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１．はじめに

　東北地方太平洋沖地震によって発生した大津波は、
北海道にも到達し、様々な被害と痕跡を残した。北海
道内における津波の痕跡については、当所の寒地水圏
研究グループ１）２）や土木学会の調査団３）４）によって、
詳しい調査・報告が行われている。
　北海道の東部地域においては、大津波の痕跡が比較
的長い時間残ったが、天候条件などによっては短期間
で消失することも考えられる。
　寒地土木研究所道東支所では、釧路に支所が存在し
ている利点を生かし、管内の津波痕跡が明確に残って
いる時点でいち早く自主調査を行った。本文は、その
概要についてとりまとめたものである。

２．調査概要

　道東支所では、１級河川の調査を行う班、港湾関係
の調査を行う班、２級河川や海岸などの津波痕跡をい
ち早くかつ広範囲に調査する班の３班に分かれて管内
の状況を緊急に調査した。
　１級河川の調査については、当所の寒地河川チーム
が中心となって、港湾関係の調査については、当所の
寒冷沿岸域チームと水産土木チームが中心となって詳
しい報告が行われている１）２）ため、ここでは管内の状
況を広範囲に調査した結果（本文中においては、単に
調査と記す）を報告する。

２．１　調査対象

　調査対象は、釧路開発建設部と帯広開発建設部の太
平洋沿岸地域とした。図－１に調査箇所のおおよその
位置を示す。

２．２　調査内容

　調査は機動性を最優先に、河川と海岸の津波痕跡の
確認と、津波によって運ばれた可能性が考えられる土
砂を採取し、必要に応じて塩分含有量や土砂の粒度分
布や土砂の由来を推定するための特徴的な成分の含有

図－１　調査箇所（道東支所管内広域図）

図－２　調査箇所（釧路市内拡大）

量を測定した。

３．調査結果

３．１　釧路市内

　釧路市内における調査対象箇所を図－２に示す。報
告で使用した写真は、図中赤矢印の先の位置で撮影し
たものである。
３．１．１　釧路川下流地域

　釧路川下流地域の状況を図－３に示す。この図は釧
路市の津波ハザードマップ５）に、各調査地点の状況写
真を貼りつけたものである。赤い線は３ｍ未満の津波
発生時における避難勧告対象区域、青色は５ｍの津波

報　告
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で２ｍ以上の浸水、緑色は１ｍ以上の浸水、黄色は１
ｍ未満の浸水が予想される区域を表している。
　①と②は津波によって運ばれた土砂が堆積していた
状況である。調査では①と②に示す様な土砂の堆積範
囲を徒歩や車上から確認した。土砂の堆積範囲は、釧
路市の津波ハザードマップが示す青色の箇所とほぼ一
致していた。
　①の箇所から採取した土砂には、高い濃度の塩化物
イオン（1.2％ Cl－）が含まれ、付近の建物には津波の
痕跡が残っていた。
　③は下流左岸に設置されている津波スクリーンであ
る。津波スクリーンとは「津波漂流物対策施設」の通
称で、津波来襲時に車両等が漂流物となって港内に流
入することや、係留している小型船舶が市街地に流出
することを防止する設備である。津波スクリーンの基
本構造は、支柱と捕捉スクリーン（ワイヤーロープ）か
ら成り、これらが津波漂流物のエネルギーを吸収しつ
つ漂流物を捕捉する６）。図－３の③に示す通り、津波
スクリーン前の積雪には、明確な津波の痕跡が残って
いた。痕跡の高さは、地面から約80cm であった。
　④は上流の貯木場から流出した材木を舟で集めてい
る状況である。釧路川には、多くの材木や船舶が流出
し漂流したが、市街地に侵入した形跡はなかった。
　今回の調査では、津波スクリーンが船舶や材木を捕
捉した痕跡は発見できなかった。しかし国土交通省北
海道開発局の調査では、釧路港を初め道内各地の港湾

に設置されている津波スクリーンが有効に機能し、減
災に大きく寄与したことが報告されている７）。この箇
所についても、積雪に付いていた津波痕跡の高さは捕
捉スクリーンよりも低く、しかも釧路川には多数の漂
流物が漂流していたことから、津波スクリーンが減災
と防災に有効な施設であることが示唆された。
　⑤は津波災害避難路の状況である。釧路市内には、
この他にも階段やスロープとなっている歩行者専用の
避難路も設置されている。写真の箇所は津波浸水想定
区域外であるが、この他の箇所も含めて今回の災害で
は、災害避難路の破損などは確認されなかった。
３．１．２　星ガ浦川、阿雪裡川、仁々志別川

　写真－１に星ガ浦川、写真－２に阿雪裡川、写真－

３に仁々志別川の状況をそれぞれ示す。写真中に示す
赤色の破線は、堆積していた土砂や積雪に残された痕
跡から推定した津波の高さである。赤矢印は河川の流
下方向を示している。写真からも確認できるとおり、
津波による痕跡が明確に残っていた。
　星ガ浦川では、堆積していた土砂を採取し塩化物イ
オン濃度を測定した。土砂の採取は、降雪の影響を最
小限にするため、国道38号に架かる橋梁の下から行っ
た。測定の結果、採取した土砂には高い濃度で塩化物
イオンが含まれていた（0.16％ Cl－）ことから、土砂は
津波によって運ばれたものと言える。

図－３　釧路川下流地域の状況（釧路市の津波ハザードマップに記入）
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３．２　根室方面

　根室方面の調査箇所を図－４に示す。報告で使用し
た写真は、図中赤矢印の先の位置で撮影したものであ
る。
　なお、幌戸沼の状況を確認した時点で日没となり、
調査を終了した。
３．２．１　温根沼

　温根沼は根室半島の付け根にある海跡湖で、国道44
温根沼大橋を境に根室湾に繋がる汽水湖でもある８）。
　写真－４は温根沼大橋付近の状況であるが、結氷が
津波によって破壊されていた。破壊されていた氷片に
は上部に土砂が堆積していた氷片と、土砂が堆積して
いなかった氷片があった。これは津波で破壊されて漂
流した氷片と、破壊されずにそのまま残り、上部に津
波で運ばれた土砂が堆積し、その後の津波で破壊され

写真－１　星ガ浦川津波痕跡

写真－２　阿雪裡川津波痕跡

写真－３　仁々志別川津波痕跡

写真－４　温根沼津波痕跡

写真－５　恵茶人沼津波痕跡

写真－６　幌戸沼津波痕跡

図－４　調査箇所（根室方面）

寒地土木研究所月報　特集号   　39



た氷片があったとことによると推測される。
　温根沼の出口は太平洋ではなく根室湾側に向いてい
ることから、津波は回折して半島の反対側にも達した
と思われる。
３．２．２　恵茶人沼、幌戸沼

　これらの沼は、太平洋に面した海跡湖の汽水湖であ
り、ラムサール条約登録湿地の一部となっている９）。
　写真－５に恵茶人沼、写真－６に幌戸沼の津波痕跡
を示す。これらの沼では、土砂が津波によって湿地に
堆積していた。これらの沼はラムサール条約登録湿地
であるため、沼への立ち入りは困難と考え、遠方から
の目視調査のみを行った。

３．３　白糠・十勝方面

　白糠・十勝方面の調査箇所を図－５に示す。報告で
使用した写真は、図中赤矢印の先の位置で撮影したも
のである。
　ワッカリベツ川と広尾川については、河川敷地内に
周囲とは明らかに粒度が異なる細かい土砂が堆積して
いた。しかし土砂を採取して分析したところ、土砂中
に塩化物イオンがほとんど含まれていなかった。この
ため、堆積していた土砂が、今回の津波によって運ば
れた土砂であるか、過去の増水等で堆積した土砂であ
るか判断できなかったため本報告から除外した。
３．３．１　コイトイ川、庶路川、茶路川

　庶路川は、幹川流路延長67km、流域面積328km² の
２級河川で、コイトイ川はその支流である。両河川は、
河口付近で合流している。茶路川は幹川流路延長71
km、流域面積354km² の２級河川である。写真－７に
コイトイ川、写真－８に庶路川、写真－９に茶路川の
津波痕跡を示す。これらの川では、河川敷の植生や礫
の上に土砂が堆積していた。
　堆積土砂を採集した位置について、コイトイ川と庶
路川では、雨や雪などの天候の影響を避けるため国道
橋の下から採取した。茶路川については、橋梁の下に
土砂が堆積していなかったので、写真－９に示す箇所
から採取した。
　表－１は、堆積土砂の成分と粒度を分析した結果で
ある。土砂には塩化物イオンが含まれており、津波に
よって運ばれて、打ち上げられたものであると考えら
れる。塩化物イオン濃度は、コイトイ川から採取した
土砂のものが最も高かった。塩化物イオン濃度に違い
が生じた理由は不明であるが、流速が遅いコイトイ川
を津波が遡上するときには、海水は河川水との混合に
よる塩分希釈の影響が小さく、流速の早い茶路川では

写真－７　コイトイ川津波痕跡

図－５　速報調査箇所（白糠・十勝方面）

写真－９　茶路川津波痕跡

写真－８　庶路川津波痕跡
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河川水と海水が混合し塩分が希釈されつつ遡上した可
能性が考えられる。
　塩化物イオン以外の成分を見ると、コイトイ川の全
窒素の含有量が他の川と比較して特に高くなってい
た。一方、鉄、マンガン、リンについては突出した違
いはなかった。
　粒度分布については、コイトイ川から採取した土砂
は細粒分が多く、逆に庶路川から採取した土砂は粒度
の粗い砂分などの割合が高かった。
　コイトイ川は庶路川の支流であるので、両河川の河
口は共通である。茶路川についてもこれらの河川から
距離的に大きく離れていない。堆積土砂の多くが海に
由来するものであれば、成分や粒度分布にするとは考
えにくい。
　コイトイ川の上流は、酪農用のため池や湿地帯を通
過している。このためコイトイ川から採取した堆積土
砂には、酪農に由来する窒素と湿地帯に堆積している
細粒分が多くなった可能性が考えられる。
　一方、庶路川と茶路川から採取した土砂については
各成分や粒度分布に大きな違いがない。庶路川と茶路
川は流域面積、幹川流路延長にほとんど違いがなく、
共に白糠町の山間部を水源にしているため、採取した
土砂の粒度や成分に大きな違いが生じなかったと考え
られる。
　以上のことから、河川敷に堆積していた土砂は、津
波の押し波によって海から運ばれたものではなく、引
き波によって上流から運ばれたものであると推察され
る。
３．３．２　和天別川

　和天別川は茶路川の支流で、河口付近で茶路川と合
流している。写真－10から写真－13は、和天別川の地
点①から地点④までの津波痕跡である。
　地点①では、結氷が津波によって破壊されていた。
この地点の氷片には、ゴミや土砂が付着していなかっ
た。
　地点②では、結氷が破壊されていなかった。結氷上
には津波によって打ち上げられたと思われるゴミや土
砂が堆積していた。また、高水敷にも津波によって運
ばれたと思われる土砂やゴミが堆積していた。
　③の箇所では、川の途中まで結氷が破壊されていた。
破壊された氷片は、上流部の結氷上に散乱しており、
特に結氷が破壊されていた箇所と破壊されていない箇
所の境界付近には、氷片が二重三重に折り重なるよう
に堆積していた。
　④の箇所では、割れた氷片が河道内ばかりではなく、

表－１　採取した土砂の分析結果

（コイトイ川、庶路川、茶路川）

写真－10　和天別川津波痕跡（地点①）

（氷片上にゴミや土砂が見られない）

写真－11　和天別川津波痕跡（地点②）

（結氷上に土砂やゴミが見られる）

写真－12　和天別川津波痕跡（地点③）
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な機関で津波痕跡調査を実施した。しかし各機関の役
割分担や連携が十分ではなかった。
　役割分担や連携が十分ではなかった理由として、津
波は予測ができないものであり、関係する各機関は情
報収集や現場対応のため多忙を極めるため、調査実施
のための準備や調整を行うことが困難であることが挙
げられる。
　この問題に対処し合理的かつ効果的に調査を行うた
めには、関係機関との役割分担と必要なデータを平常
時から整理しておくことが重要である。津波痕跡調査
では、時間と共に消失しやすい痕跡を優先的に調査す
ることや、災害発生直後に行った調査の結果を、後に
行う各関係機関が行う詳細な調査に生かすことができ
る様、GPS による位置確認や痕跡確認箇所のマーキ
ングを行うなど、各機関の連携も考慮した調査を行う
ことも重要である。

４．２　津波痕跡の信頼性向上

　津波痕跡の信頼度については、1960年チリ沖地震津
波後の津波波高評価で痕跡の明確度と測定誤差の大小

河川敷地周辺の広い範囲に散乱していた。氷片の厚さ
は約30cm 程度で、上に土砂が付着していた氷片と、
付着していない氷片があった。
以上のことから、

・結氷の上を遡上（流下）し、土砂やゴミを結氷上に残
した波

・結氷の下を遡上（流下）し、結氷を破砕した波
・結氷を破壊しつつ地点③まで達し、破壊後の氷片を

結氷上に押し上げた波

など、河川内に侵入した津波は、複雑な動きをしつつ、
様々な経路を通っていた可能性が示唆された。
３．３．３　ウツナイ川

　ウツナイ川は十勝川の支流で、河口付近で十勝川と
合流している。ウツナイ川の位置と周辺の状況は図－

５に示した通りである。
　ウツナイ川は、下流部分で十勝川と合流している。
川の周囲は牧草地や畑作地帯で、農業用排水路が多数
接続し、夏期には農業排水が流入する河川である。
　写真－14はウツナイ川の津波痕跡である。河道内に
おける結氷の破砕が確認できた。氷片の上には土砂や
ゴミなどが堆積していなかったことから、津波は結氷
の下を通過した可能性が高い。また周囲の土地利用状
況より、十勝川を遡上した津波がウツナイ川を経由し
て、農業用排水路や農地に侵入する可能性も認められ
た。

４．今後の課題

　道東支所では、釧路に支所が存在している利点を生
かし津波痕跡をいち早く調査することができた。今回
の災害では、津波痕跡が比較的長い時間残っていたが、
天候の悪化などによって短い時間で痕跡が消失するこ
ともある。このような事態に備えて、津波の痕跡をい
ち早く調査することは有意義なことである。
　しかし今回の災害状況調査では、様々な課題が残っ
た。以下、今回行った調査の課題を述べる。

４．１　他機関との連携と調査目的・内容の整理

　地震津波は広い範囲に影響が及び、津波の痕跡は時
間と共に消失するものが多い。調査を行う際には関係
する各機関が協力し、計画的かつ合理的に行うことが
重要である。
　今回の津波災害では、寒地土木研究所以外にも様々

写真－13　和天別川津波痕跡（地点④）

（上に土砂が付着している氷片と、

　　　　付着していない氷片が見られる）

写真－14　ウツナイ川津波痕跡
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告：2011年７月

　　http://rde.nhdr.niigata-u.ac.jp/jsce/
４） 渡邊康玄、川村里実：北海道内津波河川遡上調査、

東北地方太平洋沖地震津波・北海道津波合同調査
報告会概要、（社）寒地港湾技術研究センター、

によってデータ分類がなされ、その後の調査もこの分
類に従ってデータが整理されている10）。この中では、
痕跡が明確であれば信頼度大としているが、台風や高
潮などの影響と痕跡が重複する場合には信頼度極小と
している。
　報告で述べた津波痕跡は、データ分類で信頼度大と
言える箇所であるが、その他にも津波の痕跡である可
能性が高いものが多数あった。例えば、写真－15は十
勝方面のワッカリベツ川、写真－16は広尾川の土砂堆
積状況である。これらの河川では、低水路の近くに細
かい土砂が堆積していた。しかし、土砂中に含まれる
塩化物イオンが非常に少なかったため、津波の痕跡で
あるか、過去の増水などによるものか判断できなかっ
た。
　津波で運ばれた土砂に塩分が多く含まれていても、
降雨や降雪により塩分が流出し、塩分は希釈されると
考えられる。また、津波が川を遡上する場合、海水の
直接遡上ばかりではなく、圧力伝搬の形で伝わること
も考えられる。この場合、伝わった波や運ばれた土砂
には塩分が混入しない。すなわち、塩分がほとんど含
まれていなかった土砂についても、津波によって運ば
れた可能性がある。
　これらの課題に対処するため、後で通常時の状況を
確認すること、橋梁下など降雨や降雪の影響が少ない
場所から試料を採取すること、地域住民、河川管理者、
地方自治体等を対象にヒアリング調査を行うことなど
が考えられる。

５．おわりに

　災害が発生した直後の状況を調査することは、有効
な対策を策定するための重要な資料となる。特に積雪
寒冷地域では、降雪や雪氷の融解と共に災害の痕跡が
短時間で消失することも多い。今回の調査は有意義で
あったと言えるが、同時に多くの課題があった。
　本報告では津波痕跡の調査を報告したが、雪害や洪
水など津波以外の災害についても、発生直後に現地の
状況を確認することは、津波痕跡の調査と同様に重要
なことである。
　さらに、実際に災害を経験した地域住民、自治体、
道路・河川・港湾などの管理者、復旧作業に携わった
建設業者などの方々の意見と実態を把握することも支
所の重要な役割であると考えている。

写真－15　ワッカリベツ川土砂堆積状況

（土砂中の塩化物イオンは0.0039％　Cl－）

写真－16　広尾川土砂堆積状況

（土砂中の塩化物イオンは0.01％　Cl－）
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沼地区」の成果の概要、国土地理院時報　2011　
No121

９） 環境省ホームページ：日本の重要湿地500、
　　http://www.sizenken.biodic.go.jp/wetland/26/
　　26.html
10） 土木学会原子力土木委員会　津波評価部会：原子

力発電所の津波評価技術　付属編（資料編）p15
　　http://committees.jsce.or.jp/ceofnp/system/

files/TA-MENU-J-02.pdf
11） 国土交通省　水管理・国土保全局　河川津波対策

検討会：「河川への遡上津波対策に関する緊急提
言」について、平成23年８月22日

　　http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukoku
　　do03_hh_000376.html

2011年８月
　　http://www.kanchi.or.jp/pdf/tsunami_resume.

pdf
５） 釧路市津波ハザードマップ：釧路市ホームページ
　　http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/brow
　　ser?ActionCode=content&ContentID=114182323

9893&SiteID=0
６） 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部釧路港湾

事務所ホームページ：津波漂流物対策施設（通称：
津波スクリーン）の概要、

　　http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/kouwan/port/
kushiro/images/saigaitaisaku/tsunami.pdf

７） 国土交通省北海道開発局ホームページ：平成23年
度港湾防災策会議　資料2-1）、平成23年８月１日
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jishintsunami/pdf/110801_2_1.pdf
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