
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１． はじめに 

平成 15 年 5 月 26 午後 6 時 24 分ごろ、東北地方

を中心に強い地震があった。気象庁によると、震源

は宮城県沖で深さ約 71 キロ、地震の規模はマグニ

チュード 7.0 で、岩手、宮城両県で震度６弱、青森、

山形各県で震度５強を観測した。斜面崩壊、東北新

幹線高架橋の橋脚の損傷等が見られたものの、気象

庁で発表した震度階の割には被害は少なかったと報

道されている。幸いなことに死者もでなかった。住

宅の被害について、棟数は少ないものの大船渡市に

集中していた為、5 月 29 日の夜に大船渡市に入り

30 日に大船渡市内の住宅の被害を中心に駆け足で

現地調査を実施した。調査結果を速報的に報告する。 

２． 観測された地震波 

 防災科学技術研究所の K-NET 及び気象庁により

観測された最大加速度分布を図１に示す。大船渡市、

釜石市及び牡鹿町で1000galを超す加速度が、歌津、

石巻で兵庫県南部地震の際に神戸海洋気象台で観測

された 818gal を上回る最大加速度が観測された。速

度が 40kine を超えたのは牡鹿町だけ、20kine を超え

たのも岩手県と宮城県のごく一部であり（朝日新聞

5 月 27 日）、気象庁観測の大船渡町での地震波（図

２）を見ても EW 方向で加速度は 1107gal と大き 
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図１ 最大加速度分布 



 

 
いが速度は 30～40kine 程度、変位は 10～12cm 程度

であり、阪神大震災の際に神戸海洋気象台で観測さ

れた速度91kine、変位35cmをかなり下回っている。

建物の被害が小さかった原因として、幾つかの要因

が考えられているが、建物の被害と関係が深い速度

と変位が小さかったためとする説もある。 

３． 住宅の被害 

 消防庁調べの住家被害棟数（表１）をみると、岩

手県に被害が集中したことがわかる。半壊以上の被

害についてみると、半壊２棟を除く全壊２棟，半壊

６棟が大船渡市における被害であり、その殆どが大

船渡町における被害であった（表２）。 

４． 現地調査 

 大船渡市内の全壊及び半壊と判定された住宅を中

心に図３に示す①～⑦の地点について調査を行った。 

4.1 ①～⑤ 大船渡町 

①地区は大船渡港に面する傾斜地の造成地であり

眺めの良い高台にある。全壊２棟が並び建ち（写真

１）、確認しうる限りで、その周辺の住宅に瓦の落下

（４棟、うち３棟は棟瓦のみ，写真２）、ブロック

塀のブロックの落下（２カ所，写真３）及び擁壁

の亀裂（１カ所）が見られた。２棟の全壊建物を

中心とし局所的な被害がみられた。 

 全壊建物は、伝統的な平屋の軸組木造住宅と築

12 年２階建ての軽量鉄骨プレハブ住宅であった。

２棟の建つ敷地の東側と北側には高さ 1m 程度の 

①～⑤大船渡町 ⑥赤崎町 ⑦三陸町越喜来 
図３ 大船渡市内における建物被害調査地点 

図２ 大船渡町で観測された地震波（気象庁観測）

（気象庁 HP “http://www.jma.go.jp”より） 

SEC 

加速度 

速度 

変位 

全壊 半壊 一部破損
岩手県 2 7 928
宮城県 1 379
山形県 2
福島県 124
秋田県 0
合計 2 8 1,433

※消防庁調べ（平成15年6月2日現在）
　消防庁HP(http://www.fdma.go.jp)より

表１ 住家被害棟数※ 

全壊 半壊 一部破損

2 6 295

盛町 13

大船渡町 2 4 46

末崎町 26

赤碕町 1 65

猪川町 39

立根町 78

日頃市町 2

綾里 5

越喜来 1 8

吉浜 13

　（平成15年6月2日現在）

件数

被
害
地
区

※
大船渡市HP(http://www.nnet.ne.jp/~ofunato/)より

表２ 大船渡市における住家被害棟数※ 



①地区 

 
写真１ ２棟の全壊住宅 

 

 
写真４ 土塗り壁の落下 

 

 
写真２ 棟瓦の落下 

 

 

 
写真６ キッチン収納の落下 

 

 
 

 
写真３ コンクリートブロックの落下 

 

写真５ サイディングの外れ   写真７ 玄関収納の転倒 
    と基礎の割れ 



土留め擁壁がある。 
全壊の平屋木造住宅では、残留変形は小さかった

が、土塗り壁が落ち竹小舞が見えた（写真４）。また、

土塗り壁が落ちたことで一部鉄筋ブレースが使用さ

れていることが確認できた。瓦の落下、建物の傾き

によるサッシの損傷がみられ、擁壁の北側の一部に

コンクリートの破損がみられた。 
 その横に立つ全壊の軽量鉄骨プレハブ住宅の残留

変形も同様に小さく、外観からは大きな被害はない

ように感じたが、内部は激しい被害を受けていた。

外観からは擁壁側の基礎付近に地割れ、基礎隅角部

のコンクリートの破損、外装サイディングの外れ（写

真５）及びサッシの損傷が見られた。建物内部では

建付のキッチン収納（写真６）や玄関収納（写真７）

が転倒落下した。殆どの内壁に目地切れが発生し、

一部内装石膏ボードの落下もみられた。２階のトイ

レでは、洋式便器が倒れ、隣の部屋の本棚によって

押された壁が 10cm 程度ずれ膨らみ、建物が激しい

振動を受けたことが想像できた。 
設計施工において比較的質の高い管理をされた

筈の工業化住宅が、観測された 30～40kine 程度の

地震により、これ程激しい被害を受けるとは考え難

く、傾斜地であったために振動が増幅されたのか、

土留め擁壁の破損により振動が増幅されたのか定か

ではないが、①地区に於ける地震動は平地でのそれ

とは明らかに異なるものであったと想像される。 
 ②地区及び

③地区はどち

らも平地で半

壊建物が１棟

ずつあった。

周囲の建物に

は殆ど被害は

なかった。近

くには２階建

ての店舗併用

型住宅もあっ

たが無被害で

あった。②地区の半壊建物は築 35 年の木造軸組

住宅であり棟瓦が落下のみの被害であった。③地

区の半壊建物は築 54 年の木造軸組住宅で瓦の落

下と土塗り壁の漆喰仕上げに剥離とひび割れがみ

られた。 
 ④地区は、①地区と同様に、傾斜地の宅地造成

であり、大船渡港を一望できる見晴らしの良い高

台にある。被害状況も①地区によく似ており局地

的な被害がみられた。２棟の住宅が大きな被害を

受けたその周辺に、道路の地割れ（１カ所，写真

８）、その地割れにより敷地内の盛土部分の一部の

地盤が沈下し犬走りに亀裂が入りその上部のサッ

シに隙間を生じ瓦が落下した木造軸組住宅（１棟，

写真９）、木造軸組住宅の瓦の落下（１棟）、外壁

に亀裂の入った石積造の倉（１棟）、住宅地の擁壁

の傾き（１カ所，写真 10）、空き地の土留め擁壁

の膨らみ（１カ所，写真 11）、土砂流れ（１カ所）

がみられた。被害を受けた住宅の東面には 2m を

超える高さの土留め擁壁があった。 
 大きな被害を受けた住宅のうちの１棟は、築 40
年の木造軸組住宅で外壁は木摺モルタル仕上げで

あった。塀のコンクリートブロックの落下、玄関

に向かうコンクリート造階段と擁壁に隙間、外壁

モルタルの落下（戸袋、玄関周り）、瓦の落下、天

井破損、柱―長押及びドア上枠のずれ、内壁土塗

り壁の破損（ひび割れ、隙間、仕上げの落下）、玄 

④地区           ④地区           ④地区 
写真 10 擁壁の傾き    写真 12 玄関引戸の変形  写真 14 風呂のタイル破損

 



④地区 

 

写真 13 擁壁の崩壊 

 

④地区 

 

写真９ 地盤沈下による犬走りの亀裂 

 

④地区 

 

写真８ 道路の地割れ 

④地区 

 

写真 11 擁壁の膨らみ 

 

⑥地区 

 

写真 15 コンクリートブロック造の被害 

 

⑥地区 

 

写真 16  コンクリートブロックの亀裂 



関建具の変形（開閉取り外し出来ない，写真 12）、
台所床フローリングに隙間、台所クロス目地切れ、

階段下土塗り壁仕上げひび及び落下、障子の和紙の

剥離がみられた。 
もう１棟は、築 28 年の木造軸組住宅で、擁壁の

崩壊が酷く（写真 13）、敷地内に地割れが多数発生

し、それ伴う通気口及び隅角部での基礎（恐らく無

筋）の割れ、及び犬走りの割れが多数、犬走りと基

礎とに隙間が生じた。瓦の落下、外壁モルタルにひ

び割れ及び落下、トイレの便器移動（地震時に浮き

上がった為に洗浄剤の容器を挟み込んだ）、風呂場の

モルタル仕上げ破損（ひび割れ及び落下，写真 14）、
台所内装（石膏ボード＋塗り壁）の落下、廊下内装

合板膨らみ、和室土塗り壁と長押に隙間がみられた。 
⑤地区にある半壊建物は大船渡湾の傍にある築

35～40 年の２階建て木造軸組住宅であった。敷地北

側が隣より擁壁により 50cm 程度高く、その擁壁が

傾いた為、既に補修が施されていた。屋根瓦落下、

敷地内地割れ、犬走りと基礎にひび割れ、水道管破

裂、外壁ひずみにより玄関戸及び掃き出し開口部に

隙間、内壁開口部隅角部の土塗り壁にひび割れがみ

られた。周辺の建物には目立った被害はみられなか

った。 
4.2 ⑥ 赤碕町 
 ⑥地区は平地で、調査した半壊建物は築 33 年の

２階建コンクリートブロック造であった。亀裂が多

く発生し、１階床，２階床に沿った亀裂の他、開口

部周りに斜め方向及び水平方向に亀裂が入っていた

（写真 15）。特に階段周り，台所の外壁には斜め方

向に大きな亀裂が入りコンクリートブロック自体の

破壊がみられた（写真 16）。その他の殆どの箇所は

ブロック目地での破損であった。周辺にある多くの

古い木造住宅に殆ど被害が見られなかったことから、

この地域での地震動は観測値程度であったのではな

いかと想像されるが、それにしては被害が大きすぎ

たように思われる。地盤の卓越周期と建物の固有周

期との関係が要因となったのであろうか。 
 

4.3 ⑦ 三陸町越喜来 
 傾斜地に建つ木造軸組住宅、敷地の南面には傾

斜があるが擁壁などによる補強は施されておらず

崩れやすい状態である。敷地内の傾斜側に地割れ

が多数発生し、それに伴い犬走り及び基礎に亀裂

が発生した。また、敷地内の傾斜側の地盤が沈下

したことにより家屋が傾き、引き戸，サッシに隙

間が生じ、開き難くなった。床の傾きもみられ、

妻部の漆喰仕上げが落下した。２５年前の宮城県

沖地震でも今回と同様の被害があったとのことで

あった。 
まとめ 
 今回の被害状況を見ると、最も住宅の被害が集

中した大船渡町でさえ、平地では瓦の落下程度で

外壁の落下は殆ど見られなかった。一方で、高台

にある傾斜部の造成地では、明らかに平地に比べ

地震動の入力が大きかったのではないかと思われ

る程、局所的に大きな被害がみられた。今回の地

震では被害が小さかった為に平地と傾斜地との被

害状況のちがいが明確に現れたように思う。また、

平地、傾斜地に関わらず、不十分な擁壁による土

砂の崩壊による地割れ地盤沈下に起因する住宅の

被害もみられた。これらの被害は、地震の度に指

摘されることではあるが、それだけに十分に注意

する必要があるように感じた。 
以上、本報告は速報的に記述したものであり、

十分な情報でなく、また正確さを欠くところもあ

るかと思われるが、筆者が現地を見て感じたこと

を率直に述べたものということで、ご容赦願いた

い。詳細かつ広域な調査については、調査に同行

させて頂いた東京大学坂本研究室を中心とする調

査チームから後に発表される報告をご覧頂きたい。 
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