2005 年 3 月 22 日

2005 年 3 月 20 日福岡県西方沖地震の被害調査速報
大分大学

菊池健児・黒木正幸

１．調査概要
●調査期間：

2005 年 3 月 20 日(日)夕方〜 3 月 21 日(月)

●調査目的：

建築構造物の地震被害概況の把握

●調査メンバー：

菊池健児・黒木正幸（大分大学工学部福祉環境工学科建築コース）

●調査日程および調査地域：

以下の通り

3 月 20 日
14:20

自動車で大分を出発し，高速道路（大分道）で大宰府ＩＣを出て，都市高速道
路通行止のため渋滞の一般道で福岡市内へ

17:50

福岡空港から復旧したばかりの地下鉄で福岡市中央区天神へ

18:05

徒歩で天神→中州→川端

19:30

地下鉄で福岡空港に戻り，車で空港付近の住宅地→東区箱崎

3 月 21 日
7:30

筥崎宮（東区）→ベイサイドプレイス博多埠頭（中央区）

9:30

ベイサイドプレイスから福岡市営渡船（災害対応で一般乗船不可）で玄界島へ

10:00

島内調査

16:15

福岡市営渡船でベイサイドプレイス博多埠頭へ

17:15

博多区吉塚でブロック塀調査

18:30

調査終了→大分へ

今回調査した玄界島および福岡市内と震央との位置関係を気象庁が 3 月 21 日 14 時 30 分に発表し
た報道発表資料の中の震央分布図（図 1）により示す。また，調査地域を図 2 に示す。

⑤

④
②

図 2 調査地域

図 1 震央の分布（気象庁）

1/12

③
⑥ ①

２．3 月 20 日の調査結果
●福岡空港国内線第 1 ターミナルビル（福岡市博多区，図 2 の①）
歩道に面した窓ガラスが破損していた（写真 1）。
●福岡ビル（福岡市中央区天神１丁目，図 2 の②）
昭和 36 年竣工の鉄骨鉄筋コンクリート造（？）10 階建の建物である。南面を除く 3 面が道路に面し，
2 階と 4 階から 9 階までは柱より跳ね出した外壁面に窓が設けられている。これらの窓のガラスが破損
し直下の歩道に落下し散乱していた。西日本新聞（3/21 朝刊）によると路上に落ちた窓ガラスは 360 枚
であった。窓ガラスは１スパンあたり 5 枚で，左から 4 枚ははめ殺し窓になっており，最も右側の１枚
は片引き窓になっているように観察された。窓ガラスの破損はすべて左側 4 枚のはめ殺し窓で起こって
おり，はめ殺し窓と引き窓とのクリアランスの違いが被害の差に現れたと考えられる（写真 2，3，4）。
この福岡ビルの東隣の 9 階建のビルでは，5 階と 6 階の北西隅角部の窓ガラスが破損していた（写
真 5，6）。
●日没後，福岡市中央区の天神から川端まで明治通りを徒歩で，また福岡空港から付近の住宅地を回っ
て東区箱崎まで車で，建物やブロック塀の被害や地盤変状に注意を払って移動したが，被害らしいもの
は見当たらなかった。
３．3 月 21 日の調査結果
●筥崎宮（福岡市東区，図 2 の③）
鳥居の柱の継手部分に約5cmのずれが確認された（写真7）
。また，複数の灯篭に転倒が確認された（写
真 8）。
●ベイサイドプレイス博多埠頭（福岡市博多区，図 2 の④）
ベイサイドプレイス博多埠頭は，離島への渡船や観光船が発着している場所である。岸壁のウッド
デッキに乱れが確認されたが，営業していた（写真 9）。
●玄界島（福岡市西区，図 2 の⑤）
（1）概況
今回の地震で最も大きな被害を受けた玄界島は，博多湾の出口に位置する周囲約4kmの小島であり，約
700 人の島民が住んでいる。島の南側にある港から見た玄界島の様子を写真 10 に示す。港から山頂に向
かう傾斜地に住宅が密集して建っており，一見して木造住宅の被害が目立った（写真 11）。傾斜地の住
宅密集地には自動車が進入できる道はほとんどない。島の住民は自動車をほとんど使用していないと思
われる。小学校はこの住宅密集地の上にあり，やはり自動車では寄り付けない。中学校は小学校の奥に
あり，沿岸の道路から自動車で侵入できる。今回は徒歩で調査地域をまわったが，住宅や塀の倒壊ある
いは崖崩れによって通行できない箇所が数箇所あった（写真 12）
。また，港の岸壁の被害が目立った（写
真 13）。
ほぼ全ての建物について被災建物の応急危険度判定のステッカーが既に貼付してあり，これによると
応急危険度判定は本震発生当日から実施されていた。本震発生の翌日（3 月 21 日）には被災宅地危険度
判定が実施されていた（写真14）
。また，同日の夕方頃から自衛隊によって被災した住宅の屋根がブルー
シートで覆われ始めた（写真 15）。
以下に調査結果を玄界中学校，玄界小学校，その他の建物に分けて示す。
（2）玄界中学校（写真 16 〜 21）
校舎はＲＣ造の 3 階建（1 棟）で山側に建っている。桁行方向は 10 スパンで梁間方向は 1 スパンであ
る。竣工年は不明である。１階柱のせいは 700mm（仕上げ含む）で，内法高さは 1,780mm（北側構面）と
1,970mm（南側構面）である。建物内部は棚の置物などが落下し散乱していたが，建物外観調査からは
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構造体に被害は見られなかった。
体育館はＳ造 2 層であるが，アリーナ下（1 層目）にはＲＣラーメン造の特別教室棟がある。竣工年
は不明である。Ｓ造部の桁行方向は 4 スパンで，そのうち 2 スパンに L‑100 × 100 × 9 のブレースが付
いている。梁間方向はＨ形鋼の山形ラーメンである。屋根面には丸鋼の水平ブレースが全面に配置され
ている。これらＳ造部分には被害が見られなかった。外壁はALCパネルの横積みで，被害は見られなかっ
た。天井仕上げはない。ステージ壁面の仕上材の落下などもなかった。一方，アリーナ下のＲＣ部分で
は南東隅柱（短柱）の柱頭と柱脚に曲げひび割れとせん断ひび割れが見られた。また，南西隅柱（極短
柱）に細いせん断ひび割れがあった。
グランドには地割れが見られた。
（3）玄界小学校（写真 22 〜 28）
創立 120 年の古い歴史をもつ小学校であり，昭和 32 年に現在地に新築移転されている。校舎は木造 2
階建であり，数回の増築の結果，コの字形の配置となっている。崖崩れのため，海側の地盤に沈下が見
られた。建物の被害として窓ガラスの破損，モルタル外壁のひび割れが見られた。また，柱の腐食も確
認された。
体育館の構造はＲＣ柱の上にＨ形鋼の山形鉄骨梁の屋根が載った形式だと観察された。桁行方向は 5
スパン，妻面は 2 スパンである。屋根面には丸鋼の水平ブレースが全面に配置されている。天井仕上げ
はない。竣工は昭和 62 年とのことである。崖地に立地しており，海側の地盤に沈下が見られた。建物の
被害として屋根ブレースの座屈，ステージ横のＲＣ壁の斜めひび割れが見られた。ステージ壁面の仕上
材の落下などは見られなかった。
グランドには地割れあり，海側が沈下していた。
（4）その他の建物
・木造建物（写真 29 〜 35）
木造建物の被害事例を写真 29 〜 35 に示す。主な被害は建物の傾斜・倒壊，屋根瓦のずれ・落下，モ
ルタル外壁の亀裂・落下であった。崖崩れの影響による被害も見られた。
・鉄筋コンクリート（ＲＣ）造（写真 36 〜 45）
調査を行ったＲＣラーメン造の建物の名称，階数，被害状況を以下に示す。これらの建物は玄界島に
あるＲＣラーメン造建物のほぼ全数であり，全て海岸沿いの平地に建っていた。
‑ アパート（3 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島保育園（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島排水処理場（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島低所配水場（平屋）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島診療所・歯科診療所（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 福岡市漁業協同組合玄界支所（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島公民館（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 福岡県水難救済玄界島救済所（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 玄界島漁業協同組合水産物荷捌施設（平屋）：外観では被害は見られなかった。
‑ 名称不明（平屋）：柱頭に曲げひび割れ，柱梁接合部に斜めひび割れがあった。かぶりが薄く，
錆びた鉄筋の露出が目立った。
・壁式ＲＣ造（写真 46，47）
調査を行った壁式ＲＣ造の建物の名称，階数，被害状況を以下に示す。これらの建物は玄界島にある
壁式ＲＣ造建物の全数と思われ，全て海岸沿いの平地に建っていた。
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‑ 公営集合住宅（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 公営集合住宅（壁式プレキャストＲＣ造 2 階建が 4 棟）：外観では被害は見られなかった。
・鉄骨（Ｓ）造（写真 48，49）
調査を行ったＳ造の建物の名称，階数，被害状況を以下に示す。これらの建物は全て海岸沿いの平地
に建っていた。
‑ 玄界島中継施設（玄界島排水処理場内）（2 階建）：外観では被害は見られなかった。
‑ 福岡市漁協玄界島支所製氷施設（4 階建）：設備取付け用ブラケット材の破損とそれに伴う外壁
ALC パネルの欠けが観察された。
・コンクリートブロック塀（写真 50 〜 54）
ブロック塀のほとんどは石積みの擁壁上に建てられており基礎がない。ブロック塀の転倒，傾斜の事
例を写真 50 〜 54 に示す。これらのほとんどは無筋の塀であった。
・その他の構造物（写真 55，56）
神社の鳥居の被害事例を写真 55 に示す。また，石碑の転倒の事例を写真 56 に示す。
●コンクリートブロック塀（福岡市博多区吉塚，図 2 の⑥）
3 月 22 日の時点で今回の地震による死者は 1 人で，その人（75 才）は転倒したコンクリートブロック
塀の下敷きになって亡くなった。写真57 に当該ブロック塀が建っていた現地の状況を示す。転倒したブ
ロック塀は既に片付けられており，塀の高さ，長さ，配筋状況などの詳細はわからなかった。聞取り調
査の結果によれば，塀の高さは 7 段（140cm）程度であった。写真 58 に示すように，土中にはブロック
が残っており，その厚さは 10cm であった。また，縦筋の間隔は 160cm（ブロック 4 個分）で，引抜けは
起こっていなかったが，塀本体との連続性については不明であった。
４．まとめ
玄界島における調査の結果，非木造の建築物（ほとんどが平屋または 2 階建）には顕著な被害は見受
けられなかった。これに対し，木造住宅では特に傾斜地に建つ建物において振動および地盤変状の影響
による被害が目立った。また，コンクリートブロック塀の転倒も多く見られた。
福岡市中心部の調査は，限られた時間と範囲でしか行なえていないが，建物の構造体の被害には行き
当たらなかった。今後徐々に被害が明らかになってくるとは思われるが，震度 6 弱（中央区，東区）の
割には被害が少ないとの印象は拭えない。
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写真 1

歩道に面した窓ガラスが破損した福岡空港国内線
第 1 ターミナルビル（福岡市博多区）

写真 5

隅角部の窓ガラスが破損した事務所ビル（福岡ビ
ルの東隣）

写真 2

窓ガラスが破損した福岡ビル（福岡市中央区）

写真 6

写真 5 のガラス破損箇所の詳細

写真 3

福岡ビルのガラス破損箇所の詳細

写真 7

柱の継手部分に約 5cm のずれが確認された筥崎宮
の鳥居（福岡市東区）

写真 4

歩道に散乱した福岡ビルの窓ガラス

写真 8

転倒した筥崎宮の灯篭（福岡市東区）
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写真 9

ベイサイドプレイス博多埠頭（福岡市中央区）の
状況（岸壁のウッドデッキに乱れが見られた）

写真 12 住宅と地盤の崩壊により通れなくなった玄界島住
宅密集地の道

写真 10 港から見た玄界島の住宅地の様子（山の中腹の右
側に見えるのが玄界小学校）

写真 13 玄界島港岸壁の陥没

写真 11 玄界島住宅密集地の被害状況（被災した木造住宅
が目立つ）

写真 14 被災建物の応急危険度判定結果（左）と被災宅地
危険度判定結果（右）
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写真 15 被災建物の屋根をブルーシートで覆う作業の様子

写真 19 玄界中学校体育館の内部（被害は見られない）

写真 16 玄界中学校の校舎（左）と体育館（右）

写真 20 玄界中学校体育館の短柱の柱頭・柱脚の曲げひび
割れとせん断ひび割れ（写真では見えない程度の
ひび割れ幅）

写真 17 玄界中学校の校舎（ＲＣ造，被害は見られない）

写真 21 玄界中学校体育館の極短柱の斜めひび割れ（写真
では見えない程度のひび割れ幅）

写真 18 写真 16 の裏側から撮影した玄界中学校の体育館
（被害状況を写真 20，21 に示す）
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写真 22 玄界小学校の校舎（左）と体育館（右）

写真 26 玄界小学校体育館の内部（屋根面の丸鋼ブレース
に座屈が見られた）

写真 23 写真 22 の裏側から撮影した玄界小学校の木造校
舎（被害状況を写真 24，25 に示す）

写真 27 玄界小学校体育館のＲＣ造壁の亀裂

写真 24 玄界小学校木造校舎の外壁のひび割れ（増築部と
の境）

写真 28 玄界小学校体育館の海側地盤の沈下

写真 25 玄界小学校敷地の崖崩れ（右側の建物が木造校
舎）

写真 29 傾斜した木造住宅（右側は石積み擁壁の上に載っ
おり，その崩壊が影響した可能性もある）
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写真 30 傾斜した木造住宅（玄界島）

写真 34 屋根が陥没した木造住宅（玄界島）

写真 31 倒壊した木造住宅（玄界島）

写真 35 モルタル外壁が落下した木造住宅（玄界島）

写真 32 屋根瓦がずれた木造住宅（玄界島）

写真 36 ＲＣ造アパート（玄界島）
（被害は見られない）

写真 33 屋根瓦がずれた木造住宅（玄界島）

写真 37 ＲＣ造玄界島保育園（被害は見られない）
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写真 38 ＲＣ造玄界島排水処理場（左側の建物）（被害は
見られない）

写真 42 ＲＣ造玄界島公民館（被害は見られない）

写真 39 ＲＣ造玄界島低所配水場（被害は見られない）

写真 43 ＲＣ造福岡県水難救済玄界島救済所（被害は見ら
れない）

写真 40 ＲＣ造玄界島診療所・歯科診療所（被害は見られ
ない）

写真 44 ＲＣ造玄界島漁業共同組合水産物荷捌施設（被害
は見られない）

写真 41 ＲＣ造福岡市漁業協同組合玄界支所（被害は見ら
れない）
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写真 45 ＲＣ造玄界島水産関連施設（柱頭と柱梁接合部に
ひび割れがあった）

写真 49 Ｓ造福岡市漁協玄界島支所製氷施設（ブラケット
材の破損とそれに伴う外装材の欠けがあった）

写真 46 壁式ＲＣ造集合住宅（玄界島）
（被害は見られな
い）

写真 50 転倒・落下したブロック塀（玄界島）
（補強筋は
見られない）

写真 47 壁式プレキャストＲＣ造集合住宅（玄界島）
（被
害は見られない）

写真 51 転倒・落下したブロック塀（玄界島）
（補強筋は
見られない）

写真 48 Ｓ造玄界島中継施設（排水処理場内）（被害は見
られない）

写真 52 傾斜したブロック塀（玄界島）
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写真 53 角部が欠けたブロック塀（玄界島）
（直交壁との
間に横筋が観察された）

写真 56 転倒・落下した石碑（玄界島）

写真 54 石積み擁壁の亀裂とブロック塀の崩落（玄界島）

写真 57 転倒したブロック塀があった現地の状況（博多
区）
（破線はブロック塀の概形を示す）

写真 58 写真 57 のブロック塀の一部（土中に残っていた
ブロック）

写真 55 神社鳥居の被害（玄界島若宮神社）
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