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2011年の東北地方太平洋沖地震による河川域の甚大な津波災害を受け、津波から河川構造物
の安全性を保つ手法の開発が望まれている。本稿ではまず、波源域から河道域、そして河川構
造物周辺までの津波解析を実施可能な一連のモデル開発を行う。このモデルに基づき津波衝突
時のゲート開度を変更する数値実験を実施し、想定津波規模の変化を考慮しつつ、河川構造物
に対する波力を低減する一手法を提案する。
キーワード：河川津波、樋門ゲート、数値解析、ゲート開度

河道域の津波遡上、そして構造物周辺の津波挙動の各々
の関係性が不明確となりやすい。著者ら6)は近年注目さ
2011年3月11日に宮城県沖を震源とする地震が発生し、 れている粒子法という数値解析手法に着目し、実務への
適用を念頭に置いた各種の試みを行ってきたが、上記の
我が国の太平洋岸を中心とした広い範囲に大きな被害を
ような点に問題があった。
及ぼした。写真-1は、鵡川に おけるA樋門の津波痕跡状
また、2011年東北地方太平洋沖地震津波を受け、津波
況で、吐口水路の側岸に打ち上げられている漂流氷板と
発生時の河川樋門運用方法に関する問題が浮上した。す
共に、樋門のごく近傍まで津波が到達したことが確認さ
なわち、津波遡上時、樋門を完全に閉め津波を遮断する
れている1)。鵡川の河口はこの地震の震源から約500 km
も離れているが、太平洋を長距離にわたって伝播し、鵡
のか、または樋門を意図的に開放しておき、津波を通過
川では河口から5 km地点まで遡上したことが明らかにな
させることでゲートへの衝撃を弱めるべきかという問題
っている。このように、津波の河川遡上は震源が遠方で
である。既往の河川域における数値モデルではこの種の
あったとしても広域かつ長距離にわたり発生し、そのた
検討は困難で、実験的アプローチ7)によるしか無かった
め遡上区間の河川構造物は津波の影響を受けるという懸
のであるが、粒子法という数値計算手法の導入によりこ
念がある。他にも石狩川で河口から36 km、天塩川で19
の種の検討も可能となってきた。本稿は上記2点の課題、
2)
3)
km 、十勝川で14.6 km など、北海道内では10の直轄河
川に遡上したことが確認されている。更にこの地震津波
を受け、東北地方においては水門や樋門など河川管理施
設において顕著な被災が生じた。そのため2013年7月の
国土交通省によるダム・堰施設技術基準(案)4)の改訂にお
いても水門扉の設計に「津波荷重」を考慮することが明
記された。こうした背景を鑑みれば、このような堤内構
造物近傍の河川津波と構造物への衝突の現象は非常に重
要度の高い検討項目と言えるのであるが、その影響評価
手法は必ずしも確立されていないのが現状である。
こうした背景を踏まえ、著者らは前報5)において、新
釧路川下流部の樋門を対象に3次元の数値解析モデルを
構築し、2011年東北地方太平洋沖地震津波の再現計算及
び計算上推定される作用波圧を明らかにした。ところが、
写真-1 鵡川において吐口水路を侵入した津波痕跡
この試みではあくまで樋門ゲート前面の津波挙動のみを
（2011年3月14日14時頃撮影、赤線が痕跡水位
対象としていた。このように河川域の構造物への評価の
の線、中央の橙線は後述）
際は、海域の津波、すなわち波源域からの津波伝播と、

1. はじめに
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図-2 粒子法の計算領域
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(b) 鵡川周辺（Nays2D Flood）
図-1 計算対象領域

図-3 苫小牧東港における水位の再現計算結果と計測値
の比較

すなわち河川構造物への波力評価に際する波源域との接
続の問題、及びゲートに作用する波力を低減するための
運用方法に関する問題に関していくつか検討を行ったも
のを報告するものである。

解析には図-1 (b)のような地形データを用いた。この結
果のうち、A樋門の吐口水路と本川合流部における波高
を粒子法による計算の初期条件とした。
本稿の第2段階目の目的は、樋門ゲートの開度調整に
よる波力低減手法を検討することである。河川管理者が
操作規則を決めるにあたり、いつ津波が遡上するとも知
れない状況下において、操作人の立場からすれば、樋門
操作は「全閉」、「全開」、「水面に接する高さ」の3
通りしか実質的な操作は困難であろう。写真-1の中央部
橙線で示した鉛直断面を抽出し粒子法によるモデル解析
領域を図-2のように作成した。尚、樋門形状は参考にす
るにとどめ、厳密な再現は行っていない。本稿で対象と
するのはL2クラス未満の津波である。河川津波は通常
複数回にわたって侵入するものであるし、わずかな河道
地形の違い、波の伝播条件の相異によって想定すべき波
高は変化する可能性がある。そこで本稿では河道域の水
位変動量から波高H0を幅を持たせて設定し、吐口水路初
期水深h0も変化させる解析を行った。ゲート開度は、全
閉、全開、h0に応じた水面高さに設定することとした。

2. 研究手法
本稿で始めに目的とするのは、波源域からの津波伝播
を踏まえた上で河川構造物等局所部分に作用する波力を
評価するモデルの構築することである。ここでは、無償
で公開されているiRICソフトウェア8)に含まれる津波計
算モデルElimo、河川氾濫解析モデルNays2D Flood、そし
て無償提供されている地形データ（国土地理院基盤地図
情報9), J-EGG50010)）を利用し、無償のGISであるQGISを
用いてデータの加工を行った。計算対象領域は図-1 (a)
に示した範囲全体であり、次のような手順で検討を進め
ることとした。まず、Elimoソルバーによって2003年十
勝沖地震津波の実測データと計算結果を比較することに
よりモデルの妥当性を検証したのち、想定津波高の変化
による河川遡上を検討するため、安田ら11)の方法を用い
てすべり量S（すなわち地震モーメントMo）を変化させ
ることで地震規模を表すモーメントマグニチュードMw
を変化させた。Mo, Mwは次式で表される関係を持つ。
1
log
9.1 /1.5
2
但し、μは剛性率、Dは震源断層面積である。Mwを変化
させた上で河川への津波遡上解析を行い、樋門吐口水路
と本川合流部での水位変動を把握した。河道の津波遡上
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3. 結果及び考察
(1) 波源域から河道域までの津波
図-3に示したのは、2003十勝沖地震の断層パラメータ
12)
を入力し、図-1 (a)の領域で再現計算を実施した結果で
ある。苫小牧東港の実測潮位とElimoの計算結果の比較
から、本モデルによる計算値は第1波到達時刻や押し波、
引き波による水位変動をある程度再現することに成功し
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図-5 各Mwに対する吐口水路と本川合流部付近での水
位変動
規模の大きいMw = 8.1, 8.2のケースでは波高約0.5 mの波が
到達する予測となった。Mw = 8.3のケースでは1.0 m弱の
津波であるが、Mw = 8.4となると急激に波高は増大し、
3.0 m近くまでなった。そのため、本樋門吐口水路に来
襲する津波としては概ね0.5 m～3.0 mの波高と予測され
る結果となった。
(2) 粒子法による構造物周辺の津波衝突解析
河口域の津波は河口砂州や流量などの僅かな条件の違
いで遡上特性が大きく変化することが考えられる18)。(1)
節で実施したような波源域からの伝播のみならず、複数
の、幅を持たせた想定をしておくことが望ましい。そこ
図-4 各Mwに対する十勝沖地震津波の初期水位分布
で、本稿では、初期波高H0 = 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 m、初期水深
h0 = 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 mという想定とした。ゲートの開度は
全開、全閉、水面位置と設定した。H0 < h0となるケース
ている。但し波の形状が異なっていたり、t = 10,000～
17,000 sで位相がずれるなどの事象が確認されたが、こ
や、明らかに津波がゲートに接触しないと考えられたケ
れらの解決のためにはより高精度な地形データの活用が
ースは解析を実施していない。
図-6に示したのはH0 = 4.0 mの時の特徴的な段波衝突の
有効であると考えられるが、本稿の主目的から外れるた
スナップショットであり、衝突の直前が最上段でそこか
めここでは割愛する。そのため、本モデルの予測値はあ
ら0.2 sおきに示した。図の左段がゲートを水面付近高さ
くまで、水位標高のみを把握する目的のみにとどめてお
に固定した場合（半開の場合）、右段がゲートを全開に
くべきと考えられる。このElimoによる計算結果を、
Nays2D Floodモデルの下流端水位境界条件として与え、
した場合である。粒子の色分けは水平方向流速を示す。
津波を入射させた。この理由は他の再現計算においても、 t = 2.3 sにおいてゲートに接近する巻き波型砕波の形状は
津波発生時の釧路市13)・厚岸町14)の浸水範囲や新釧路川
類似しているが、t = 2.5 sの衝突時、半開の場合ではゲー
15)
における河道内の時系列水位 がある程度良好に再現さ
トに反射し水面に落下する粒子が存在するが全開の場合
れることが確認されているためである。
ではゲート内部に侵入した。
t = 2.7 sで全開のケースも津波がゲートに接触している
次に、同じ十勝沖地震津波の断層パラメータにおいて、
すべり量Sのみを変更してMwを変化させた。十勝沖地震
もののごく一部である一方、半開の場合では波のフロン
のMw = 8.016)から0.1ずつ増やすこととした。図-4には、各
トがゲートに遮られゲートを透過した波がゲート内部に
Mwに対する初期水位分布を示した。尚、断層領域を固
再び現れた。t = 2.9 sでは半開の場合は上向きの波となっ
定したため、鵡川河口部付近への津波の到達時刻に大き
ているのに対し全開の場合は津波の一部が上方に、残り
な変化は無かった。
の部分がゲート内部に侵入した。t = 3.1～3.3 sでは半開の
図-5に示したのはA樋門の吐口水路と本川との合流部
ケースはゲート下部を潜り込む流れと上方へしぶきを上
付近における時系列水位である。2003年十勝沖地震発生
げながら飛散し操作台部分まで上昇する粒子とに分かれ
時、この合流点より約200～300 m上流の鵡川水位観測所
た。一方全開のケースでは一部がゲートに衝突したもの
17)
では波高0.3 m の津波が観測された 。この地震よりやや
の、大部分はゲート内部へと侵入した。
Takaaki Abe, Yoshishige Satoh, Akashi Itoh

全開

高さ [m]

2.0

水面

全閉

(a) H0=4.0m,
h0=1.0m

1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

全開

2.0
高さ [m]

1.0
2.0
3.0
最大作用波圧[106N/m2]

水面

4.0

全閉

(b) H0=4.0m,
h0=0.5m

1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

全開

2.0
高さ [m]

2.0
4.0
最大作用波圧[106N/m2]

水面

6.0

全閉

(c) H0=4.0m,
h0=0.3m

1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

図-6 段波衝突のスナップショット（全開及び水面に接
する 場合）
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図-7 最大作用波圧の低減（H0 = 4 mの場合）

オーダーであり、鉛直方向に振動を伴う結果となった。
以上より、ゲート操作により津波侵入を阻害する場合、 これは飛沫状になった水粒子がまばらにゲートに衝突し
たためであることを別途確認している。下段のh0 = 0.3 m
ゲートが津波衝突を受けること、そしてゲートを開放し
た場合津波がゲート内部へと侵入することが示唆された。 のケースでは同様に、水面高さに開けても全閉より若干
波圧が抑制される程度であったが、全開とすると大きく
この影響を定量的に把握するために、ゲート前面（堤外
波圧が低減されることが予測された。
地側の面）に鉛直方向に作用する最大波圧を示したのが
図-8はH0 = 2.0 m、h0 = 1.0, 0.5 mの場合を示した。この
図-7である。但し、本節図-7～9ではゲート下端を高さ
波高に対し全開とすると津波はほとんどゲートと接触せ
の基準とした。ゲートが全開であれば函体上部が0 m、
ず波圧作用もこの図に比較し無視できる程度であったた
全閉であれば河床部が0 m、水面位置であれば水面位置
め除外している。上段のh0 = 1.0 mの場合では水面高さと
が0 mである。図-7はいずれもH0 = 4.0 mの場合で、上段
からh0 = 1.0, 0.5, 0.3 mを示した。
した時に全閉時よりも瞬間的に大きな波圧作用が推定さ
上段h0 = 1.0 mの図より全閉の場合にはゲート部に2.0×
れたが、ゲート上部の高さ1.25 m以上の部分には波圧作
106 N/m2前後の波圧作用が推定されたが、水面高さに上
用が見られなかった。下段のh0 = 0.5 mの場合であるが、
げればそれが概ね半分未満に、全開とすれば更に半分程
ゲートを全閉から水面高さに変更すると中央部の波圧作
度まで最大作用波圧が抑制されることが計算上示唆され
用が抑制された。見方を変えれば、最大作用波圧分布が
た。
下方向にシフトしたと見ることもできる。
図-7中段のケースでは初期水深が小さくなったために
図-9ではH0 = 1.0 mの場合を示した。波高が小さいため
水面高さとしても最大作用波圧は全閉の場合と同程度の
相対的に小さな作用波圧の予測となったが、全閉から水
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図-8 最大作用波圧（H0= 2 mの場合）
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図-9 最大作用波圧（H0 = 1 mの場合）
面高さにゲート位置を変更したことで最大波圧を確実に
低減できるとは必ずしも言えない。しかし、ゲートをわ
ずかに上昇させた効果は、圧力の時間積分値を示した図
-10を見ると理解することができる。構造物の耐久性を
評価する際には時間的に蓄積する力積を比較することで
その外力をある程度推定できることが報告されている19)。
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図-10 ゲート部に作用する累積波圧の開度の違いによ
る比較
図-10は上段がH0 = 2.0 m, h0 = 0.3 m、下段はH0 = 1.0 m, h0
= 0.5 mの場合のゲート前面に作用する圧力時間積分値で
ある。全閉の場合には初期水深による静水圧が蓄積する
が、この影響を除外した動水圧のみによる累積値をグラ
フに示した。上段H0 = 2.0 mの場合にはゲートを水面付近
まで開放することで作用波圧の累積値を2割強程度、抑
制できていることが分かる。下段H0 = 1.0 mの場合には、
作用波圧の絶対値が小さくはあるものの、全閉とした場
合に比較してかなりの程度累積値を抑制できる可能性が
あることが読み取れる。
以上をまとめると、ゲートそのものに着目した場合、
波高が大きい条件では津波遡上に対してはゲート全開と
すれば波圧がほとんど作用しない、あるいはかなりの程
度抑制可能であることが確認でき、波高が小さい条件に
おいても、圧力の時間積分値を比較すると全閉よりも水
面位置にまで開けた場合に波力を低減できる可能性が示
唆された。但し、本稿の検討は数値解析上得られた結果
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