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 河川を遡上する津波の発生時に、樋門を完全に閉鎖すべきか、半開とすることで内水氾濫を

抑止すべきか、河川管理を行う上での基本思想が充分に確立されていないという課題が存在す

る。本稿ではまず、樋門からの逆流を想定した津波氾濫解析モデルを構築し、1993年北海道南

西沖地震津波時に尻別川で発生した内水氾濫の再現計算を通じて妥当性検証を行った。次にそ

れを踏まえ、樋門開度や津波波高を変化させると氾濫範囲がどのように変化するかについて、

モデル河川を対象に数値解析的な検討を行ったものを報告する。 
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1. はじめに 

 

 日本は春夏秋冬の四季に恵まれ、国土の約3分の2が森

林地帯であり世界でも屈指の急流河川の多い国である。

その反面、日本列島を構成する地形は環太平洋造山帯に

属しており、国内に多くの火山が存在する。同時に地震

多発国でもあり、近海で地震が発生し津波が発生するた

び沿岸域には多くの被害がもたらされてきた。そのため

津波防災対策に関する研究は古くからなされ、数値予測

技術はかなりの程度まで確立されており、津波伝播など

の特性も非常に精度良く予測することが可能である。 

 一般的に、津波が沿岸域に到達すると、海に開けた河

口を持つ河川で津波の遡上が発生する。河川を遡上する

津波の研究も、津波現象という大枠の一部をなす要素と

して古くから検討が行われてきた1)。しかし、2011年東

北地方太平洋沖地震津波では大規模な津波のために河川

域でも甚大な被災が発生したことから、津波が河川管理

上の問題としてより一層具体的に位置づけられた。河川

施設設計へ反映することが定められるなど、その対策が

進められている。筆者らが所属する研究グループでも、

河川施設への波力評価を行うための2次元計算モデル2)、

3次元計算モデル3)の構築や、冬期に発生する氷板混合津

波が構造物に及ぼす影響の評価4)などにこれまで取り組

んできており、実現象、実験及び数値解析的な検討を元

に要素技術の開発を行ってきたところである。 

 さて、2014年4月2日午前8:46頃(JST)、チリ北部イキケ

沖で地震が発生し、この津波は日本沿岸域にも到達が確

認された。この時、北海道太平洋沿岸部には4月3日午前

3:00に津波注意報が発表され、道東地方の河川で4月3日

12:00頃から水位変動が確認された5)。一般に、このよう

な遠地で発生する津波の場合には到達までにある程度の

時間差がある。そのため、津波対策として仮に樋門ゲー

トを全閉した場合には、到達までの時間で内水氾濫の危

険性が高まってしまうという懸念があり、操作方法につ

いて未だ議論の途上であるという段階である。 

 そこで本研究では、河川津波発生時の樋門操作を考え

るにあたって、実際的な想定を考慮可能なモデル開発を

目的とした。第一段階としてモデルの妥当性を検証する

ために1993年南西沖地震時の尻別川（図-1）における津

波遡上の再現計算を行い、その上で、実際的な検討を行

う対象モデルとして写真-1の新釧路川昭和樋門を選定し、

樋門ゲートの開度、津波波高を変化させると堤内側の浸

水傾向がどのように変化するか検討を行った。最終的に

開度、波高と浸水面積の関係について議論を行うことと

した。 

 

 

図-1 対象河川の河口位置図と1993年北海道南西沖地震

津波時の波源域 



Takaaki Abe, Yoshishige Sato, Jungo Funaki 

 

写真-1 昭和樋門の概況（2013年8月撮影） 

 

2. 手法 

 

 まず、数値計算手法について概説する。津波侵入の再

現計算・予測計算にあたっては、無償公開されている平

面2次元の河川氾濫解析ソフト（iRICソフトウェア6)・

Nays2D Flood Ver 5.0β）を用い検討を実施した。計算モデ

ルに用いられている基礎方程式は以下の連続式(1)及び

運動方程式(2)、(3)である。 

0      1  

  2  

  3  

但し、 √ ， √ である。

ここでhは水深、tは時間、u, vはそれぞれx方向、y方向の

流速、gは重力加速度、Hは水位、τx, τyはそれぞれx, y方向

の河床剪断力、Cfは摩擦抵抗係数で後述のManning粗度

係数nを使いてCf = gn2/h1/3と表され、ρは水の密度である。

地上部の地形データは国土地理院基盤地図情報5 mメッ

シュ標高データ7)、河道内の河床高については横断測量

データ、釧路港周辺の海底地形については日本海洋デー

タセンター(JODC)より公開されている500 mメッシュ水

深データ(J-EGG500)からGISソフト上でデータ補間を行

い、10 m間隔で標高データを作成した。本稿では特に断

りの無い限り標高の単位[m]は[T.P.m]を表す。 

 前半の検討対象である尻別川河口部の周辺及び河床地

形、逆流を想定した磯谷樋門の位置を図-2に、新釧路川

河口部の周辺及び河床地形を図-3に示した。新釧路川は

釧路港から本川河道にかけて（図-3 (a)）と、昭和樋門周

辺（図-3 (b)）とに分けて計算を行った。昭和樋門周辺

の津波逆流を想定した計算にあたり、新釧路川右岸築堤

堤内排水路（図-3 (b)中央上部、以下川沿幹線と表記）

は基盤地図情報の5 mメッシュデータでも充分に解像で 

 
図-2 尻別川河口の周辺及び河床地形 

 

図-3 新釧路川河口の周辺及び河床地形 

 

きず地形が不明瞭であり、堤内水路の流れを考慮するこ

とが困難であった。そのため昭和樋門の平成12年度工事

図面を参考に川沿幹線の水路床高として0.22 mを与える

こととした。 

 これらの処理を施したデータに基づき、本川の計算メ

ッシュは流下方向、横断方向共に20 mのサイズでメッシ

ュを作成し、昭和樋門周辺の計算については 5 mメッシ

ュを作成して標高を付加した。Manningの粗度係数につ

いては水域について0.025 m-1/3sを設定した。初期条件と

して、尻別川の初期水面勾配は0、新釧路本川の初期水

面勾配は0.0001、昭和樋門周辺の解析時は初期水面勾配0

を設定した。境界条件の設定方法は3章にて述べる。尚、

本稿においてメッシュ作成、地形や計算結果の平面2次

元的な表現と可視化（図-1,2,3,4,6,8）には全てiRICソフ

トウェアのGUIを用いたことを付記しておく。 

 津波が樋門を透過・逆流する流量の計算にあたっては、

iRICソフトウェアのGUI上で樋門を挟んで堤外側に流入

メッシュ、堤内側に流出メッシュを指定し、水位、地盤
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高、樋門の敷高を元に算定した。具体的には、河川砂防

技術基準8)を参考に、樋門を挟んで高い方の水深をh1、

低い方の水深をh2、樋門の内法高をHaとして、通過流量

Qを以下の式 

2  （ の場合） 4  

2  （ の場合） 5  

で算出した。Bは内法幅である。流量係数は標準値8)C1 = 

0.75, C2 = 0.79を用いた。前半部再現計算の節において、

樋門台帳より、磯谷樋門ではHa = B = 1.2、後半部の昭和

樋門ではHa = 2.5, B = 3.5、写真-1から2連構造とした。 

 本研究では、第一段階として尻別川で発生した津波遡

上時の樋門を逆流した再現計算を実施しモデルの妥当性

を検証したのち、第二段階として新釧路川の樋門を対象

として樋門開度を変化させた検討を行い、逆流に伴う浸

水範囲の変化について検討を行うこととした。 

 

3. 結果及び考察 

 

(1) 1993年北海道南西沖地震時に尻別川で発生した河川

津波による内水氾濫再現 

 本節ではモデル構築の第一段階として、1993年7月に

発生した北海道南西沖地震津波発生時の再現計算を行い、

モデルの適用性について検討を行う。対象としたのは尻

別川河口KP.0.3付近右岸磯谷樋門で、尻別川河口に到達

した津波が樋門を逆流して内水氾濫を起こした事例であ

る。本再現計算にあたっては、河口に到達した津波の境

界条件が必要である。尻別川河口から北東約18 kmに岩

内港があり、南西沖地震時の検潮記録が残されている9)。

しかしながらこの波形（波高として約1.4 m）を尻別川

河口に与えたところ磯谷樋門を逆流しての浸水は発生し

なかった。この原因として岩内港が尻別川河口に比べ震

源から離れている（図-1）ことや、開けた沿岸に位置し

ているために津波水位を適切に表現できていないことが

考えられた。もう一つの情報として、小樽開発建設部に

よる記録誌10)で尻別川河口部で3.17 mという痕跡水位が

ある。但しこれは聞き取り調査によるもので厳密な数値

ではないことに留意する必要がある。これに基づき本研

究では尻別川河口境界に与える波形として、津波到達直

前の尻別河口観測所における時間水位0.19 mから3.17 m

まで上昇し、一定の振幅A0で変動するsin波の波形を与え

ることとした。これは時刻をtとして次式で表される。 

sin 2 /     6  

但しこの場合A0 = 2.98、Tは周期である。Tは岩内港で観

測された津波波形の第1波から第10波までの周期を平均

してT = 1,363 s ( ≒ 22.7分)と設定した。 

 以上の条件で1時間の計算を行い、尻別川周辺での最

大浸水深を可視化したのが図-4である。浸水深は0.1 m以 

 

図-4 再現計算結果と浸水痕跡範囲10)との比較 

 

上を示しており、左部の黒実線が下流端境界である。漂

流物の付着高や聞き取り調査により判定した浸水区域を

図中左上の黄色破線領域で示した。この浸水区域と計算

結果の最大浸水深の境界を比較すると領域としては概ね

一致している。但し浸水区域の右側では現地と計算では

異なり計算の方がやや浸水範囲が小さい。この原因は

様々に考えられるが、当時と河口部の地形が変化してい

る可能性があり、完全な再現は今後も精緻な地形データ

を用意することができない限り困難であると思われる。

よって本研究での位置づけとしては、本モデルによって、

下流端境界から入射させた津波が樋門を逆流して浸水を

きたす現象にも、ある程度適用可能であることを確認で

きたと考えるのが妥当である。勿論、1993年以降の津波 

や2011年の東北地方太平洋沖地震津波の再現計算を通じ

て適用例を今後も増やしていき、信頼性を高めることが

必要であることは言うまでもない。 

 

 (2) モデル河川における樋門逆流による内水氾濫想定 

 前節における検討から、本モデルの妥当性がある程度

確認できた。この当時の地震は観測記録があまり残って

おらず、津波侵入時の時系列的な検討は困難である。赤

穗ら11)も指摘している通り、2011年東北地方太平洋沖地

震津波では多くの観測データが蓄積されたので、モデル

の信憑性や有効性を示すことが今後の津波対策計画にあ

たって非常に重要となってくるだろう。尚、佐藤ら12)は

既に新釧路川での再現計算を実施しており、水位観測所

の到達波高、到達時刻を良好に再現できることは確認済

みである。そのため本節ではより実際的な想定を踏まえ

た検討を行う。対象は図-3の新釧路川で、ここでの想定

は、釧路港での朔望平均満潮位0.6 m、新釧路川で平水

流量46 m3/s、川沿幹線の平水流量0.7 m3/sの時に、初期潮

位0.6 mからの釧路港での波高をHtとして1, 3, 5 mの津波

が到達した場合に新釧路川を津波が遡上するというもの

である。そのような下流端境界条件は式(6)でA0 = Htとし

てHdownに0.6を加えると表現できる。周期Tは次のように

設定した。釧路港で発生した既往の津波周期において、

2003年十勝沖地震13)、2010年チリ沖地震14)、2011年東北地

方太平洋沖地震13)いずれも40分程度、平成24年度北海道 
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図-5 昭和樋門吐口・本川合流部地点での予測水位 

 

庁による最大クラスの予測結果15)で60分程度であったこ

とから、比較的蓋然性が高いと考えられる周期としてT 

= 2,700 s ( = 45分)を設定した。Watanabeら13)の考察では

2003年十勝沖地震、2011年東北地方太平洋沖地震で釧路

港にて観測されたような津波の周期は主として海底地形

によって決まり、津波規模には依存しないとされている。 

 図-5に示したのは、昭和樋門吐口と本川合流部地点で

の波高別の水位変化である。赤線で示される1 mのケー

スでは初期水位から波高0.5 m程度分上昇している。緑

線の3 mのケースでは1.5 m程度の波高、青線5 mのケース

では3 m程度の波高となっている。結果としてこのよう

に、いずれのケースでも河川津波は昭和樋門地点まで到

達することが予想された。 

 ここで、波形に着目すると3 m以上のケースでは波形

の前傾化が発生し、短い時間内に1 m以上もの急激な水

位上昇が発生している。また、一般に水深が大きい程波

速は大きくなるが、合流部への到達時刻も波高が大きい

程早くなる結果となった（図中でt = 900～1,000 s前後）。

この波高が大きい程到達時刻が早くなるという点は、河

川津波対策上留意すべき事項と考えられる。以降の検討

ではこの水位を昭和樋門周辺計算領域（図-3下段）の下

流端境界条件として与え計算を行っている。 

 まず、複数回発生する河道内の津波遡上時において樋

門逆流がどのような想定になるか把握するため、最も深 

 

図-7 t = 14,400 sにおけるA-A'断面の縦断水位と最大水位 

 

刻と考えられたHt = 5 m、樋門全開の場合について、時

系列的な浸水深の変化を図-6に示した。水深と共に流況

把握のための流速ベクトルを概ね15 m格子間隔で示して

いる。t = 600 sの初期状態では川沿幹線から本川吐口を

経由して本川に流下しているが、t = 1,080 sで本川水位が

上昇するに伴い川沿幹線に逆流が生じている。その10分

後t = 1,680 sでは水路から逆流水が溢れ市街地まで浸水が

及んでいる。その後t = 3,120 sの引き波時には樋門を伝っ

て逆流水は本川へと流れ、第2波来襲時t = 4,440 sで再度

逆流が発生し浸水範囲も拡大している。t = 6,120 sの引き

波時氾濫水はまた川沿幹線から本川へ戻り、第3波（t = 

7,200 s）来襲時再度氾濫が拡大し、第4波、第5波（t = 

12,840 s）と侵入が発生する度に浸水範囲の拡大と縮小

が繰り返されることとなった。 

 このように、本事例（図-5, 6）や2011年東北地方太平

洋沖地震津波発生時に見られるように河川津波は複数回

来襲するのが通常であるし、第1波が最大波とも限らな

い。第1波が引き波であることもあるし9) 、最大波とな

ることもある16)。樋門操作の運用を考えるに当たっても

これらの事実には留意する必要があると考えられる。 

 図-7に示したのは、図-6左上に示した昭和樋門を挟む

A-A'断面（黄破線）において、t = 14,400 sでの水位、最大

水位、標高を示したものである。本川側で4.5 m程度ま

で水位上昇が発生しているが右岸築堤を超えるほどでは

ない。川沿幹線部のように樋門からの逆流によって堤内

0.0
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標
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図-6 波高Ht = 5 m、樋門開度 100 %(全開)のケースにおける時系列的な水深の変化 
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側の水位が上昇し、市街地側まで浸水が発生した様子を

読み取ることができる。 

 次に、逆流による浸水範囲の傾向を概括するために、

波高Htを1, 3, 5 mと変化させ、樋門開度を変化させた時の

最大浸水深を図-8に示した。これは計算終了時t = 14,400 s

（4時間後）の時点である。各ケース開度を左から0 %

（全閉）、10 %、25 %、50 %（半開）、100 %（全開）

毎に示している。ここでの開度とは函体断面積B×Haを

基準にしたものである。まず、(a)の1 mのケースを見る

と、全閉した場合（開度0 %）は津波の逆流ではなく、

全閉により川沿幹線の排水が遮断されたことによる水位

上昇が起こり、更に上流側の水路にも流入が発生して一

部市街地の道路部に沿って浸水が発生している。しかし

ながら、開度を10 %以上とした場合には川沿幹線の流量

は昭和樋門を通過し、堤内地の浸水も見られなかった。

流況からも津波の逆流は呑口から川沿幹線の約100 m程

度で発生しているのみであることが別途確認された。 

 次に3 mのケース(b)であるが、全閉のケースでは(a)と

同様に水路から水が溢れ浸水が発生している。しかし開

度10 %のケースでは浸水が見られない。開度25 %～

100 %では津波遡上により、逆流が発生する結果となっ

たが、その逆流は水路支川内部で収まっており市街地で

の浸水は確認できなかった。尚このケース(b)では高水

敷までの浸水が発生している様子が確認できる。 

 最後に波高5 mのケースであるが、全閉0 %の場合では

堤内地の浸水範囲は(a), (b)と同様である。最右段の全開

100 %の場合では大規模な浸水が発生しているが、50 %

～10 %に開度を小さくすると、それに応じて浸水範囲は

小さくなるという結果となった。 

 これらの結果に基づく一つの類推ではあるが、波高、 

 
図-9 波高・開度別の浸水面積の変化 

 

開度と浸水範囲の関係は以下のようになるだろう。すな

わち、(a), (b)のように波高が比較的小さく堤内排水路に

十分な許容量があれば、樋門を一部開放することで堤内

排水を一部流下させつつ、内水氾濫を抑制できる。この

時津波は小さいので堤内排水路を逆流するのみで大規模

な浸水には繋がらない。但し図-8 (b)、特に右側のケー

スで明らかなように開度が大きいほど長距離にわたって

水路を遡上することが想定される。次に(c)のような大規

模津波の発生時には、樋門を僅かでも開放しておくこと

が堤内の浸水に直結すると予測される。しかし開度を全

開より小さくすることで、一定程度浸水を抑制すること

ができそうである。図-8は4時間という限定された計算

期間の結果であるが、長時間全閉しておけば、より浸水

範囲は大きくなることが想定される。 

 浸水範囲の定量的な把握を行うために、樋門全開時で

t = 14,400 sにおける浸水面積を1とし、開度を減少させた

時の同時刻における浸水面積と比を取って浸水範囲の拡

大率と定義し、波高Ht毎に整理したのが図-9である。こ

の図から、Ht = 1, 3 mのケースでは樋門を開放しておけ

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

1 2 3 4 5

Ht = 1 m Ht = 3 m Ht = 5 m

0%          10%          25%         50%        100%

浸
水
範
囲

の
拡
大
率

全閉 全開

図-8 波高と開度別の浸水面積の変化（全て最終時刻 t = 14,400 sの段階） 
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ば浸水範囲はほぼ一定であることが分かる。その理由は

図-8中で逆流が発生する堤内排水路の面積は計算領域に

比して充分小さいためである。しかし全閉（0 %）とし

た時は市街地への浸水が起こるためHt = 1 mのケースで

浸水面積が約1.5倍、3 mのケースで約1.2倍となる。一方

で大規模津波のHt = 5 mのケースでは、開度を狭めてい

くことで概ね単調に浸水範囲が減少することがわかる。

特に、本節の計算条件において、開度を10 %まですると

浸水範囲は半分程度まで抑制できる可能性があることが

分かった。但し、図-9中の開度0 %はt = 14,400 s時点のも

のであるから閉鎖が長期間にわたれば堤内排水の流入流

量により浸水範囲は拡大するであろう。 

 本節の検討ケースは昭和樋門周辺をモデル地形とした

限られた条件のものであり、堤内・本川の流量が変化す

れば当然結果も異なる性質のものである。また、2章に

述べたように堤内排水路については情報が少なく、地形

データにいくつかの処理や補間を施している。そのため

必ずしも実際に同条件の津波で浸水範囲が同様の結果と

なるとは限らない。従ってこの結果のみでなく多種多様

な河川や樋門、条件下でも同種の検討を今後実施するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

4. まとめ及び今後の課題 

 

 本研究では、河川津波が樋門から逆流することを想定

した氾濫解析モデルを構築し、まず1993年北海道南西沖

地震津波時に尻別川で発生した内水氾濫の再現計算を行

い妥当性の評価を行った。その上で、樋門開度や津波波

高を変化させた時に氾濫範囲がどのように変化するかに

ついて、数値実験を行った。その結果、本稿のモデルは

実現象の再現計算にもある程度適用することが確認でき

た。また後半部のような波高・樋門開度を変更した整理

を行えば、簡易な手法でありながら津波規模や河川の流

況に幅を持たせた想定が可能であることが確認できた。 

 今後の課題としては、後半部の新釧路川のモデルでは

本川部の計算と樋門周辺の計算を別途実施しており、境

界条件として時系列水位のみ反映させている。昭和樋門

吐口は本川に対してほぼ直角に合流するので大きな問題

にはならないと考えているが、斜めに合流している場合

は流速のx, y両成分を受け渡すことが望ましい。そして

本稿のモデルでは河床変動を考慮することが難しい。既

往の河川津波では砂州のフラッシュ現象が多く確認され

ており、その影響で本川の流況が変化することが想定さ

れる。より実勢に即した検討のためには、尻別川のよう

に河口砂州が顕著な河川では特に、河床変動を踏まえた

検討の必要性があると思われる。また北海道のような積

雪寒冷地域では結氷の存在が重大な問題である。結氷時

の樋門ゲート部の通過流量については更なる検討の余地

があり、継続的な議論が望まれる。今後は本モデルを用

いて堤内排水流量、本川流量、地盤沈下量などの河川津

波に関係する諸要素を変化させた検討を蓄積し、河川津

波来襲時の施設操作基準について検討を進めて行く予定

である。 
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