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本稿では，過去に発生した海氷を伴う津波の被害事例を概観するとともに，海氷群を伴った津波の市街

地氾濫に関する水理模型実験を行い，その上乗せリスクの可能性について検討した．建築物間においアイ

スジャム（氷群の閉塞）が発生すると，流れをせき止める．建築物へのインパクトは，遡上津波先端近傍

の氷群による衝突荷重がまず作用するが，その後に続く準定常部分においても，大きな荷重が持続する．

これは閉塞による水位上昇分と，建築物間の静水圧も加味した静水圧荷重で説明できた．また，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（氷群の積み重

なり）も勘案すると，より高い所に避難する必要がある事が示唆された． 
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1. はじめに 

 

冬期の北海道北東部沿岸域などの流氷や沿岸結氷を含

む氷海域において，大量の海氷をともなった津波は，通

常の津波よりも被害を拡大し，国民の生命・財産に甚大

な損害を与える可能性がある．過去に，津波により海氷

が遡上し，後述のように建物等が損壊した事例がいくつ

か報告されている．2011 年の東北地方太平洋沖地震

（以下 3・11）で発生した津波でも，当時残されていた

僅かな海氷の遡上や，河川氷のアイスジャム（閉塞）発

生による水位上昇や水門への衝突 1)等，何らかの津波に

よる氷のリスポンスが確認された．ゆえに，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る検討が

急務であると考えられる．関連する研究事例は，津波に

よる海氷の構造物への衝突力や破壊等についての検討 2)

のほか，孤立波による氷盤の輸送や陸上遡上に関する模

型実験とそのメカニズムや防潮堤・水門等への氷盤の衝

突速度等の検討 3)，等がある．しかし，大量の氷群をと

もなった市街地氾濫や，それによって生じるパイルアッ

プ（氷群の積み重なり）や建築物間のアイスジャム形成

等が引き起こす様々なリスク想定の検討は皆無である． 

本稿では，過去に発生した海氷を伴う津波の被害事例

を概観するとともに，海氷群を伴った津波の市街地氾濫

に関する基礎的な水理模型実験を行い，まずは建築物間

のアイスジャム形成やパイルアップが引き起こすリスク

の可能性について検討したので報告する． 

 

 

2.  過去に発生した海氷を伴う津波の被害事例 

 

まず, 1952年の十勝沖地震について簡単に説明する4)．

まだ海氷が残る3月4日に十勝沖で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

た．遡上した海氷による家屋の被害状況の例を写真-1に

示す．津波規模は1～2mであったが，道東では3～4m

（場所により遡上高6m）の津波が来襲した．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墜
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落した．海氷は，2m 平方，厚さ0.6m 程度の大きさが多

く（大きいもので5m 平方で厚さ1.3m 程度），遡上速度

は人の駆け足程度であった，等の情報が得られている． 

そのほか，1982年3月根室沖地震で発生した津波によ

り遡上した海氷による家屋や船舶の損害（国後島）5)，

1923年2月カムチャツカ地震津波による遡上氷塊がカム

チャツカ半島の魚缶詰工場を破壊した事例6)， そして，

3・11でも，色丹島の港湾で，遡上した海氷により燃料

パイプが切断された等の被害例7)がある．著者等は，20

世紀以降に氷海域で津波が発生した過去の事例をとりま

とめたが8)，小さなものも含めると20以上を数える．道

東の流氷域・結氷域で津波が来襲していることに加え，

オホーツク海でも観測されている．さらに，オホーツク

海を震源とする地震と津波が1956年に発生し，網走で

40cmの津波を記録した．2006年，2007年には千島列島沖

での地震により一時オホーツク海にも津波警報が発令さ

れた．それを契機にオホーツク海に面したいくつかの自

治体でも，ハザードマップの導入が試みられ，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，多くの自治体でもハザードマップ

の導入が始まりつつある．3・11では，道東にも3m近い

津波が来襲した．当時，幸い海氷が後退していたが，残

っていたわずかな海氷の陸上遡上が確認された（写真-2

参照）．少し時期が早ければ，被害が拡大していた可能

性もある．また根室海峡に面した漁港においても1m以

上の津波が来襲した事を考えると，エッジ波9)によりオ

ホーツク海まで伝搬してくる可能性もあり，氷海域での

津波のリスクは，その発生源が千島沖やオホーツク海の

みではない事を示唆している．また，海氷量や気象条件

により，流氷が太平洋にも流出してくるため，霧多布で

の事例でみたように，津波の常襲地域であり，大きな津

波の来襲が危惧される根釧地域にも海氷を伴う津波のリ

スクがあるといえる． 

 以上概観したように，沿岸結氷域や流氷域にも津波が

来襲しており，海氷によるリスクも考慮した防災対策が

必要であることが分かる．事実，既に見たように，海氷

による直接的な被害事例がある事は強調しておきたい．  

 

 

3. 海氷を伴った津波の陸上遡上に関する模型実験 

 

(1) 本実験の主な着目点 

海氷によるリスク形態は様々想定されるが，漂流物と

しての構造物等への衝突のほか，冒頭に述べたアイスジ

ャムやパイルアップがもたらす被害拡大等も考えられる．

アイスジャム(Ice jam)とは氷の滞留・閉塞現象であり，

河川においては河道を閉塞し，洪水を引き起こす事があ

るほか，橋脚やジャケット式の石油プラットホームの脚

部にアイスジャムが発生し，それが一体となって抗力を

増したため崩壊した事例がある10)．3・11の津波でも，

結氷河川を遡上する際に割れた大量の氷片が河道内に堆

積・閉塞して，上流側の水位が長時間上昇した1)．パイ

ルアップ(pile-up)とは氷塊が高く積み重なる現象で，大

きな静的荷重が作用する場合がある．鉄塔の崩壊11)や，

海洋プラットホームの居住区までせり上がる場合もある．

なおアイスジャムやパイルアップは互いにそのプロセス

が内在する．本研究では，海氷を伴った津波の市街地氾

濫に関する基礎的な模型実験を実施し，市街地において

海氷群が引き起こすリスクの可能性について検討する．  

 

(2) 実験方法 

図-1に示すように，海氷群が沿岸に漂着した状態を想

定し，ゲート急開方式により段波を発生させ，一様斜面

部を伝搬した後，水平な陸上部に遡上させた．縮尺は

1/100程度を想定している．用いた水路は貯水部8mを含

む全長19m，幅0.8mの両面ガラス張り鋼製矩形水路であ

り，ゲート（アクリル製）位置より2.2m下流側から，

1/20の斜面部（木製）が始まり，水平陸上部（木製）へ

接続している．水平部開始地点（勾配変化点）より0.8m

の位置に，一辺8cm正方形のアクリル製の角柱からなる

建築模型を横断方向に単数もしくは複数配置した． 

主な実験条件を表-1に示す．今回は，下流側水深一定

(7cm)とし，上流側水深，建物間隔，氷群模型を変えて

実施した．模型氷は一辺3cm方形で単一，および平均を

同じ3cmに合わせた一辺1.5cm～10cmからなる混合氷群

（氷厚はすべて5mm）の2種類とした．混合氷群につい

ては，北海道オホーツク海沿岸部における海氷のサイズ

分布12)を参照して配合している．なお，氷模型は，密度

と摩擦係数が実際の氷と同程度であるポリプロピレン製

写真-1 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4）より） 

写真-2  東北地方太平洋沖地震で発生した津波により遡上

したと思われる海氷（根室半島太平洋沿岸部） 
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13)であるが，破壊強度や弾性率等は相似でないため，氷

群衝突力の評価は対象外とした．ゆえに冒頭に述べたよ

うに衝突力については別途実施しているわけである．ま

た比較のため，氷群がない状態，建築物がない状態での

実験も実施し，同一ケースを3回繰り返して行った． 

計測項目は，建築物に作用する荷重であり，水路中央

部に設置した建築模型のみについて計測した．計測には

3分力計（日商電気製 LMC-3502-10WP, 容量10kgf）を用

い500Hzで計測した．分力計は，治具を介して建築模型

に上から取り付け，模型底部と地面とは1mmの隙間を設

けた．その治具を含めた模型の固有振動数は75Hz，減

衰定数は3%であった．波高または遡上水深の計測には，

氷群の挙動に影響を与えないよう超音波式水位計（ケネ

ック製UH2000型，応答周波数100Hz）を用い，主に勾配

変化点と模型の前後（模型との干渉を退けるため, セン

サ中心はそれぞれ前面・後面より8cm上流, 下流側）に

配置した．ただし，氷群が存在する場合には正確な計測

が困難な場合もあるとみて，同じ位置にデジタルビデオ

カメラも配置して真横から撮影し，氷の上面までの位置

と水位を約1秒間隔で目視で観測した．また遡上流速の

計測には底面設置型の電磁流速計（ケネック製FM2001H, 

容量200cm/s, 応答周波数20Hz）を用い，勾配変化点（セ

ンサ中心は6cm下流側）と模型前面（センサ中心は前面

より4cm上流側）に設置した．底面設置型を用いた理由

は氷群の遡上を妨害しないこと，底面にあることから薄

い水膜に常に覆われることにより，空中から水中に没す

る際のノイズ発生等を極力阻止できる事などである． 

 

(3) 実験結果と考察 

a) 本実験での入射波特性 

 本実験では，下流側水深を固定したが，予めその水深

の変化も含めた本実験の入射波特性を調べるため，予備

実験を行った．なお，氷群および建築物は配置せず，下

流側水深は5cm, 7cm，及び水位を陸の天端と同じ9cmに

設定した．図-2には，実験結果をまとめたものを示す．

流速と水深は，勾配変化点での値を示し，準定常部分で

の時間平均で表示した．参考に，広頂堰のアナロジーか

ら勾配変化点（模型前面より上流側0.8m地点）を支配断

面と仮定したときの流速と水深の理論値も同図に示した．

図より，陸上部の水深と流速は，上流側水深とともに増

加するが，下流側水深によらず，陸上から貯水部水面と

の差でほぼ決まる事が見て取れる．図は省略するが，準

定常部だけでなく，津波先端部も含めた経時変化も，下

流側水深によらずおよそ同一であり，本実験で，省力化

のため下流側水深を一定として実施する根拠を得た．ま

た，準定常状態で，遡上流速と水深で推定した陸上部

（建物なし）でのフルード数はおよそ0.5～1であった． 

 

b) 遡上津波の一般的傾向と氷群の有無による比較 

 図-3には，流速，水深および建築物に作用する荷重の

経時変化および氷群の有無による比較例（h0U=17cm, 単

一氷盤の場合）を示す．この例では，建築物模型を設置

しない場合と，水路中央部に一つ配置した場合について

示した．水深と流速はいずれも同じ位置（模型前面）で

測定している．これらの時系列はアンサンブル平均（3

回繰り返し実施），荷重は50Hzのローパスフィルタ通

過後のものである．まず模型がない場合を見ると，流速

は，津波到来とともにピークを迎える一方，水位は徐々

に増加するが，その後（13sec.付近まで）両者は準定常

状態となる事，氷群の有無によらず，特に定常部分にお

いて両者はほぼ一致している事等が分かる．また模型を

設置した場合，流速は到達直後ピークを迎えるが直ぐ反

射して戻り流れが発生するが，その後ほぼゼロに近くな

り，建築物近傍で死水領域が形成し，水位は上昇する事

が分かる．模型がない場合と比べ，流速と水深は時間的

な揺らぎがあるが，概ね氷群の有無による大きな違いは

ない．後述するアイスジャムやパイルアップが生じなけ

れば，氷群の有無による津波特性に大きな違いはないと

言える．また超音波水位計と目視による水深を比較する

と，模型なしの場合では両者に良い一致が見られるが，

模型を設置すると，前述のように複雑な水面形が形成さ

れ，それが時間的にも揺らぐ事，またその計測位置の違

いもあるためか，やや水位計によるものが大きくなって

いる．またアイスジャムやパイルパップ形成時には精度

が悪くなるため，特に模型前面の水位には今回は主に目
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断面と考えたときの理論値 

図-2 本実験での入射波の特性（準定常部分の時間平均）

建築模型配置・間隔 
[1辺8cmの角柱] 

・なし  ・中央部に１個 
・並列配置：間隔B=4.5cm, 6cm, 9cm 

氷群模型（氷厚 5mm）

[比重0.92] 
・1辺3cm方形・単一 
・1.5cm～10cmの混合氷群（平均3cm）

貯水深(m) h0u =0.12, 0.17, 0.22 

下流側水深(m) 
h0d =0.07（模型・氷なしの予備実験では 

0.05, 0.09でも実施） 

表-1 主な実験条件 

h0d=0.07m

貯水部8m 2.2m 1.8m 3.6m

超音波水位計
超音波水位計

水圧計

構造物群

底面設置型電磁流速計

1/20
0.09m

h0u=
0.12,0.17,0.22m

分力計

波消工
まで3m

0.8m

ゲート

図-1  実験装置 
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視によるものを参照する．次に建築物へ作用する津波力

について見ると，氷群が存在する場合には，初期にその

衝突のためパルス的な荷重が作用するが，定常状態では

氷群有の方が若干大きい感があるが大きな違いはない．

ここで，前面水深を用い（背後水深はゼロと仮定），静

水圧として推定した荷重と，流体力として推定した荷重
14)も図示した．流速は勾配変化点のものを用い，投影面

積は建物幅×前面水深とした．この場合，仮に抗力係数

を1.5とした．図より準定常部分では静水圧と流体力に

よる推定値はともに実測値に近いが，特に津波フロント

衝突時には流体力による推定値との整合性が良く，動圧

が作用する事を示唆している．これまでも，洪水氾濫流

による非没水の角柱に作用する力が調べられている例えば

14)15)が，特に河原ら15)は衝突時を除き，射流・常流とも

に，そして非定常状態においても，静水圧でほぼ評価出

来ることを示している．フルード数にも依存すると考え

られるが16)，後述するアイスジャム形成時も含め, 定常

時の津波力は静水圧と考えても良さそうである． 

 次に，図-4には建築物間隔(B)に伴う建築物に作用する

力（左）と遡上水深（右）の推移および氷群の有無によ

る比較例を示した（h0U=17cm, 単一氷盤の場合）．横軸

はBと氷盤の1辺の長さL(=3cm)との比を表す．なお模型

は横断方向に複数配列している（力は水路中央部に配置

した模型のみ計測）．まず荷重を見ると，氷群がない場

合には，B/Lによらずほぼ一定となるのに対し，氷があ

ると，B/Lの減少とともに増加している．目視では，

B=3.6cm (B/L=1.2)の場合に，建築物間をほぼ完全に閉塞

しアイスジャムの形成が確認された．アイスジャムの形

成メカニズムとその形成時の津波力については後述する

が，建築物間のせき止水による静水圧分も負担するため，

水位上昇以上に荷重が増加する．B/Lがこれより大きい

場合でも，氷群がない場合や，模型が１つの場合（点線

で図示）に比べて若干大きくなっている．氷群により完

全に閉塞せず，建築物間から氷群が流出していても，そ

の建築物間の氷群の一部の抗力を負担していると考えら

れる．統一されたジャム形成の定義はないが，ここでは，

上下方向に氷が積み重なって地盤に達し（自重＞浮力），

ほぼ水流を堰き止める状態と考えている．詳細なジャム

形成条件については今後の課題であるが，B, Lのみの関

係でいえば，氷の辺長(L)とその対角の長さ√2Lとの中

間程度の長さがBを超える場合に発生するようである．

大小からなる混合氷盤を用いた実験で，その平均の大き

さが3cmでもB=9cm(B/L=3) 程度までジャムが形成するが，

これは最大の氷盤長（10cm）で決まる事を意味する（B

を超える氷盤でも回転すればすり抜ける場合がある）．

また流勢のジャム形成への寄与については，積層する氷

盤が地面に接しやすい，遡上水深が小さくなる条件の方

が形成しやすい傾向にあった．他方，水位については，

同図（模型なし状態での水深で除している）より，氷群

なし状態でも模型の配置によりすでに大きな水位上昇が

生じ，氷群がある場合にはさらに水位上昇が生じる． 

c) 建築物近傍でのジャム形成プロセス 

氷盤群は一層で配置しているが，津波先端部付近では，

積層状態となり，その背後は一層のまま輸送される．そ

の先端部が建築物に到達すると，振るいにかけた如く，

小さな氷は建築物間をすり抜け，前述のように建築物間

隔程度以上の大きな氷盤が拘束され，回転を伴って閉塞

する場合が多い．同時に，早い水流に乗じてパイルアッ

プ（乗り上げ）が生じ，堰き止めの進行による水位上昇

とともに積み重なった氷群も上昇する（図-5参照）．次

に，次々と輸送されてくる氷のアンダーターニング17)も

加わり，堰き止め氷群下方へ潜り込み，水位上昇ととも

に氷群を上方に押し上げ，ある程度の自重も備わった安

図-3 遡上流速，水深および建築物（水路中央に1つ）に作用
する力の経時変化および氷群の有無による比較例
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乗り上げ

潜り込み潜り込み

乗り上げ

潜り込み

浮力+氷によ
る押し上げ

浮力+氷によ
る押し上げ

浮力+氷によ
る押し上げ

水深比 

図-4 建築物間隔(B)に伴う建築物に作用する力（左）と遡上
水深（右）の推移および氷群の有無による比較 

0

1

2

3

1 2 3 B/L

氷群あり
氷群なし

模型中央部１個のみ（氷群あり）

模型中央部１個のみ（氷群なし）

h0U=17cm

L=3cm（単一氷盤）

力(N) 

1

1.5

2

2.5

0.5 1.5 2.5
B/L

氷群あり

氷群なし

h0U=17cm, L=3cm（単一氷盤）

土木学会論文集B3（海洋開発）, Vol. 69, No. 2, I_509-I_514, 2013.

I_512



 

  

定したジャムが形成する．ジャム形成は，粉体等のアー

チアクションの一種とも考えられるが，この場合，異な

る鉛直方向の力学機構も重要であるという点で，主に平

面的に形成するアイスアーチ13)と異なる形成条件をもつ． 

d) ジャム形成時の建築物に作用する津波力の検討 

 図-6には，アイスジャム形成時の流速・水深（上）と

建築物に作用する主流方向の荷重（下）の経時変化，な

らびに氷群がない場合との比較例を示した（図-5に対応，

混合氷群の場合）．勾配変化点での流速は，遡上波の先

端部でピークを迎えたのち定常状態となるが直ぐ反射波

により，大きく減少した後，再び定常状態となる．対応

する水位変化は，ちょうど流速の変化と逆転している形

となっている（目視による建物前面の水位変化も併記）．

この例は，本実験で最も広い間隔(B=9cm)の場合である

が，前述のように（または後述の図-7），氷群がない場

合でも，ある程度の水流の堰き止め効果があるが，ジャ

ム形成時の水位の方がやや大きくなり，逆に流速は減少

しているのが分かる．他方，建築物に作用する荷重につ

いて考察すると，氷群を伴った氾濫流が建築物に衝突す

るため初期に大きな動的荷重が作用した後，準定常的

（静的）な荷重が持続する．氷群がない場合の荷重に着

目すると，本実験条件では波先端部の衝突による力は，

その後持続する定常的な力と同等か僅かに大きい程度で

あった．定常部の荷重は，ほぼ静水圧であり，水位から

推定した静水圧ともほぼ一致している．一方，氷群を伴

った定常部の荷重は，その閉塞による水位上昇分だけで

は説明できないため，氷が建築物間を壁の如く完全に閉

鎖し，建築物間の水圧分も建築物が負担すると考えると，

やや実測値より大きいが大体の説明がつく．なお，この

場合の水位は氷群存在による精度低下のため目視による

ものを使用した．前述のように，この条件の間隔は広く，

完全に閉塞してない事も一因かもしれないが，後述のよ

うに，より間隔の狭い条件では，この方法で推定した静

水圧荷重と一致する．さらにパイルアップが進むと，氷

群の水平荷重（主働粉体圧）が顕著になると思われる．  

図-7に，氷群（混合氷群）の有無による遡上水深

（上）と建築物に作用する力（下）（それぞれ準定常部

の時間平均）の比較，ならびに計算値と比較したものを

まとめた（同図(a), (b)はそれぞれB=9cm, 6cmの場合）．

水深は，貯水深に概ね比例して増大する一方，力は2に

近いべき乗に比例しており，静水圧に近い事がここでも

推察できる．氷群がある方が水位は上昇するが，貯水深

にともなう水位の増加率（直線勾配）は大きくなるよう

である．さらに同図には建築物と氷群がない場合の水位

も図示したが，本実験条件では，建築物を配置しただけ

でも大きな堰き止め効果がある．また前述のように

B=9cmの場合には，静水圧として推定した力は，実測値

よりやや大きいが，B=6cmの場合にはほぼ一致しており，

ほぼ閉塞する場合には，前述の考え方が妥当である事が

分かる．また同図(b)(B=6cmの場合)に，参考としてジャ

ムが発生しない条件である，1辺3cmの単一氷群の結果

も併記した．この場合には，わずかな水位上昇や力の増

加が認められるが，概ね氷群がない状態に近い． 

 

(4) 海氷を伴った津波氾濫への留意事項に関する考察 

こうして，建築物には氷塊による衝突力のほか，アイ

スジャムやパイルアップにともなう大きな静的荷重が建

築物に作用する可能性がある事が分かった．本実験では，

氷による衝突力の評価はできないが，一般的に衝突力は，

後に持続する静水圧荷重よりも大きい．建築物が初期の

衝突力に耐えたとしても，建築物基部では局部的に早い

図-6 アイスジャム形成時の遡上流速・水深（上）と建築物

に作用する主流方向の荷重（下）の経時変化，および

氷群なしの場合との比較例(B=9cm, h0u=17cm, h0d=7cm） 
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流れが生じ，砂地盤であれば，洗掘による建築物全体の

崩壊が考えられるほか，回転モーメントは，水位差の3

乗に比例することと，浮力が生じる場合がある事等を考

えると転倒のリスクも否定できない．特に，危険物施設

や津波避難施設（既存施設の指定等含む）等の重要構造

物の設計時には，衝突力の他にもこうしたリスクの持続

性も考慮した方が妥当と考える．また１階部分が柱から

なるピロティ構造や窓等の開口を有する施設の設計には，

その部分の津波力を軽減する案18)もあるようであるが，

氷海域では，閉塞により，その低減を考慮しない方が安

全側であるといえる．また避難施設への避難の観点から

は，図-5でも見たように，パイルアップにより氷塊がよ

り高い所まで迫ってくるため，通常の津波に比べてより

高い所へ避難する必要がある事も自ずと提言できよう． 

 

 

4．まとめ 

 

本稿では，過去に発生した海氷を伴う津波の被害事例

を概観するとともに，海氷群を伴った津波の市街地氾濫

に関する基礎的な水理模型実験を行った．アイスジャム

が形成されなければ，氷群の有無による遡上津波特性に

大きな違いはない事，氷群がない場合の建物に作用する

力は静水圧程度で，津波フロントによる衝突力もその荷

重と大体同程度である事，氷群存在時には，氷群による

衝突力が作用するが，その後に続く定常部分もかなり大

きな荷重が作用し，閉塞による水位上昇分と，建築物間

の堰き止め水による静水圧の加算分である事などが分か

った．最後に市街地において海氷群が引き起こすリスク

の可能性とその備えについて若干考察を加えた． 

 今後は，詳細なジャム形成条件について調べ，特に，

建築物幅の依存性についても検討する予定である．これ

は，今回の実験条件以上に，氷群の有無による水位上昇

の顕著な違いをもたらす可能性があるほか，ピロティ構

造への津波力の検討にも繋がるものと考える． 
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A STUDY OF TSUNAMI  INUNDATION  FLOW  WITH  ICE FLOES  
IN URBAN AREA 

 
Shinji KIOKA, Masaya MORI,Tsutomu ENDO, Takahiro TAKEUCHI  

and Yasunori YATANABE 
 

We  reviewed  some  damage cases in  the past years  by tsunami  wave with sea ice floes .  We also 
made model experiments on tsunami inunduation flow with sea ice floes in urban area, and examined the 
additional potencial risks against dameges by tsunami with sea ice floes.  After the collision force of  ice 
acts on structures, inunduation flow could be damed up due to the formation of Ice-jam between struc-
tures, and relative great force also acts on the structures because of water level rise in front of the struc-
tures and because of static water pressure between the structures due to the Ice-jam, and this steady state  
remains for some time.  Further, in light of tsunami evacuation,  it was presumed that  we should move to  
higher places of evacuation facilities than usual due to the water level rising and the pile-up by ice floes.  
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