮城県のみと少ないため，今後岩手県や福島県においても同様に推定し確認していく予定である。
さらに，今後は浸水深ごとに浸水域を区切って，それぞれの被害棟数を求めていく必要があり，
精査を続けて行きたいと考えている。

70,000

被災棟数（棟）

20,000

公表被害棟数（棟）

25,000

解析結果
公表データ

15,000

10,000

5,000

60,000
50,000

R² = 0.9802

40,000
30,000
20,000
10,000
0

0

0

20,000

40,000

60,000

推定被害棟数（棟）

図 4-1 解析結果と公表被害棟数の比較

図 4-2 推定被害棟数と公表被害棟数の関係
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5. 四国内県庁所在地における災害廃棄物発生量の推定
四国内県庁所在地における災害廃棄物発生量の推定
5.1 災害廃棄物発生量の推定フロー
災害廃棄物発生量の推定フロー
本研究では，東北地方太平洋沖地震から得られたデータを元に GIS ソフト（Arc Map）を用い
て，浸水域内の建物棟数の推定を行った。使用した建物データは，国土地理院基盤地図情報ダウ
ンロードサービスの 2,500 分の 1，地形図の建築物の外周線データを用いた。また，浸水域は，各
自治体が公表する浸水域図から浸水域部を抽出した。抽出した浸水域をポリゴンに変換して，建
物棟数のポリゴンと重ね合わせることにより，浸水域内の被害棟数を算出した。被害棟数は浸水
深 2m 未満と 2m 以上で区分し，浸水深 2m 未満を半壊，2m 以上を全壊として計上する。これに
加え，新潟中越地震により得られた災害廃棄物発生源単位および東日本大震災における宮城県内
の種類別廃棄物発生割合を用いて，四国地方の主要都市における災害廃棄物や種類別発生量の推
定を行った。また，種類別廃棄物発生割合は宮城県の各処理区で推計された災害廃棄物量を合計
したものを使用する。

5.2 対象地域
対象地域は四国三県の主要都市（高松市，徳島市，高知市）を選定した。愛媛県松山市は南海
トラフ地震を想定した浸水範囲図を公表していないため，今回は除外している。表 5-1 に徳島県，
高知県，香川県における津波浸水想定に関する諸条件を示す。また，図 5-1 から図 5-3 に高知市，
徳島市，高松市における津波浸水予想図を示す。これらは，各市町村がホームページ上に公開し
ている津波浸水予想図を使用した。徳島県と高知県については，平成 24 年 8 月に内閣府が公表し
た南海トラフ巨大地震モデルを基にしており，地震の規模はモーメントマグニチュード 9.1 とし
ている。香川県においては平成 15 年に中央防災会議が公表した東南海地震と南海地震の震源域が
同時に破壊するモデルを基にしており，地震の規模はマグニチュード 8.6 としている。また，メ
ッシュサイズが徳島県徳島市は 10m メッシュ，高知県高知市では 50m メッシュ，香川県高松市で
は 25m メッシュと異なっている。
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表 5-1 津波浸水想定に関する諸条件
名称

徳島県津波浸水想定

高知県津波浸水想定

香川県津波浸水想定

公表時期

2012.10.31

2012.5.10

2005.3

予測主体

徳島県

高知県

香川県

国（南海トラフ巨大地震モデル
検討会）が設定した 11 ケース
から徳島県に大きな影響を及
ぼすケース③，⑨，⑩，⑪を地
域海岸毎に選定

内 閣 府 モ デ ル H24.8 に お
ける 11 ケースの津波断層

国の中央防災会議「東
南海・南海地震等専門
調査会」と同じ波源モ
デルで東南海地震と南
海地震の震源域が同時
破壊

波源域ﾓﾃﾞﾙ

規模

沿岸構造物

初期潮位

ﾒｯｼｭｻｲｽﾞ

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ：9.1
9.1

モデルのうち，高知県の海
岸線で最大の津波高が発生
する，ケース④，⑪の 2 ケ
ース
ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ：9.1

護岸：耐震や液状化に対する技 土で築造された堤防は堤防
術的評価結果がなければ構造 高を地震前の 25%とする。ま
た，津波が越流し始めた時
物なし
点で「なし」とする。コン
クリート構造物は「なし」
堤防：耐震や液状化に対する技
術的評価結果がなければ堤防
防波堤：なし
高を地震前の 25%の高さとする
の高さとする
防波堤：耐震や液状化に対する
技術的評価結果がなければ構
造物なし
朔望平均満潮位
朔望平均満潮位
（過去 5 年間）
（過去 10 年間）
10m

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ：8.6
防潮堤，河川堤防は機
能しない場合を想定

朔望平均満潮位

50m

図 5-1 津波浸水予想図（高松市中心部）（香川県公表）
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25m

のものを若干修正）
図 5-2 津波浸水予想図（徳島市中心部）（徳島県公表のものを若干修正

図 5-3 津波浸水予想図（高知市中心部）（高知県公表）
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5.3 被害棟数の推定
表 5-2 に，災害廃棄物量の推定に用いる災害廃棄物発生源単位を示す。また，表 5-3 に種類別
災害廃棄物発生割合を示す。本研究では，水害被害を受けた新潟中越沖地震における原単位を用
いることとする。さらに，種類別災害廃棄物発生割合は，東北地方太平洋沖地震により発生した
宮城県全体での発生割合を用いる。

表 5-2 災害廃棄物発生源単位
地震災害

災害廃棄物発生源単位 （トン/棟）
全

壊

49.2

半

壊

24.6

新潟中越沖地震

表 5-3 災害廃棄物の種類別発生割合
種

類

割合（％）

木くず

12

粗大ごみ

6

コンクリートくず

37

アスファルトくず

1

金属くず

4

粗大ごみ

38

可燃物

不燃物

その他

2

表 5-4 に四国内の県庁所在市における浸水深毎の被害棟数を示す。高松市では浸水深 2m 未満
の建物がほとんどであり，浸水深が 2m 以上となるのは 100 棟に満たない結果となった。これは，
高松市内に到達する津波高さが低いことと，想定する地震モデルがマグニチュード 8.6 を基にし
ているためであると考えられる。また，徳島市と高知市では 10 万棟近くが被害を受ける結果とな
った。さらに，全壊となる棟数が半壊棟数の倍程度となるなど，被害の大きさが伺える。このこ
とから，徳島県や高知県など，津波の被害を直接受ける地理にある地域では，津波の被害をより
強く受けることが分かる。
また，想定される地震による被害棟数は，各都道府県で予測・想定されているが，そのほとん
どが地震による倒壊数であり，津波被害に伴う倒壊数に関しては公表されていない。したがって，
本研究によって求められた被害棟数はあくまでも予想の範囲であり，今後さらなる精査を重ねて
被害棟数を算出する必要がある。
表 5-4 被害棟数推定結果

被害棟数（棟）
対象都市
高松市

徳島市

高知市

2m 未満

44,488

32,247

33,131

2m 以上

96

59,020

66,628

浸水深（m）
18

5.4 災害廃棄物発生量の推定
表 5-5 に，災害廃棄物推定量を示す。高松市では約 110 万トン，徳島市は約 370 万トン，高知
市は 410 万トンという結果となった。高松市においては半壊とみなされる建物が多いのに対して，
徳島市や高知市では，全壊とみなされる建物数が多いことから，徳島市と高知市においては，高
松市の 3 倍以上の災害廃棄物が発生する予測となった。ここで，各市で排出されるごみの年間排
出量は，高松市で 170,740 トン（平成 18 年度），徳島市で 267,833 トン（平成 17 年度），高知市
で 148,034 トン（平成 16 年度）であり，年間排出量の 10 倍以上の災害廃棄物が突然発生するこ
とになる。特に，高知市においては約 40 倍の膨大な量の災害廃棄物が発生することが予測される。
表 5-6 に，各都市での種類別災害廃棄物推定量を示す。東日本大震災での宮城県の被害は，リ
アス式海岸地域と仙台市等の平野部とでは，種類別災害廃棄物発生量に違いが見られたものの，
津波による被害では，コンクリートくずの割合と粗大ごみの割合が多いことが分かっている。徳
島市や高知市ではそれぞれ 100 万トン以上の災害廃棄物が発生することが考えられるため，これ
らの処理処分計画を早急に整備する必要がある。コンクリートくずやアスファルトくずおよび大
きい粗大ごみといった不燃物は，リサイクル材としての利用価値が見込まれる資源であり，早期
に分別処理が資源化に重要なプロセスである。また，本研究では各県一都市しか選定しておらず，
政府および各自治体との比較ができていない。したがって，各県全体での発生量を早急に求める
ことで，現在公表されている，災害廃棄物推定量との比較をしていく必要がある。さらに，全壊
や半壊といった被害区分を浸水深において明確に区分し，一部損壊も含めて算出していくことで，
より詳細な災害廃棄物発生量を推定できるシステムを構築していく必要があると考えられる。

表 5-5 災害廃棄物推定量
災害廃棄物量（千トン）
対象都市
高松市

徳島市

高知市

2m 未満（半壊）

1094.4

793.3

815.0

2m 以上（全壊）

4.7

2903.8

3278.1

浸水深（m）

表 5-6 種類別の災害廃棄物推定量
災害廃棄物量（千トン）
種

類
高松市

木くず

徳島市

高知市

131.9

443.6

491.2

65.9

221.8

245.6

コンクリートくず

406.7

1367.9

1514.5

アスファルトくず

11.0

37.0

40.9

金属くず

44.0

147.9

163.7

粗大ごみ

417.7

1404.9

1555.4

22.0

73.9

81.9

1099.1

3697.1

4093.1

可燃物
粗大ごみ

不燃物

その他
合

計
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6．おわりに
本研究では，今後に津波災害が発生した際の災害廃棄物発生量の推定を行うために，東北地方
太平洋沖地震を対象として，災害廃棄物量と浸水深および浸水面積，被災棟数，被災人口，建物
被害区分別，建物構造別において，災害廃棄物発生原単位を求める説明変数としての妥当性につ
いて検討した。さらに， GIS を用いてこれらの要因を推定する手法について考察すると共に，四
国内主要都市に適用し，災害廃棄物や種類別発生量の推定を試みた。
本研究の結果，災害廃棄物には流出全壊した家屋からの木くずや，容易に分類できない土砂・
塩水混じりの混合ごみといった様々なものが含まれるが，浸水域内の住家を主とした建物棟数に
最も強く影響されることが確認できた。建物構造別でみると，被災棟数の差は激しく，木造建物
が突出して多い一方で，構造別の被災建物の割合には大きな変化はなく，RC 造，鉄骨造共に木造
建物の１割程度である。また，浸水深と建物被害区分の関係から，建物の被害区分別割合を推定
する際に，浸水深をもって把握可能であることが確認できた。したがって，災害廃棄物量を推定
する際には，浸水域内の被災棟数と浸水深を把握することによって推定が可能となるといえる。
被災棟数については，GIS を用いて精度良く推定できることが判明した。この手法を用いて四国
の主要都市に適用した場合，高松市では約 44,500 棟，徳島市と高知市では約 10 万棟の被害が出
ると予想される。これを災害廃棄物量として換算した場合には，高松市では市の一般廃棄物年間
排出量の 10 倍，高知市では約 40 倍もの災害廃棄物が発生することが分かった。
本研究では，浸水域にかかる全ての構造物を半壊・全壊としているため，実際には本結果より
減少するものと考えられる。しかしながら，災害廃棄物量の予測は，発生源単位に依存するもの
であり，東日本大震災における発生原単位の算出が急務であるといえる。今後は GIS を用いて各
要因の推定性能を向上させ，災害廃棄物量の推定モデル構築を進めていく所存である。
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Estimation Method of Amount of Tsunami Disaster Wastes during the 2011 off
the Pacific Coast of Tohoku Earthquake
Minoru Yamanaka, Naoya Toyota, Shuichi Hasegawa and Atsuko Nonomura
Kagawa University, Japan

ABSTRACT: A huge amount of disaster wastes was accumulated along coastline areas of the Tohoku region by
tsunami during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. It is very important to estimate amount of
tsunami disaster wastes as for quick recover and revival of damaged areas. This paper describes a method of wastes
amount estimation based on the officially published data analyzed in GIS platform.
As a result of this study, it was found that there is a well relationship between the amount of disaster wastes and
submerged area, population, tsunami height and so on, and that the number of damaged buildings within the
submerged area using GIS software (Arc Map) has high accuracy in comparison with the published data.
Keywords: disaster wastes, tsunami, Tohoku earthquake, estimation

1. INTRODUCTION
A huge amount of disaster wastes was accumulated along
coastline areas of the Tohoku region by tsunami during the
2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. The total
amount of tsunami disaster wastes was estimated to be 26.7
million tons. This corresponds to 50 % of the total amount
of the waste of Japan in 2009. Tohoku Earthquake caused
widespread serious damage. Since the coastal area of
Tohoku region shapes a saw-toothed coastline, it is difficult
to prepare large places for filling these disaster wastes. And
a road for carrying to these treatment facilities is not
enough in Tohoku coast line area, most port facilities were
damaged seriously. This means the dispose of disaster
wastes is in extremely difficult in Tohoku region.
Since a tsunami height in Shikoku region during next
Tokai Earthquake or Nankai one will be larger than the
Tohoku Earthquake, it can be anticipated that an amount of
disaster wastes in Shikoku is also very large. It is very
important to estimate an amount of tsunami disaster wastes
for quick recover and revival of damaged areas.
This paper describes a method of wastes amount
estimation based on the officially announced data analyzed
in GIS platform.
2. CHARACTERISTICS OF DISASTER WASTES
2.1 Characteristics
A characteristic of earthquake, flood and tsunami disaster
wastes are shown in Table 1. These wastes occur suddenly
and extensively. However for tsunami disaster wastes, it is
necessary to prepare some large places for filling these
wastes because amount of wastes were particularly large.
And tsunami disaster wastes contain various kinds of debris
such as a waste wood, a metal, muddy soil or salt water. In
case of disaster wastes mixed with muddy soil, unless the
disaster wastes are not removed, these muddy soils are also
deal with like disaster wastes. In order to decrease an
amount of these soils included in disaster wastes, it is
necessary to utilize a technology for separating these soil
from wastes. These wastes can be recycled as possible, but
soil, wood or metals with sea water can possess harmful
effect for an incineration facility.

2.2 Amount of disaster wastes for past some earthquake
Table 2 lists an amount of disaster wastes and its situation
of damage during past some earthquakes. The amount of
disaster wastes of the 1995 Great Hanshin Awaji
Earthquake was about 20 million tons [2]. About 640
thousand houses were damaged in the earthquake and the
amount of wastes corresponded to about eight times as
much as the amount of wastes for Hyogo Prefecture in 2006.
Fortunately most of them could be disposed at Phoenix
landfill disposal site near the damaged areas. The amount of
disaster wastes occurred by the 2004 Niigata Chuetsu
Earthquake where the epicenter sited on the mountainous
area corresponded to about 500 thousand tons. About 120
thousand houses were damaged by the earthquake, 92 % of
the disaster wastes were destructed wastes of damaged
houses. The rate of concrete debris was 51 % , and the one
of waste wood was 25 % for the destructed wastes [2].
On the other hand, the amount of flood disaster wastes
occurred by Typhoon No.16 in 2004 was estimated 23,123
tons in Takamatsu City, Kagawa Prefecture. Its amount was
twice as wastes for one month of this city in 2003. Because
the wastes contained salinity, a large amount of unusable
household goods was abandoned. Therefore, it was
necessary to handle the disaster wastes for a long time [3].
Fig.1 (a)-(b) show a situation of disaster wastes in
Rikuzentakata City where big tsunami was attacked during
the Tohoku Earthquake. It can be clear that abundant
disaster wastes was accumulated.
2.3 Unit amount of disaster wastes
A unit amount of disaster wastes can estimate using number
of damaged household or extent of damaged area for some
past disasters.
Nakamichi (2009) proposed that the unit amount of
disaster wastes was 0.571 ton/km2 for wooden house, was
1.47 ton/km2 for RC buildings, and was 1.27 ton/km2 for
steel buildings from 1995 Great Hanshin Awaji
Earthquake[4]. Shimaoka (2009) estimated that the unit
amount of disaster wastes was 0.31 ton/km2 for wooden
houses, was 1.09 ton/km2 for RC buildings, and was 1.80
ton/km2 for steel constructions[2]. Hirayama (2005)
estimated that the unit amount of the disaster wastes per a
household considering a extent of household’s damage for
some flood disasters was 12.9 tons for completely
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destruction, was 6.5 tons for a half destruction, was 2.5 tons
for partially destruction, was 4.6 tons for inundation above
floor level, and was 0.62 ton for inundation under floor
level [5]. The unit of tsunami disaster wastes for Tohoku
earthquake was estimated about 61.9 tons per household or
113 tons per a building [6].
3. AMOUNT OF TSUNAMI DISASTER WASTES
Fig.2 (a)-(c) show the amount of disaster wastes in each
municipal corporation where damaged by tsunami during
Tohoku earthquake.

The amount of disaster wastes is very large for Ishinomaki
and Higashi-matsushima, Sendai and so on, which are
highly built-up areas in Fig.2 (a).
As for amount of disaster wastes per flooded area in
Fig.2 (b), Ishinomaki is more than twice as much as
Fukushima. And it can be confirm that the value for
Kamaishi and Rikuzentakata where were damaged by more
than 10 m in submerged depth are very large.
And for an amount of disaster wastes per household of
flooded area, Yamamoto is expressively large in Fig.2 (c).

Table 1 Characteristics on disaster wastes [1]
Type

Earthquake disaster

Flood disaster

Tsunami disaster

Occurrences

It occurs heavily and suddenly.
Low earthquake-resisting houses
were damaged mainly.
A crane is necessary for
demolition.

It occurs heavily and suddenly.
Low-level area is damaged
mainly.
Proportion of household refuse
is higher.

It occurs heavily and suddenly.
It is necessary to secure large
places for leaving wastes.

Characteristics

Wastes are composed of
household wastes and debris
from fallen houses.
There are many recyclable,
reusable materials.
It can be expected to separate
wastes
by
demolition
management.

Household
wastes
by
inundation above or under
floor level.
It is difficult to separate on the
site.
Wastes is perishable because it
contains a water or a soil.

Wastes compose various kinds
of materials such as a wood,
metals or salt water.
Salinity with wastes causes a
harmful
effect
during
recycling or incineration.

Table 2 Amount of disaster wastes and situation of damage of previous large earthquakes [2]

Name
Date
Magnitude
Main damaged
areas

Great Hanshin Awaji
Earthquake

Niigata Chuetsu
Earthquake

Noto Peninsula
Earthquake

Niigata Chuetsu-oki
Earthquake

January 17, 1995

October 23, 2004

March 25, 2007

July 16, 2007

7.3

6.8

6.9

6.8

Kobe, Nishinomiya,
Awaji-shima

Nagaoka, Yamakoshi,
Ojiya

Wajima, Nanao, Siga

Kashiwazaki, Kariwa

House damage

Complete collapse
104,906 houses
Half collapse
144,274 houses
Portion damage
390,506 houses

Completely collapse
3,157 houses
Half collapse
13,808 houses
Portion damage
103,854 houses

Completely collapse
638 houses
Half collapse
1,563 houses
Portion damage
13,553 houses

Amount of
disaster wastes

20 million tons

0.49 million tons

0.43 million tons

Regions:
wastes in 2006

Hyogo Pref.:
0.25 million tons

Niigata Pref.:
1.12 million tons
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Ishikawa Pref.:
0.5 million tons

Completely collapse
1,224 houses
Half collapse
5,241 houses
Portion damage
34,277 houses
0.36 million tons
Niigata Pref.:
1.12 million tons
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(a) photo on April 6, 2012.
(b) photo on June 5, 2012.
Fig.1 Situation of disaster wastes in Rikuzentakata City, Iwate Prefecture.

amount of disaster wastes
(thousand tons)

2500

4,458

2000
14821435

1500
1000

838

820 756

732
542 483

500

1352

176
20 95
11 77 57

738
526

365 286

129
17 81

260 218

700

640

508
327
94

250

178

12 29 47 25 36

0

Fukushima Prefecture

494
410

271
176

286
242

239
122

114

40

260

246

212

189

183

154

95

213

180 175

178
127

105

81
34

22

94

82

73

140

125

94

32

24

58

50

72

Hirono

Iwaki

Naraha

Tomioka

Okuma

Futaba

Minamisouma

Namie

Souma

Shinchi

Yamamoto

Watari

Iwanuma

Natori

Sendai

Tagajou

Shichigahama

Shiogama

Matsusima

Rihu

Higashimatsusima

Ishinomaki

Onagawa

Minamisanriku

Kesennuma

Rikuzentakata

Ohunato

Kamaishi

Otsuchi

Yamada

Miyako

Iwaizumi

Tanohata

Fudai

Noda

Kuji

Hirono

amount of disaster wastes per flooded
areas
(thousand tons/ km2)

Hirono

Iwaki

Naraha

Tomioka

Okuma

Futaba

Minamisouma

Namie

Souma

Miyagi Prefecture
(a) Amount of disaster wastes

Shinchi

Yamamoto

Iwanuma

Watari

Natori

Tagajou

Sendai

Shiogama

Shichigahama

Matsusima

Rihu

Higashimatsusima

Ishinomaki

Onagawa

Minamisanriku

Kesennuma

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Rikuzentakata

Kamaishi

Ohunato

Otsuchi

Yamada

Miyako

Iwaizumi

Tanohata

Fudai

Noda

Hirono

Kuji

Iwate Prefecture

amount of disaster wastes per
household of flooded areas
(thousand tons/ km2)

(b) Amount of disaster wastes per submerged area
300

265

253

250
200

165

146

150

132

132 140

130
109

105

102

103

100
50

21

37

172 177

167

157
83 91

106
74

121

95

89

67

55

29

81 85

81

33

18

81
46

30

62

0
Hirono

Iwaki

Tomioka

458

Naraha

Okuma

Futaba

Minamisouma

Namie

Shinchi

Souma

Yamamoto

Iwanuma

Watari

Natori

Tagajou

Sendai

Shiogama

Shichigahama

Matsusima

Higashimatsusima

Rihu

Ishinomaki

Minamisanriku

Onagawa

Kesennuma

Rikuzentakata

Kamaishi

Ohunato

Otsuchi

Yamada

Iwaizumi

Miyako

Tanohata

Fudai

Noda

Hirono

Kuji

(c) Amount of disaster wastes per household of submerged area
Fig.2 Difference of amount of disaster wastes for damaged municipal in Tohoku region
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Fig.4 Relationship between number of population and
amount of tsunami disaster wastes

Fig.5 Relationship between height of tsunami and
amount of disaster wastes per submerged areas

Fig.3 (a) ,(b) show relationships with amount of disaster
wastes. The relationship between a submerged area by the
tsunami and amount of the disaster wastes has a positive
correlation in Fig.3 (a). And because it seems that the
correlation is separated by scale of the submerged area, it
must be consider separating the submerged area into an
urban area and an agricultural one. On the other hand, it
clear that the correlation between number of households
within the submerged area and amount of tsunami disaster
wastes was very high as shown in Fig.3 (b).
Fig.4 shows a relationship between number of population
and amount of tsunami disaster wastes. It can be clear that
the correlation is very high. Therefore, unit amount of
disaster wastes as per household is estimated at 104 tons. It
is necessary to discuss this value in detail, for instance as
for damage level such as such as complete collapse, half
collapse and a portion damage of household.
4. RELATIONSHIPS WITH HEIGHT OF TSUNAMI
The amount of disaster wastes occurred at submerged areas
changes according to a height of tsunami.
Fig.5. shows a relationship between a typical height of
tsunami and an amount of disaster wastes per submerged
flooded areas for municipal corporations along the coastal

area at Tohoku region. Now, a height of tsunami means a
height from T.P. (Tokyo Bay mean sea level). It can be
seem that there are two lines on the relationship. This
means that there is the difference in proportion of
residential area and firm land and so on within submerged
area.
5. INFLUENCE OF SUBMERGED DEPTH
Fig.6 shows a change of the damaged number of wooden
buildings in each submerged depth. The depth of tsunami
means a height from its ground level (G.L.). The number of
the damaged building means the total number of wooden
buildings from 31 cities along the coast area of Tohoku. It is
clear that the number of damaged buildings peaks when the
depth is under 0.5-1.0 m, and that it decreases according to
the depth of tsunami. A ratio of number of half collapse and
of portion damage are larger until the depth is under 2.0 m,
and a ratio of complete collapse increases over the depth is
2.0 m. And it is found that a ratio of the division of damaged
building changes according to a submerged depth of
tsunami regularly. Therefore it can be said that a damage
degree of buildings has highly relationship with the depth
of tsunami.
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Fig.7 shows a change of the number of damaged buildings
under the 10m depth within the building damage is
remarkable. It is found that the number of wooden frame
household is the largest among the other frame ones. And
the number of damaged steel frame households and RC
frame ones is about 10% of wooden frame regardless of
depth of tsunami respectively. From this, the difference of
number of damaged buildings is very large, but it is found
that the depth and the ratios of number are small
comparatively.
Therefore the amount of disaster wastes has a
relationship among the submerged area, the number of the
building collapse and the population. And, it seems that the
ratio of the number of damaged buildings in each frame
structure is almost constant regardless to the depth. it can be
said that the unit amount of wastes according to depth of
tsunami was revealed by dividing the building damage
revel.
6. ESTIMATION METHODS USING GIS
6.1 Number of buildings within submerged area
A tsunami damages every structure catastrophically for
instance of buildings, lifelines and so on in general. And a
damage of tsunami is well known to spread along widely
coastal areas. In the past study, the roughly method [8]
estimating the number of the damage houses per 1 mesh
was proposed by Kotani et al (1998).
In this study, we attempted to estimate the number of
damaged buildings within the submerged area using GIS
software (Arc Map) and some public data on Tohoku
Earthquake. The building data used in this study was used

25000

number of household

Analysis Results
20000

Published Data

15000

10000

5000

0

Fig.8 Number of households

the 1:2500 scale topographic maps with circumference line
data of buildings by Geospatial Information Authority of
Japan. A submerged area by the tsunami was extracted from
the tsunami submerged area map [9], [10].
6.2 Calculation of number of damaged buildings
The number of damaged buildings within the submerged
area was calculated overlaying the number of buildings as a
polygon. The research area in this study is total of 10
municipals along the coast in Miyagi Prefecture.
Fig.8 shows the number of damaged buildings estimated
by GIS and one by published data [11] at the submerged area.
It can be said that there is large difference comparatively
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between an estimated number and the published number for
serious damage area such as Higashi-Matsushima City and
Sendai City. But it clear that this proposed method can
estimate justly for other area. As for this reason, it is
considered that number of buildings within these urban
cities could not calculated accuracy because the data of the
farm village area was not included in the used data.
7. CONCLUSION
In this study, we estimated of the amount of tsunami
disaster wastes during the 2011 off the Pacific Coast of
Tohoku earthquake. As a result of this study, the followings
could be clear;
1) There is a correlation between the unit amount of the
tsunami disaster wastes among the submerged area, the
households or populations for the damaged municipal
corporations along the coastal area at Tohoku region.
2) There are two lines on the relationship. This means that
there is the difference in proportion of residential area and
firm land and so on within submerged area.
3) The number of damaged buildings made of steel frame
and of RC frame is constant to about 10% of wooden
buildings regardless of submerged depth of the tsunami.
4) The number of damaged buildings peaks when the depth
is under 0.5-1.0 m, and that it decreases according to the
depth of tsunami. A ratio of number of half collapse and
of portion damage are larger until the depth is under 2.0 m,
and a ratio of complete collapse increases over the depth
is 2.0 m.
5) There is large difference comparatively between an
estimated number and the published number for serious
damage area such as Higashi-Matsushima City. But it
clear that this proposed method can estimate justly for
other city.
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Estimation of Amount of Tsunami Disaster Wastes for Shikoku districts
by Great Earthquake at the Nankai Trough
1

Minoru YAMANAKA , Atsuko NONOMURA1
1

Kagawa University

The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake caused widespread serious damage. Particularly a huge amount of
disaster wastes was generated along coastline areas of the Tohoku region by tsunami during the Tohoku Earthquake. It is very
important to estimate amount of tsunami disaster wastes as for quick recover and revival of damaged areas in advance. Since a
tsunami height in Shikoku region during next Great Earthquake at the Nankai Trough will be larger than a height of the
Tohoku Earthquake, it can be anticipated easily that an amount of disaster wastes in Shikoku districts will very large also.
In this stusy, it was described some factors of Tsunami disaster wastes generated by 2011 off the Pacific coast of Tohoku
Earthquake. And it can be cleared that there is good relationship between a damage level of household and a tsunami depth at
that point, and it was calculated per unit generation of tsunami disaster wastes in accuracy. And more it was estimated the
amount of tsunami disaster wastes and the number of submerged households in Shikoku districts by supposed tsunami during
Great Earthquake at the Nankai Trough using GIS.
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南海トラフの巨大地震を想定した
津波災害廃棄物発生量の推定

大規模災害時には，通常通りの廃棄物処理
が困難になるとともに大量の災害廃棄物等が
発生する。そのため，広域圏ごとに一定程度
の余裕を持った焼却施設や最終処分場を整備
しておくことや災害廃棄物用のストックヤー
ドの整備が必要である。さらに，災害廃棄物
をどのように分別，中間処理，最終処分する
のか，あらかじめ処理・処分計画を定め，そ
のために必要となる場所，施設等を確保する
手段について検討しておく必要がある。また，
廃棄物処理のための用地確保を検討する上で
は，大規模災害時に発生する災害廃棄物の量
の推計が必要である。
四国が近い将来に受けることが確実視され
ている南海トラフ地震においては，地震動の
大きさや想定される津波，地形的要因からも，
東日本大震災に匹敵する膨大な災害廃棄物の
発生が予想される。災害廃棄物の仮置き場や
移送アクセス道路が不足する四国の現状にお
いて，南海トラフ地震における災害廃棄物の
発生量を推定するとともに，迅速な処理や処
分のための廃棄物種類毎の発生割合を推計す
ることは，被災地の迅速な復旧・復興に向け
て極めて重要であると言える。
そこで本研究は，東北地方太平洋沖地震に
よって生じた津波による公表被害データを基
にして，津波発生時の災害廃棄物の種類別発
生量を推定することを目的としている。本研
究では，災害廃棄物発生量に影響を及ぼす主
な要因と考えられる浸水深及び浸水面積，被
災棟数，被災人口，建物被害区分別，建物構
造別において，災害廃棄物発生原単位を求め
る説明変数としての有用性について検討し
た。また，種類別廃棄物量割合，浸水戸数を
算出し，四国内主要都市における災害廃棄物
や種類別発生量の推定を試みた。
本研究により，明らかとなったことを以下
に示す。
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1）各市町村における浸水域面積と，災害廃棄
物および津波堆積物をも含んだ廃棄物量等
の全体量との関係には，正の相関があるこ
とが分かった。しかし，浸水面積を住居系
建物密集地域のみで比較した場合，浸水面
積全体の場合よりもばらつきが小さく（相
関係数0.85），災害廃棄物量は，浸水面積
全体で考えるよりも，住居系建物密集地域
で区分することで相関が高くなると考えら
れた。
2）各市町村における建物被災棟数（全壊，半
壊，一部損壊の被災数合計）と，災害廃棄
物量との関係には高い相関があることが判
明した。
3）浸水深毎の木造建物の被害区分別棟数の変
化に関しては，建物倒壊数は浸水深が0.5
〜1.0m以下でピークを迎え，浸水深が深く
なるにつれて減少する。また，浸水深の浅
い2.0mまでをみると半壊や一部損壊の建物
数の割合が多く，浸水深が深くなるにつれ
て全壊の割合が多くなる。
4）ＧＩＳを用いて推計した災害廃棄物量は，
高松市では合計約110万トン，徳島市は約3
70万トン，高知市は約410万トンという結果
となった。これらの災害廃棄物量は各市で
排出されるごみの年間排出量の10倍以上で
ある。一方，高知市においては約40倍と膨
大な量の災害廃棄物が発生することが予測
される。
5）また，種類別にみた場合，東日本大震災で
はコンクリートくずの割合と粗大ごみの割
合が多いことが判明している。徳島市や高
知市ではそれぞれ100万トン以上の災害廃
棄物が発生することが考えられるため，こ
れらの処理処分計画を早急に整備する必要
がある。コンクリートくずやアスファルト
くず及び大きい粗大ごみといった不燃物
は，リサイクル材としての利用価値が見込
まれている。

