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冬期の北海道において地震や津波が発生した場合には、海氷や河氷を伴った津波の影響によ

る施設被害の発生、積雪や低温による住民避難への影響等、積雪寒冷地特有の課題が想定され

るが、それらを解決する技術的手法は確立していない状況である。このため、北海道開発局で

は、積雪寒冷地の冬期の津波発生による沿岸防災対策を技術的見地から構築するため、津波発

生時に海氷・河氷・積雪等の雪氷現象が伴った場合の特有の物理現象やリスクを明らかにする

とともに、沿岸部の防災対策の方向性について事業横断的な検討を行った。本稿は、この結果

について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 

 北海道開発局では平成22年に「北海道開発局津波対策

検討委員会」を設置し、北海道の地域特性を考慮した津

波対策のあり方に関する検討を行い、平成24年3月に

『津波対策に関する提言書』をまとめた。この提言書で

は、冬期に津波が来襲した場合の被害拡大に留意する必

要性とともに、積雪寒冷地である北海道特有の課題を解

決するため調査検討を進めることの必要性が示された。 

冬期の北海道において地震や津波が発生した場合には、

海氷や河氷を伴った津波の影響による施設被害の発生、

積雪や低温による住民避難への影響等、積雪寒冷地特有

の課題が想定されるが、それらを解決する技術的手法は

確立していない状況にある。 

このため、積雪寒冷地の冬期の津波発生による沿岸防

災対策を技術的見地から構築することを目的として、既

往の知見や数値シミュレーション等を活用し、津波発生

時に海氷・河氷・積雪等の現象（以下「雪氷現象」とい

う）が伴った場合の特有の物理現象やリスクを明らかに

するとともに、ハード面・ソフト面での防災対策の方向

性について検討を行った。なお、検討にあたっては、寒

冷地工学、海岸工学等の学識経験者等で構成する「雪氷

期の津波沿岸防災対策検討会」（座長：木村克俊室蘭工

業大学大学院教授）を設置した。 

 

 

2.  雪氷現象から想定される津波発生時の物理現象 

 

 雪氷現象が生じる期間（以下「雪氷期」という）の津

波災害シナリオ及びリスクの検討にあたり、北海道の雪

氷現象の特性、過去に実際に発生した雪氷期の津波によ

る被害事例、雪氷現象自体による被害事例をもとに、雪

氷現象を伴った津波が発生した場合に生じる物理現象の

想定を行った。 

 

(1)   北海道の雪氷現象の特性 

北海道の沿岸部の積雪深は、アメダスデータによれば、

数十cmとなり、特に日本海側では最大積雪深が2m近く

に達する。また、最低気温は12月～3月にかけ-10℃～-

20℃程度となり、海水温もオホーツク海と太平洋東岸で

は零下となる。さらに、12月～3月の期間、全道的に河

川は結氷し1)、オホーツク海から十勝沿岸の港湾や漁港

で港内結氷がみられる。流氷は1月～3月にかけオホーツ

ク海沿岸に到来し、年によっては根室半島を越え、十勝

沿岸まで達することもある2)。 

 

(2) 雪氷期の津波による被害事例 

北海道周辺で雪氷期に津波が発生し、海氷や河氷が津

波とともに遡上する等して、被害を受けた事例を調査し

た結果、表-1に示すとおり、過去に少なくても4件ある

ことが分かった。この内、「1952年 十勝沖地震」の際、

浜中町霧多布地区では、海氷を伴った津波が陸地に遡上

した影響により、家屋の破壊等の被害を拡大させた可能
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性があるとされている8)。破壊された家屋と遡上した流

氷の状況を図-1に示す。また、同図に避難する住民の様

子があるが、積雪や低温により歩行速度の低下や防寒対

策等が生じ、避難が困難であったと考えられる。 

 

(3) 雪氷現象による被害事例 

 雪氷現象自体に起因する被害事例としては、海氷や河

氷が橋脚等の構造物や地形的な狭窄部に詰まり閉塞した

状態となる「アイスジャム」、海氷や河氷が鉛直方向に

積み重なる状態となる「パイルアップ」、海氷や河氷の

「越氷」、また、河川等に降雪や排雪された雪が狭窄部

等で閉塞した後に流水と混じり合い一気に流化する「雪

泥流（スラッシュフロー）」、「雪崩」等によるものが

ある。これらの事例を整理したものを表-2に示す。 

 

(4) 雪氷現象から想定される津波発生時の物理現象 

 前節までの雪氷現象の特性や被害事例をもとに、「海

氷」「河氷」「積雪・凍結・低温等」の観点で、北海道

の雪氷現象から想定される津波発生時の物理現象を想定

した。さらに、「積雪・凍結・低温等」については、そ

こから想定されるリスクについて整理した。 

a) 海氷のアイスジャムやパイルアップ 

海氷が津波によって漂流する場合、密接度（氷に覆わ

れている海面の占める割合）の違いにより発生する物理

現象は異なると考えられる。海氷の密接度が疎の場合、

海氷は単体で漂流するとみなせるため、構造物等への衝

突が主な現象になると想定される。一方、海氷の密接度

が密の場合、海氷は群状で漂流するため、水平方向の氷

荷重が構造物へ作用することや、海水の流体力が海氷を

介して氷荷重として構造物に作用することが考えられる。 

 

表-1  雪氷期の津波被害等の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  1952年十勝沖地震の被災状況（浜中町霧多布地区）9) 

さらに、より海氷が密な状態においては、アイスアーチ

が形成されやすくなり、アイスジャムを引き起こす要因

となることが想定される。多量の海氷が津波によって漂

流し、陸域や河川に遡上した場合、建物等の間隔、海氷

のサイズ、津波の流速等の条件によって、アイスジャム

やパイルアップが発生することが考えられ、図-2のよう

に、水位上昇や建物等に働く外力の増大等が生じること

が想定される。 

b) 河氷のアイスジャムやパイルアップ 

結氷している河川に津波が遡上した場合、津波により

割れた河氷が漂流・遡上し、治水施設への衝突や堤外地

への遡上等が生じると想定される。さらに、河川の狭窄

部や橋脚部等においては、前項と同様に、アイスジャム

やパイルアップが生じることが考えられる。 

c) 積雪・凍結・低温等 

積雪や凍結による避難路の歩行困難、吹雪による視界

不良、また地震に伴い発生した雪崩による避難路・避難

場所の機能不全等が生じ、避難行動が阻害される可能性

がある。さらに、低温や吹雪等により、防寒準備や屋外

行動の躊躇といった避難行動の開始の遅れが生じるもの

と想定される。 

また、津波に巻き込まれた場合、水温が低いことによ

る生存率の低下が懸念される。IMO（国際海事機関）の

「国際航空海上捜索救助手引書」によると、水温2℃未

満における生存時間は45分以下とされている。 

さらに、雪泥流の衝撃力は水と同等であるが、瞬間的

にパルス状の衝撃力が働く特性を有する13)。雪捨て場等

が津波によって浸水した場合、雪泥流が発生し被害をも

たらす可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 震 名 状  況 

1894年3月 根室沖

地震 

国後島で流氷を伴った津波の遡上により、

家屋が3棟倒壊、船が5隻破損3) 

1923年2月 カムチ

ャッカ地震 

カムチャッカ半島で波に押し流された氷塊

によって魚缶詰工場が破壊4) 

1952年3月 十勝沖

地震 

浜中町霧多布で流氷を伴った津波の遡上に

より家屋が多数破壊5)6) 

2011年3月 東北地

方太平洋沖地震 

道内の河川で河川結氷が漂流し、鵡川でア

イスジャムが発生7) 

雪氷現象 状  況 

海氷 
・網走港にて波で遡上した海氷によって港湾施設が損壊 

・厚岸漁港で海氷の遡上により漁船が損壊10) 

河氷 

・1938年2月、カナダのナイアガラホールズ市の

Honeymoon Bridgeでアイスジャムの形成により橋が崩壊11)

・1994年2月、札幌市の琴似発寒川の長栄橋付近で発生

したアイスジャムが崩壊して泥流が一気に流下し、河道

内の重機と作業員が流される事故が発生12) 

雪泥流 

東北や北陸地方では、河道内が雪崩や雪捨て等により閉

塞(雪ダム化)した箇所に、融雪水や雨水が出水すること

で、雪が水で飽和され雪ダムが決壊・流動し、道路冠水

や建物の損壊、死者を伴う事故が発生13) 

雪崩 
2011年3月、長野県北部地震により、表層・全層雪崩が

発生し、道路や建物が損壊14) 

 

 
海側の水位

陸側の水位

流氷なしの場合

水の力

流氷ありの場合

水の力

海側の水位の上昇

陸側の水位の低下

アイスジャム
の発生

海側と陸側の水位
差が大きくなり、
建物などに大きな
力が働く津波津波

(独)寒地土木研究所 寒冷沿岸域チーム提供

図-2  流氷を伴った津波氾濫流の水理模型実験概要 

表-2  雪氷現象による被害等の事例 
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3.  災害シナリオとリスクの検討 

 

 前章で検討した事項を踏まえ、雪氷期の津波災害シナ

リオ及びリスクを想定するとともに、モデルケースを対

象とした各種数値シミュレーション（以下、「SIM」と

いう）や既往知見を活用して、雪氷期の津波特有の上乗

せリスクを評価した上で、課題を抽出した。ここで、雪

氷現象を伴った津波は、雪氷期以外の期間と同程度の規

模の津波でも被害の拡大が生じるものと考えられ、すな

わちリスクの上乗せが想定されると考えた。 

ただし、雪氷現象が伴った津波による物理現象は、メ

カニズムが十分に明らかとなっていない上、合理的な計

算手法等も確立されていない状況である。このため、表

-3のとおり、主な検討事項における現在の技術レベルや

知見を整理し、採用する数値SIMのモデルを設定した。 

SIMで対象とするモデルケースの地形は、雪氷期の津

波発生時に想定される物理現象や、北海道の地形的特徴

等を踏まえ、河川を中心に市街地が形成され、沿岸に港

湾及び漁港が存在するものをモデル化した（図-3）。な

お、モデルケースは、特定の地域や都市を想定したもの

ではない。 

 

(1) 津波の浸水による影響の検討 

『津波浸水SIMモデル』では、モデルケースの防護ラ

インを超えて陸域に浸水するよう、沿岸部で5m程度(30

分程度で第1波到達)となる津波を設定した。この津波を

ベースとして、各SIMを実施した。 

  浸水による被害の概略想定を行ったSIM結果は、図-4

に示すとおりである。最大浸水深分布については、港湾

や漁港の浸水深が4m以上、河川沿いの市街地が沿岸部

で2m以上、その他は2m未満のレベルである。また、浸

水2m以上の面積は河川沿いの低地において7.3%であり、

これは松富・首藤(1994)の「浸水深と家屋破壊程度」に

照らすと、木造家屋が全壊する目安のエリアとなってい

る15)。 

 

(2) 海氷・河氷の漂流や遡上による影響の検討 

海氷や河氷が存在する雪氷期に津波が沖合より伝搬し、

津波が陸上や河川に遡上した場合の影響を検討するため、

『漂流SIMモデル』による検討を実施した。ここで、漂

流SIMは、前節で示した津波浸水SIMのケースの計算結

果における水位・流速を外力とし、漂流物に作用する漂

流力はモリソン式により求める方法を採用した。 

 

主な検討目的 現在の技術レベル 採用数値SIM 

・対象津波による

浸水深・浸水範

囲・流速・到達

時間の把握 

・非線形長波方程式やブシネスク方程式による浸水予測が一般的 

・局所的な検討においては、MPS法やVOF法等による3次元的な手法もある 

・非線形長波方程式は一般的な手法であり、「津波浸水範囲の設定の手引き」(平成 24年 4月、国

土交通省)で推奨され、北海道の津波浸水予測でも採用された実績を有する 

【津波浸水SIM】 

○非線形長波方程式に

よるモデルを採用 

・海氷・河氷の漂

流や遡上時の挙

動、移動範囲の

把握 

・海氷を流体として扱うモデル(2 層流)や、DMDF モデルのような流氷の広域分布を予測するモデル

があるが、津波との一体的な予測や遡上への適用事例がない 

・海氷・河氷の漂流と遡上等を合理的かつ包括的に解析する手法が確立していない 

・漂流物を個別に取り扱うモデルは、津波による船舶やコンテナ等の漂流予測で多数の実績がある 

【漂流SIM】 

○漂流物を個別に取

り扱うモデルを採

用 

・雪氷期以外と雪

氷期の避難可能

率の違いを把握 

・様々な手法が提案されているが、最近は数理モデルを用いた手法や、マルチエージェントモデル

の活用事例が多い 

・マルチエージェントモデルは「マルチエージェントシステムを用いた津波からの避難シミュレー

ション-青苗地区を例として」（斎藤・鏡見、日本建築学会計画系論文集、第 597 号、2005 年）

等の津波避難SIMの検討事例を有する 

【避難SIM】 

○マルチエージェン

トモデルを採用 

表-3 検討目的別の現在の技術レベルと採用した数値SIM 

※浸水率の算定エリアは、河川の両岸の
低地について、500m程度の幅で設定

浸水率の算定エリア

浸水ランク 浸水率(%) 

浸水なし 44.6 

0～0.5m 19.2 

0.5～1.0m 14.0 

1.0～2.0m 14.9 

2.0m以上 7.3 

図-4 最大浸水深分布及び被害の概略想定 図-3 地形モデル 

支川 港湾

河川

漁港

支川樋門
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また、漂流SIMでは漂流物の個数が多く、衝突の回数

が増えるような密接度の高い条件ほど、計算時間が膨大

となるため、本検討では、図-5に示すように「ステップ

1」として広範囲で疎に海氷を配置して陸域に遡上する

海氷の影響範囲を把握して、この結果をもとに「ステッ

プ2」として影響範囲（汀線から700m）に限定的かつ密

に海氷を配置し、「ステップ3」として河川内の河氷を

限定的かつ密に配置した解析を段階的に実施した。漂流

SIMの結果、海氷や河氷の漂流・遡上による上乗せリス

クを整理したのが図-6である。同図によると、海氷は浸

水深1.0m程度の範囲まで到達する傾向が認められる。し

かし、これは本検討で海氷の喫水を一律0.6mとしたもの

であり、現実には厚さの薄い氷盤も存在することを考慮

すると、影響範囲はさらに拡大するものと想定される。

このことから、雪氷期以外であれば、家屋の全壊を免れ

る目安である浸水深2.0m以下のエリアであっても、海氷

や河氷が存在する状況下で津波が発生し、それらが漂

流・遡上した場合には、家屋や臨港地区の施設等の被害

リスクが高まると考えられる。 

 

(3) 避難行動の阻害要因による影響の検討 

雪氷期に津波が発生した場合、降雪、積雪、凍結等に

よって、歩行速度が低下することや避難路の幅員が減少

すること等、避難行動が阻害されることが考えられる。

また、屋外の避難場所が積雪等により機能を喪失するこ

とも考えられる。さらに、避難行動を行う際には、低温

や吹雪等により、防寒準備等に時間がかかり、避難行動

の開始の遅れが考えられる。これらの影響を検討するた

め、『マルチエージェントSIMモデル』による検討を実

施した。津波避難SIMは、図-7に示すとおり配置した

3,000名の住民が徒歩により避難場所へ避難することを

前提とし、津波到達(地震発生から30分程度)までに避難

完了した割合により評価することとした。 

 検討ケースの条件設定とSIM結果による避難完了率の

比較を表-4に示す。これらの結果によると、雪氷期以外 

と比較して、雪氷期の避難完了率は低下傾向にあるが、

その要因としては歩行速度の低下や歩道幅員の減少によ

る避難行動の阻害があると考えられる。また、避難開始

時間が、遅れれば遅れるほど避難完了率は低下し、特に

雪氷期でその影響が大きく、早期避難が重要であること

が分かる。一方、避難完了率を比較すると、雪氷期で公

園が避難場所としての機能を喪失した「ケース2-1」の

避難率が最も低いが、これは避難距離が長くなった影響

が大きいものと考えられる。 

 

検討 

ケース 

検  討  条  件 SIM結果（避難完了率） 

季節 年齢 歩行速度 歩道幅員 避難場所 避難開始時間 25分後 60分後 

ケース1 
雪氷期 

以外 
6才未満 

(4.8%) 

6才～65才 

(70.5%) 

65才以上 

(24.7%) 

1.0m/s 

(0.5m/s) 

主要：3.5m 

一般：2.0m 
4箇所 直後   (10%) 

0～ 5分 (20%) 

5～10分 (50%) 

10～15分 (20%) 

61.9% 99.6% 

ケース2 

雪氷期 

0.7m/s 

(0.35m/s) 

※( )内は6才未

満及び65才以

上 

主要：2.0m 

一般：1.0m 

4箇所 41.1% 94.7% 

ケース2-1 
3箇所 

(公園使用不能) 
18.8% 88.8% 

ケース2-2 4箇所 

直後   (10%) 

0～ 5分 (10%) 

5～10分 (30%) 

10～15分 (50%) 

33.5% 93.2% 

港湾関係者 約60人

約1,650人

避難場所
(公園)

避難場所(建物)

避難場所(建物)

漁業関係者
約30人

約1,260人

図-7 避難者の初期配置 

表-4 津波避難SIMの検討ケースと避難完了率の比較 

海岸～河川周辺の市街地に
海氷・河氷が遡上
→家屋や避難施設等の被害

が発生するリスクが高まる

港湾内に多数の海氷が遡上
→避難施設や危険物タンク等の

被害が発生するリスクが高まる

沿岸部の道路等
に多数の海氷が
遡上
→啓開・復旧活

動が遅延する
リスクが高まる

漁港内にも多数の海氷が遡上
→避難施設や危険物タンク等の

被害が発生するリスクが高まる

樋門へ多数の海氷・河氷が衝突
→治水施設の被害が発生するリ

スクが高まる

図-6  最大浸水深及び海氷・河氷の遡上範囲 

図-5  海氷の初期配置 

河道内に2.5m×2.5mの河氷
をカバー率100%で配置

狭域に5m×5mの海氷を
カバー率100%で配置

広域に5m×5m
の海氷をカバー
率20%で配置

< ステップ1 >       < ステップ2 >        < ステップ3 >  
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4.  ハード面及びソフト面の防災対策の検討 

 

 前章までの検討結果をまとめ、雪氷現象毎に想定され

る物理現象、雪氷期特有の上乗せリスク、そして課題を

整理した結果の抜粋を表-5に示す。 

 ここで、それぞれの課題に対する防災対策の方向性を

検討するにあたっては、図-8のとおり、堤内地への津波

の流入を防ぐために設置した防潮堤等の施設を線的に結

んだ「防護ライン」の整備水準と「津波の規模」により、

雪氷期特有の上乗せリスクの違いが生じることから区分

して考えることとした。さらに、防護ライン自体とその

内側、外側というエリア別でも違いがあると考えた。こ

のため、ハード面及びソフト面の防災対策の検討は、

「津波レベルと防護ラインの整備水準に着目した区分」

と「エリアに着目した区分」を軸に行った。 

この結果を取りまとめたものを抜粋したものが、表-6

である。同表では、横軸に①津波規模L1：防護ライン

整備未了、②津波規模L1：防護ライン整備済み、③津

波規模L2という「津波レベルと防護ラインの整備水準

の区分」、縦軸に防護ラインの内側、防護ラインの外側、

防護ライン自体、防護ラインの内外共通という「エリア

区分」とし、それぞれの区分に存在する施設等を勘案し

つつ、雪氷期の津波特有の上乗せリスクとハード・ソフ

トによる対策・対応の方向性を示した。 

 

雪氷 

現象 
物理現象 津波災害シナリオ リ ス ク 課  題 

海 

氷 

海氷が漂流して陸域に遡

上 

・港湾施設、漁港施設、建築物、危険

物、船舶等への衝突、破壊 

・道路の閉塞 

・港湾施設、漁港施設、建築物、危険物等への

衝突による損壊のリスクが増加 

・海岸・河川周辺の道路に海氷が遡上し、啓開

復旧活動が遅延するリスクが増加 

・危険物等の防護 

・雪氷期における迅速な啓開・復旧活動

の実施体制の確保 

パイルアップやアイスジ

ャムの発生 

・橋の崩壊(陸上輸送機能の寸断、水

道・ガス管等のライフラインの損傷)

・施設被害、人的被害、ライフライン被害、二

次災害、経済活動への影響等のリスクが増加

・津波によるパイルアップ・アイスジャ

ムの発生メカニズムや影響の解明 

河 

氷 

津波が結氷河川・湖沼を

遡上 

・海氷が漂流して堤防、水門、樋門、取

水施設等への衝突 

・治水施設への衝突による損壊、洪水等の二次

災害のリスクが増加す 

・重要な治水施設の防護 

積 

雪 

路面の積雪 ・避難時の歩行速度の低下 ・避難に要する時間が増加し、人的被害のリス

クが増加する 

・雪氷期における避難行動の阻害要因を

考慮した避難計画の策定、避難行動の

実施 

凍  

結 

水門、樋門、陸閘等が凍

結により閉鎖不能 

・浸水範囲の拡大 ・浸水被害、人的被害のリスクが増加する ・樋門等の確実な閉鎖 

対象 
①津波規模L1：防護ライン整備未了 ②津波規模L1：防護ライン整備済み ③津波規模L2 

雪氷期特有の 
上乗せリスク 

対策・対応の方向性 
雪氷期特有の
上乗せリスク 

対策・対応の方向性 
雪氷期特有の 
上乗せリスク 

対策・対応の方向性 

防
護
ラ
イ
ン
の
内
側 

建築物、道
路、ライフ
ライン等 

・海氷や河氷が津波とと
もに防潮堤や河川堤防
を超え、堤内地に遡上
し、建築物やライフラ
イン等に衝突すること
による損壊 

・堤内地（市街地等）の
パイルアップやアイス
ジャムの発生による建
築物等の倒壊 

ハ
ー
ド 

・L1対応の防護ライン整
備を早急に進める 

・津波の浸水を免れ
た堤内地でも、防
潮堤や河川堤防で
の局所的なパイル
アップにより海氷
や河氷が堤内地に
進入、周辺の建築
物やライフライン
等に衝突すること
での損壊 

ハ
ー
ド 

・水門等の自動化の推
進 

・①と同様のリス
クがあり、それ
らの発生確率も
高まる 

 
 

ハ
ー
ド 

・L1対応の防護ライン整備が未
了の場合で、雪氷期特有の上
乗せリスクがある箇所におい
ては、粘り強く効果を発揮す
る防護ライン整備を早急に進
める 

ソ
フ
ト

・建築物等に対するパイ
ルアップやアイスジャ
ム等の影響を定量化す
るため研究推進 

ソ
フ
ト

・局所的なパイルアッ
プの生じるメカニズ
ムを解明するための
研究推進 

ソ
フ
ト

①と同様 

防
護
ラ
イ
ン
の
外
側

湾・漁港施
設［水
域］、船舶
等 

・海氷の衝突による施
設、船舶等の損壊 

・パイルアップやアイス
ジャムの発生による施
設、船舶等の損壊 

ハ
ー
ド

・海氷の影響を考慮した
港湾・漁港施設の対津
波性強化対策の検討 

①と同様 

・①と同様のリス
クがあり、それ
らの発生確率も
高まる 

 

・L2に対しては減災の考え方のも
と、住民避難を中心としたソフト対
策を重視して対応することを基本 
 

ソ
フ
ト

・パイルアップやアイス
ジャムの発生可能性が
高い箇所のハザードマ
ップ等での周知 

防
護
ラ
イ
ン
自
体 

防潮堤等 

・海氷の衝突、摩擦等に
よる防潮堤等の機能低
下 

 
ハ
ー
ド 

・L1対応の防護ライン整
備を早急に進める 

・海氷衝突等による防潮
堤の機能低下に対する
対策工法の検討 

・海氷の衝突、摩擦
等による防潮堤等
の機能低下 

 
ハ
ー
ド 

・海氷衝突等による防
潮堤の機能低下に対
する対策工法の検討

・①と同様のリス
クがあり、それ
らの発生確率も
高まる 

 

ハ
ー
ド 

・L1対応の防護ライン整備が未
了の場合で、雪氷期特有の上
乗せリスクがある箇所におい
ては、粘り強く効果を発揮す
る防護ライン整備を早急に進
める 

ソ
フ
ト 

・海氷衝突等が防潮堤等
に与える影響定量化の
ための研究推進 

ソ
フ
ト 

・海氷衝突等が防潮堤
等に与える影響定量
化のための研究推進

ソ
フ
ト 

①と同様 

表-5 雪氷現象毎の津波災害シナリオ・リスクと課題（抜粋） 

図-8  防護ラインの整備水準による津波被害の違い 

樋門等

危険物タンク等

津波避難タワー

ハード対策に
よる防護ライン

■防護ラインを超えない津波の場合
→防護ラインの内側の上乗せリスクは局所的
→防護ラインの外側と防護ラインのリスクは変化なし

内側

外側

樋門等

危険物タンク等

津波避難タワー

ハード対策に
よる防護ライン

内側

外側

■防護ラインを超える津波の場合
→防護ラインの内側は上乗せリスクが発生

< a) 防護ラインを超えない津波の場合      < b) 防護ラインを超える津波の場合  

将来：L1以下-防災 >         将来:L1超-減災,現状:L1以下-防災 > 

表-6 雪氷期特有の上乗せリスクとハード面及びソフト面の対策・対応の方向性（抜粋） 
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5.  おわりに 

 一連の検討の結果、主な雪氷期の津波特有の上乗せリ

スクには、海氷や河氷が群れとなって漂流することで生

じる施設被害の拡大、積雪や凍結等による避難行動の遅

延や阻害、被災後の啓開や復旧活動の遅延といった点が

あることが分かった。そして、これらへの対策として、

ハード面では、各事業で取り組んでいるL1クラスの津

波に対応した津波防護施設等の整備を着実に進めること

が最も重要であると考えられる。また、ソフト面として

は、雪氷期の津波特有のリスクを広く周知し早期避難の

啓発を推進することや発災後の適切な啓開・復旧体制を

構築することを引き続き進めることが必要だと考える。

さらに、雪氷期の津波による物理現象のメカニズムや対

応方法等の研究が進むことも重要であると考える。 

 本検討においては、未解明なテーマへのチャレンジン

グな取り組みとして、テレビ・新聞等で大きく報道され、

注目を浴びた。これは、雪氷期の津波の危険性を一般の

方に周知啓発するという点、また、北海道開発局の取り

組みをアピールするという点で、大きな役割を果たすこ

とになったと考えている。この点については、本稿とは

別に報告したい。 
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