


は じ め に 
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 2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震
災は、日本の産業をそしてわれわれの生活のありよう
も大きく変えてしまいました。震災から1年７ヶ月が過ぎ
た今も原発事故は解決の糸口すらつかめず、岩手、
宮城、福島の沿岸部では地震とそれに続く大津波の
爪痕が色濃く残っている場所がまだまだ多く有ります。   
 決して忘れることの出来ない、東日本大震災の被害
状況を後世に伝えることが、われわれ東北地区を生業
としている、一般社団法人東北空調衛生工事業協会
会員の使命と考え本日の発表となりました。 





地震情報 地震情報 

東日本大震災での地震・災害等 

２０１１年４月７日 
２３時３２分 

２０１１年３月１１日 
１４時４６分 

余震 

地震概要 

発生日時  2011年 4月 7日(木) 23時32分 

場所 
 宮城県沖（牡鹿半島の東東約40km付近） 
 深さ約40km 

規模  マグニチュード7.4 

最大震度 【震度6強】宮城県栗原市、仙台市宮城野区 

【震度6弱】宮城県、岩手県の20市町村 

津波 
宮城県沿岸：津波警報 
青森県～茨城県太平洋沿岸：津波注意報 
午前0時55分解除（大きな潮位変動なし） 

地震概要 

発生日時  2011年 3月11日(金) 14時46分 

場所 
 三陸沖（牡鹿半島の東南東約130km付近） 
 深さ約10km 

規模  マグニチュード9.0 

最大震度 
【震度７】宮城県栗原市 

【震度6強】宮城県、福島県、茨城県、栃木県 

      の28市町村 

大津波 
 三陸地域 各市町村等太平洋沿岸市町村 
 10ｍ以上  
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【震度の凡例】 

震度 3 震度 4 震度 5- 震度 5+ 震度 6- 震度 6+ 震度 7 
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３．１１「東日本大震災」の地震分布 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Shindomap_2011-03-11_Tohoku_earthquake.png


津波警報と実際の規模 

平成２３年３月１１日１６時頃の津波警報 

凡例 津波警報   ■ 大津波 高いところで3m以上  
              ■  津波    高いところで2m程度 
        津波注意報 ■ 高いところで0.5m程度 × 震央 
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実際の津波の規模 

青森県 階上町 大蛇 8.6m

田野畑村 羅賀 27.8m

宮古市 田老小谷鳥 37.9m

宮古市 田老和野 35.2m

宮古市 姉吉 38.9m

大船渡市 綾里 23.6m

南三陸町 志津川 19.7m

女川町 女川港 18.3m

仙台市 仙台港 14.5m

名取市 仙台空港 12.3m

新地町 釣師浜 15.9m

相馬市 相馬港 9.3m

いわき市 兎渡路 8.1m

茨城県 北茨城市 平潟 8.2m

岩手県

宮城県

福島県

最大遡上高（かけあがり）１０階建て相当 



地盤沈下状況 
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資料） 
国土地理院「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下調査結果について」（2011年4月14日）より 

地盤沈下の状況 

50cm 

66cm 

◎山田 53cm 
◎大槌 35cm 

76cm 

84cm 

74cm 

◎南三陸 35cm 

◎石巻 78cm 

◎牡鹿半島 120cm 
◎ 

東松島 

43cm 

◎岩沼・亘理 47cm 

◎相馬 29cm 



震災時の映像 
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東日本大震災 
多賀城市より震災時映像抜粋放映 

http://youtu.be/Mu0qih-OkUs


配管等・ダクト等・機器等 

被害状況 
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地震：空調設備被害状況 
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空調：配管等被害状況（地震被害） 

撮影場所 宮城県若林区某所 撮 影 日 2011/4/13  被災原因 地震 
建物構造 ＲＣ 建物規模 地上2階  撮影階 外部 部屋名 外部  
状況説明 油配管トレンチ内   油配管破損  
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空調：配管等被害状況（地震被害） 

撮影場所 福島県福島市 撮影日 2011/4/2 被災原因 地震 
建物構造 RC  建物規模 地上3階 撮影階 - 部屋名 - 
状況説明    蒸気加湿管切断  
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撮影場所 宮城県名取市内某所   撮影日  2011/3/14    被災原因  地震 
建物構造 SRC    建物規模   地上3階  撮影階 ３階  部屋名  売場 
状況説明 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ、空調配管 吊りﾎﾞﾙﾄ切断による落下破損  

空調：配管等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 宮城県仙台市太白区某所  撮影日 2011/3/15    被災原因 地震 
建物構造 Ｓ   建物規模   地下１階  地上4階   撮影階   屋上   部屋名 屋上 
状況説明 空調配管 冷媒ラック倒壊  

空調：配管等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 宮城県白石市  撮影日 2011/3/17   被災原因 地震 
建物構造 S   建物規模  地上２階     撮影階 １階  部屋名   室内 
状況説明 空調用冷却水配管吊ボルト破断 

空調：配管等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 福島県伊達市  撮影日 2011/3/17   被災原因 地震 
建物構造 S   建物規模   ２階建て     撮影階 １階  部屋名   機械室 
状況説明 冷水配管支持金物脱落  

空調：配管等被害状況（地震被害） 
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空調：ダクト等被害状況（地震被害） 

撮影場所 -       撮影日   2011/6/8   被災原因   地震 
建物構造 S   建物規模   ２階建     撮影階  ２階    部屋名 通路 
状況説明 排煙ダクトが脱落  
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空調：ダクト等被害状況（地震被害） 

撮影場所 福島県いわき市某清掃ｾﾝﾀｰ   撮影日  2011/3/17   被災原因   地震 
建物構造 SRC     建物規模   延床面積 19,288㎡  撮影階 地上27ｍ    部屋名  排ガスヤード室 
状況説明 ＥＡダクト落下  
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撮影場所 宮城県黒川郡某所   撮影日   2011/3/16    被災原因    地震 
建物構造 S    建物規模   地上5階    撮影階 1階   部屋名   工程内エリア 
状況説明 ダクト脱落 吊りボルト破断 

空調：ダクト等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 宮城県仙台市青葉区   撮影日   2011/3/14     被災原因 地震 
建物構造 Ｓ   建物規模   地上5階    撮影階 屋上  部屋名   屋上 
状況説明 送風機ダクト移動によりキャンバス継手はずれ  

空調：ダクト等被害状況（地震被害） 
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空調：機器等被害状況（地震被害） 

撮影場所 宮城県仙台市青葉区内某所   撮影日  2011/3/23   被災原因   地震 
建物構造 ＲＣ   建物規模   地下１階、地上９階   撮影階  屋上  部屋名 屋上 
状況説明 空調機室外機転倒    冷媒ラック破損  
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空調：機器等被害状況（地震被害） 

撮影場所 宮城県仙台市   撮影日 2011/3/30   被災原因 地震 
建物構造 S   建物規模  地上2階    撮影階  1階   部屋名 映写室 
状況説明 エアコン落下  
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撮影場所 宮城県仙台市泉区泉中央  撮影日 2011/3/18   被災原因 地震 
建物構造 ＳＲＣ    建物規模   地上６階   撮影階  6階    部屋名   カルチャーセンター 
状況説明 吊り用全ねじボルトの破断によるファンコイルユニットの脱落  

空調：機器等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 岩手県水沢市   撮影日            被災原因  地震 
建物構造 S    建物規模    42ｍ×46ｍ×14ｍ    撮影階   1階   部屋名 テスター室 
状況説明 空調用フィルターボックス吊ボルト切断(12mm)  

空調：機器等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 宮城県仙台市青葉区内   撮影日 2011年3月   被災原因 地震 
建物構造 ＳＲＣ    建物規模 庁舎        撮影階   R階     部屋名 機械室 
状況説明 空調機防振装置外れ  

空調：機器等被害状況（地震被害） 
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撮影場所 宮城県名取市某所   撮影日   2011/7/29    被災原因    地震 
建物構造 ＲＣ    建物規模   ２階建    撮影階 Ｒ階   部屋名    屋上 
状況説明 排気ファンキャンバス外れ及び本体脱落 

空調：機器等被害状況（地震被害） 



配管・機器等 

被害状況 
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地震：衛生設備被害状況 
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衛生：配管等（地震被害） 

撮影場所 仙台市内某中学校   撮影日  23.3.19    被災原因   地震 
建物構造 RC    建物規模 撮影階   屋外   部屋名 屋外 
状況説明 屋外埋設給水管（VD）の継手接続部分の破損。  
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衛生：配管等（地震被害） 

撮影場所 仙台市内某小学校   撮影日  23.3.21    被災原因   地震 
建物構造 RC   建物規模      撮影階      部屋名  天井内 
状況説明 給水管継手の破損。  
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撮影場所 宮城県古川市    撮影日   2011/3/28    被災原因  地震 
建物構造 ＳＲＣ    建物規模   線路高架下    撮影階    2階天井レベル     部屋名 高架下 
状況説明 給水、ＳＰ、消火栓配管ＥＸＰ部可とう継手破断  

衛生：配管等（地震被害） 
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撮影場所 福島県郡山市内    撮影日  2011/3/25   被災原因   地震 
建物構造 Ｓ    建物規模  地上2階    撮影階 屋外   部屋名  屋外駐車場 
状況説明 浄化槽液状化により浄化槽が浮き上がり 

衛生：配管等（地震被害） 
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 仙台市内某小学校    撮影日   2012.3.21     被災原因  地震 
建物構造 RC    建物規模  撮影階  屋外      部屋名    屋外  
状況説明 FRP受水槽のパネル破断。  
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 仙台市青葉区国分町  撮影日  2011/3/12   被災原因 地震 
建物構造 ＲＣ   建物規模  地上１２階、地下２階  撮影階 屋上階  部屋名 屋外 
状況説明 屋上鉄骨架台上の高架水槽ＦＲＰ製複合板が破断。    
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 仙台市青葉区  撮影日 -     被災原因 地震 
建物構造 ＲＣ  建物規模  １２階  撮影階 屋上 部屋名  -  
状況説明 貯湯槽：基礎から脱落  
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 事務所ビル  撮影日  -     被災原因 地震 
建物構造 RC   建物規模  5F   撮影階 5F 部屋名 機械室 
状況説明 給湯器の転倒  
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 宮城県黒川郡某所  撮影日  2011/3/16   被災原因 地震 
建物構造 S  建物規模  地上5階  撮影階 1階  部屋名 機械室 
状況説明 防振架台破損  
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衛生：機器等（地震被害） 

撮影場所 宮城県黒川郡大衡村  撮影日  2011/3/17  被災原因 地震 
建物構造 S・SRC・RC  建物規模 屋外   撮影階 屋外  部屋名 屋外 
状況説明 ＳＵＳ製受水槽破損  



ダクト・機器 

被害状況 
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津波：空調設備被害状況 
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撮影場所 宮城県名取市某所  撮影日  2011/4/21    被災原因 津波 
建物構造 S   建物規模  地上2階建    撮影階  1階  部屋名 消火ポンプ室 
状況説明 電気盤津波による浸水（1FL+2500程度）  

空調設備（津波被害） 

津波ライン 
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撮影場所 仙台市宮城野区  撮影日  2011/4/10   被災原因  津波 
建物構造 Ｓ  建物規模  地上2階 撮影階 屋外  部屋名 屋外 
状況説明 冷却塔津波の漂流物により破損 

空調設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県石巻市某所  撮影日  2011/3/25    被災原因 津波 
建物構造 RC     建物規模 地上3階建  撮影階 １階  部屋名 病室 
状況説明 空調ﾀﾞｸﾄ津波による2階床下まで浸水  

空調設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県石巻市  撮影日  2011/4/16   被災原因 津波 
建物構造 RC   建物規模 地上5階  撮影階 １階 部屋名  中央機械室 
状況説明 津波により冷凍機が水没  

空調設備（津波被害） 
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空調設備（津波被害） 

撮影場所 岩手県大槌町  撮影日  2011/7/6  被災原因  津波 
建物構造 S   建物規模  地上2F  撮影階 1F  部屋名  店補内 
状況説明 天井材破損  ダクト吊りボルト破損  
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空調設備（津波被害） 

撮影場所 (財)磐城済世会 舞子浜病院  撮影日  2011/4/13   被災原因  津波 
建物構造 Ｓ   建物規模        撮影階 屋外ＧＬ    部屋名 屋外 
状況説明 地震・津波によるエアコン室外機損壊（他の室外機は流出）  



配管・機器 

被害状況 
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津波：衛生設備被害状況 
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撮影場所 宮城県仙台市某所  撮影日  2011/3/25    被災原因 津波 
建物構造 ＳＲＣ    建物規模    撮影階 1階   部屋名  外部 
状況説明 津波による受水槽破損状況  

衛生設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県亘理郡亘理町荒浜  撮影日  2011/8/30   被災原因  津波 
建物構造 ＲＣ    建物規模 地上５階建 保養所  撮影階 地上    部屋名 屋外 
状況説明 ポンプ室付ＦＲＰ製受水槽が津波により破壊されている。  

衛生設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県塩釜市  撮影日  2011/3/23   被災原因  津波 
建物構造 S   建物規模  地上２階  撮影階 １階   部屋名 1階男子便所 
状況説明 １階便所津波により水没FV自動部破損  

衛生設備（津波被害） 

津波ライン 
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撮影場所 宮城県名取市某所   撮影日  2011/4/21   被災原因 津波 
建物構造 Ｓ   建物規模  地上2階建   撮影階  1F   部屋名 消火ポンプ室 
状況説明 衛生機器 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ津波による浸水（1FL+2500程度） 

衛生設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県多賀城市内   撮影日  2011年3月   被災原因 津波 
建物構造 ＲＣ   建物規模 集合住宅   撮影階  －   部屋名 屋外道路 
状況説明 津波によりﾀﾝｸ倒壊流出  

衛生設備（津波被害） 
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撮影場所 宮城県岩沼市  撮影日  2011/4/6  被災原因  津波 
建物構造 Ｓ  建物規模  地上2階   撮影階  屋外   部屋名  - 
状況説明 加圧給水ポンプ破損 

衛生設備（津波被害） 
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まとめ 

1. 本報告は、復旧対応について追跡調査は行っており
ませんので、被害状況の報告とさせて頂きます。 
 
 

2. 空調工事・衛生工事に分類し、原因を地震と津波に
分けて状況収集を行いました。 
 
 
 

3. 本資料作成に当たり、会員３１社より８８０枚の被害状
況写真の協力を頂きました。 
 
 

・暫定対応・恒久対策など施主により対応が異なっているため 

・震度は７、６強、６弱とまちまちであり、建物構造や設備機器の
設置場所・設置階・設置方法に依り被害状況が全く異なるため 
 

 震災の際に受けました温かい支援に対し、
改めて御礼申し上げます。 


