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氷海域における津波防災の研究の取り組みについて
木岡

信治＊

森

昌也＊＊

程度の大きさが多く（大きいもので５m 平方で厚さ

１．まえがき

1.3m 程度）、遡上速度は人の駆け足程度であった、等
冬期の北海道北東部沿岸域などの流氷や沿岸結氷を

の情報が得られています。そのほか、1982年３月根室

含む氷海域において、大量の海氷を伴った津波は、通

沖地震で発生した津波により遡上した海氷による家屋

常の津波よりも被害を拡大し、国民の生命・財産に甚

や船舶の損害（国後島）３）、1923年２月カムチャツカ地

大な損害を与える可能性があります。過去に、津波に

震津波による遡上氷塊がカムチャツカ半島の魚缶詰工

より海氷が遡上し、後述のように建物等が損壊した事

場を破壊した事例４）、そして、2011年の東北地方太平

例がいくつか報告されています。2011年の東北地方太

洋沖地震でも、色丹島の港湾で、遡上した海氷により

平洋沖地震で発生した津波でも、当時残されていた僅

燃料パイプが切断されたほか、国後島の河口部にある

かな海氷の遡上や、河川氷のアイスジャム（閉塞）発生

橋梁上のレールが氷塊により損壊した５）等の被害事例

１）

による水位上昇や水門への衝突 等、何らかの津波に

があります。

よる氷のレスポンスが確認されました。ゆえに、氷海

表－１には、文献６）等も参照し、20世紀以降に氷海

域においても海氷を伴った津波の市街地氾濫等に関す

域で津波が発生した過去の事例をまとめました。小さ

る検討が急務となっております。筆者らは、海氷遡上

なものも含めると20以上を数えます。道東の流氷域・

を考慮した津波ハザードマップ作成のための支援ツー

結氷域で津波が来襲していることに加え、オホーツク

ル、海氷衝突を考慮した石油タンク等の危険物施設や

海でも観測されているのがわかります。さらに、オホ

避難施設等の重要構造物の耐氷設計法の構築等といっ

ーツク海を震源とする地震と津波が1956年に発生し、

た、氷海域における津波防災に関する研究に取り組ん

網走で40cm の津波を記録しました。2006年、2007年

でおります。

には千島列島沖での地震により一時オホーツク海にも

本稿では、これまで氷海域で発生した津波来襲状況

津波警報が発令されました。それを契機にオホーツク

と認知されている海氷津波被害および研究成果につい

海に面した幾つかの自治体でも、ハザードマップの導

て報告します。

入が試みられ、その後北海道庁によるオホーツク海沿
岸部での想定津波シミュレーション結果を受け、多く

２．過去に発生した海氷を伴う津波の被害事例

の自治体でもハザードマップの導入が始まりつつあり
ます。東北地方太平洋沖地震では、道東にも3m 近い

海氷を伴った津波は、通常の津波より被害を拡大す

津波が来襲しました。当時、幸い海氷が後退していた

る可能性があるわけですが、実際に過去にいくつかの

が、残っていたわずかな海氷の陸上遡上が確認されま

事例があります。そのひとつが、1952年の十勝沖地震

した（図－２参照）。少し時期が早ければ、被害が拡大

で発生した津波です。まだ海氷が残る３月４日に十勝

していた可能性もあります。また根室海峡に面した漁

沖で M8.2の地震が発生し、死者28名、家屋全壊・半
壊多数という甚大な被害が生じました２）。津波規模は
１～２m でしたが、道東では３～４m（場所により遡
上高６m）
の津波が来襲しました。特に、霧多布での被
害は大きく、琵琶瀬湾に取り残されていた流氷や沿岸
結氷板が、津波によって砕かれ、その氷片を伴って市
街地に遡上し、家屋の破壊等（図－１参照）の被害を拡
大させたほか、氷が琵琶瀬橋
（延長98m）に直撃し橋脚
が折れて落橋しました。海氷は、２m 平方、厚さ0.6m
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図－１ 1952年十勝沖地震で発生した津波とともに遡
上した海氷による家屋の被害状況の例（1952年十勝沖
地震調査報告書２）より）
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図－２ 東北地方太平洋沖地震で陸上に遡上した海氷
（根室半島太平洋沿岸部）

図－３ 海氷分布の例（第1区海上保安本部海氷情報セ
ンター公開の過去の海氷速報８）より抜粋）

港においても１m 以上の津波が来襲したことを考え

策が必要であることがわかります。事実、既に述べた

７）

ると、エッジ波 によりオホーツク海まで伝搬してく

ように、海氷による直接的な被害事例があることは強

る可能性もあり、氷海域での津波のリスクは、その発

調しておきたいと思います。

生源が千島沖やオホーツク海のみではないことを示唆
しています。また、海氷量や気象条件により、流氷が

３．津波による海氷の市街地への遡上の検討

太平洋にも流出してくるため（図－３参照）、霧多布で
の事例でみたように、津波の常襲地域であり、大きな

まだ予備的な段階ですが、海氷模型群（ポリプロピ

津波の来襲が危惧される根釧地域にも海氷を伴う津波

レン製）を水面に浮かべた状態で、ゲート急開方式に

のリスクがあるといえます。

よって段波を発生させ、陸上へ遡上した海氷群を伴っ

以上概観したように、沿岸結氷域や流氷域にも津波

た津波氾濫流の性質などを調べることを目的とした水

が来襲しており、海氷によるリスクも考慮した防災対

理模型実験等を実施しています。この実験では特に比
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較的建築物が密集した市街地への氾濫を想定し、特に、

でアイスジャムが発生し、その閉塞によって流れをせ

そこに形成される海氷群のパイルアップやアイスジャ

き止め水位が上昇します。建築物には、まず氷群によ

ムという現象に着目した、海氷群の挙動や水位の変化

る衝突荷重が作用し、その後しばらく大きな静的な力

等を調べています。一般的には、前者は氷が高く積み

が持続します（図－７、８）。この力は堰き止めによる

上がる現象
（図－４参照）、後者は狭い箇所での氷の滞

水位上昇分と、壁のように建築物間でせき止められた

留・閉塞現象で、これらの形成により、大きな荷重が

水の圧力も建築物が負担するために生じる静水圧荷重

作用する場合があります。また、津波時ではありませ

で説明できます（初期の衝突力については本実験では

９）10）

んが、橋梁や沿岸・海洋構造物等が崩壊例えば

し

た事例が幾つかあります（図－４、５、６参照）。
本実験によって以下のことが推察されました。氷の
大きさや建築物間隔等の条件によっては、建築物付近

評価できず、別途次節でご紹介します）。この結果から、
大量の氷群が伴う場合には、建築物には初期の動的お
よびその後持続する大きな静的な力が作用すること、
津波避難ビル等への避難に際しては、その建築物が崩
壊せずとも、水位上昇と氷群のパイルアップ（図－４、
５、６、８）も考えると、より高い所に避難する必要
があることがわかりました。今後さらに様々なシナリ
オを考慮した実験を実施していく予定です。
４．構造物に作用する海氷の衝突荷重と破壊挙動
津波氾濫流によって高速で運動する氷塊が、津波避

図－４ 沿岸での海氷のパイルアップ例
（湧別町にて、（株）西村組・高橋氏提供）

᭴ㅧ‛䈮↪䈜䉎ജ

難施設や危険物施設等の重要構造物へ衝突すれば、そ
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図－７ 水理模型実験より得られた建築物に作用する
力の経時変化の例（氷群の有無による比較（角柱の建築
物模型を水路幅方向に一定間隔で並列配置した場合）

図－５

Ice pile-up in Stonehaven Harbour、
Canada[Timco,G., 2002 ９)]

図－６ 多脚構造物間のジャミング形成に伴う氷力増
大によって、渤海湾石油掘削用プラットホームが崩壊
[Wang、Q.J.,198310)]
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図－８ 上図に対応した建築物前面近傍の水位の比較
とアイスジャムパイルアップ状況の例（定常状態）
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れらの局部損傷や崩壊の危険性がある。筆者らは、こ

衝突実験では人工海氷側の条件（氷温、塩分、寸法、

の安全性評価のための手法を構築することを目的とし

形状、衝突速度等）および構造物側の条件（形状、規模）

て、人工海氷の構造物への衝突実験を実施するととも

を様々変え、海氷を自由落下させることによって、構

に、数値シミュレーションにより、氷塊の衝突破壊モ

造物に衝突させています。また比較のため、木材や鋼

ードや構造物へ及ぼす衝突・動的荷重について検討し

製材料など他材料についても実施しました。また、３

11）12）

ています

。

次元の個別要素法（DEM）や動的弾塑性 FEM を応用
し、氷塊の破壊挙動や衝突力を良好に再現できる数値
シミュレーション手法を開発しています（図－９、10
参照）。これにより、図－11に示すように様々なシチ
ュエーションを考慮した衝突破壊シミュレーションを
実施でき、構造物の安全性評価が可能となると考えて
います。
他方、実験や数値実験結果等から得られる物理的な
考察として、氷塊衝突時に、脆性破壊が生じて、それ
らの破壊氷片が衝突方向に飛散する場合（氷サイズ＞
構造物サイズ、等）には、その衝突力は、脆性破壊し
ない他材料に比べて遙かに小さくなる一方、氷サイズ
より大きな構造物に衝突する場合には、その衝突力は、
破壊の有無によらず、海氷の衝突速度、動弾性率、接
触面積で決まることが推察され、実用的な簡易式を提

図－９ 構造物
（杭）に作用する衝突力（支点反力）の波
形及び破壊モードの実測と計算結果との比較例
（構造物は FEM、海氷は DEM でモデル化）
Reaction force (kN)

35

案しました。
５．海氷群の漂流および遡上予測手法

30

海氷群を高粘性流体（連続体）と見なした海氷の漂流

25

および陸上遡上シミュレーション（広域的）のほか、パ

20

イルアップやアイスジャム形成など氷の離散的性質を

15

exp.
cal.(DEM)
cal.(FEM)

10
5
0
0

5

10

Impact velocity (m/s)

図－10 衝突速度に伴う最大衝突力の実験値と計算値
（DEM および FEM) との比較例
（杭の直径6cm、氷寸法：0.6m ×0.6m×0.15m）

考慮した遡上シミュレーション（局所的）の開発を行っ
ています。
連続体モデルでは、氷を高粘性流体と考え、非線形
長波方程式の２層流モデル（上層：海氷群、下層：海水）
13）

を用いています。界面抵抗係数は「摩擦抗力係数」

として扱い、水平拡散係数は、オホーツク海における
海氷の海岸近傍の速度分布（境界層内）から推定される
渦動粘性係数を採用しています14）。それから、上層流

図－11 開発中の氷塊破壊シミュレーションの応用例
実験のように単体の氷塊とは限らず、多数の氷塊が構
造物にほぼ同時に衝突する場合があります。この計算
により、
力のみではなく、パイルアップ高やアイスジャ
ム発生の有無等の推定も可能と考えています
44

図－12 連続体モデルによる1952年十勝沖地震において
発生した霧多布地区における津波＋流氷の来襲再現例
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体
（氷）
が無限に広がっていくという矛盾に対処するた
15）

め、
「氷－水－空気」の界面における界面張力項 を設

がる研究成果を提供できるよう、微力ながら努めてま
いりたいと思います。

けました。前述の1952年十勝沖地震での霧多布付近の
津波来襲状況の再現計算より、海氷の固体としての振
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