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 2011年東北地方太平洋沖地震津波の発生時、新釧路川において、河川津波が砕波を起こしな

がら樋門ゲートに激しく衝突する映像が捉えられた。これを受け、寒地土木研究所ではこのよ

うな樋門ゲートに対する河川津波外力の評価を目的とし、３次元の数値計算モデルの開発を行

った。既往の河川を対象とした数値計算ソフトでは困難なこうした現象の解析のため、粒子法

と呼ばれる比較的新しい数値計算手法を導入した。既往の静水圧・動水圧に関する水理実験に

よって計算精度を検証した後、実スケールでの河川津波波力を推定することに成功した。 
 

キーワード：河川津波、河川構造物、津波外力評価、数値計算  
 

 

1.  はじめに 

 2011年3月11日、三陸沖を震源とした東北地方太平洋

沖地震が発生した。地震による被害に加え、東北地方で

発生した大津波により沿岸域のみならず河川域において

破堤、落橋、水門破壊、氾濫等、多様かつ甚大な被害が

もたらされた。一方でこの津波は北海道沿岸域にも到達

し、震源から遠くに位置する日本海側の河川においてす

ら、複数河川で10 kmを超える遡上が確認されている1)。

かねてより河川津波の危険性は指摘されていたが、今次

津波を受け、より一層課題が明確化され、土木工学の

様々な分野からその防災・減災対策技術の開発が、各機

関により実施されているところである。 

 河川域で発生し得る津波災害は、ちょうど河川工学分

野と海岸工学分野の境界領域にあるため、両者の視点か

ら現象解明及び対策技術開発のアプローチが進められて

いる。近年海岸工学分野においては、例えば茅根ら2)に

よる河道諸元から簡易に遡上距離等を推定する手法の検

討や、村嶋ら3)による実務への適用を念頭に置いた高精

度数値計算手法の開発などがある。 

 

 
写真-1 新釧路川A樋門吐口水路の津波痕跡と、ゲート部

CCTVカメラで撮影された河川津波衝突の様子 

  一方で河川工学分野においては、安田ら4)による河川

流の影響が非常に強い場に対しても適用可能な数値解析

モデルの開発や、吉川ら5)による河川結氷の影響を考慮

した数値解析モデルの開発などが挙げられる。このよう

に日本国内では様々なアプローチによって対策技術開発

が強力に推進されているところである。 

 さて、北海道の1級河川であり、人口約18万人が住む

釧路市を流れる新釧路川において、2011年の東北地方太

平洋沖地震発生後、遡上した津波が樋門吐口水路から進

入して樋門ゲートに衝突するという、非常に貴重な映像

が釧路開発建設部により捉えられた（写真-1）。その危

険性は小松6)により指摘されている。東北地方において、

水門や樋門など堤内構造物において顕著な被災が生じた

ことを鑑みれば、このような堤内構造物近傍の河川津波

現象は重要度の非常に高い検討項目であり、実務上もそ

の外力を評価する手法の開発が望まれている。 

 構造物に作用する波力の評価については、古くから実

験的あるいは数値解析的な検討が行われてきている。近

年では数値解析技術の進展により、波が構造物に衝突し

激しい水面変形を伴うような場合でも安定的に解析可能

な計算手法が数多く提案されている7)。特に、その中の

一つである粒子法は、飛沫の発生や水面の大変形、そし

て水塊の分裂・合体など複雑な流れ場の解析に適用しや

すいという特長を有しており、海岸構造物周辺の局所流

れ解析8)や、漂流物を伴った水理解析9)等に用いられてき

ている。また、こうした粒子法は主として激流の追跡、

言い換えれば水面変形の挙動把握に利用されることが多

かった。同時に、流れ場内部においては圧力解の振動が

顕著であるという懸念があったが、近年の高精度粒子法
10)の開発によりその懸念も徐々にではあるが払拭されて

きている。 

 しかし、こうした比較的新しい数値解析技術は、依然 
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図-1  粒子法と格子法をそれぞれ流れ計算に適用した場

合の相違を示した概念図 

 

としてほとんどが沿岸域の現象に適用されているのみで、

河川域での適用事例は非常に少ないのが現状である。こ

の理由には、河川域で問題となる洪水災害や河床変動現

象の解析手法11)では、運動方程式を水深積分したモデル

によって縦断的あるいは平面的に流れ場の検討を実施す

ることが主目的となり、局所的な流れ現象の検討は優先

度が低いということがあろう。 

 しかしながら、河川津波による構造物の影響評価など

は明らかに上記のような既往の河川水理解析モデルの適

用範囲外であり、津波と河川構造物との相互作用を検討

するツールの開発が望まれている。そこで本研究では、

実用的な河川津波波力評価技術の開発を目的とし、堤内

構造物として樋門ゲートを対象とした検討を実施した。

具体的には、粒子法による3次元解析モデルについて既

往の水理実験による精度検証を行った後、実際に発生し

た砕波段波の樋門ゲート衝突の再現計算を実施し、その

適用性について検討を行った。 

 

2.  数値計算手法の概要 

 ここでは、比較的新しい数値解析手法である粒子法に

ついて、特に既往の格子法（計算メッシュを用いる解析

手法）と比較した場合の利点や欠点などを明らかにしな

がら述べることとする。 

 

(1) 計算モデルの概要 

 粒子法においては、解析対象となる流体を有限個の粒

子の集まりで表現し、流れの計算をこれらの粒子の相互

作用計算に基づき進めることとなる。流体の支配方程式

である連続の式、ナビエ・ストークス方程式などの偏微

分方程式を、各々対応する粒子間相互作用モデルを用い

て離散化し、各粒子運動の追跡を行う。各計算点粒子は

速度や圧力などの物理量を保持しながら解析が行われる。

メッシュが空間に固定された格子法に比較して、自由表

面を持つ流れを柔軟にかつ安定的に扱うことが可能であ

り、流体すなわち水の大変形や分裂・合体を伴う現象の

解析に適した手法である。なお、粒子法は流体に限らず

構造計算において利用され、破壊や亀裂進展など、有限

要素法が不得手な現象に適用されることが多い12)。 

 本研究においては、基本的な計算手法としてKoshizuka 

ら13) により提案された粒子法の一つであるMPS 法を採

用した。MPS法は他の粒子法に比較し、土木工学分野に

おいて水理解析に適用された実績が多いためである。 

 基礎式は次に示す連続式と運動方程式である。 

0          1  

1
      2  

但し、u:流速ベクトル[m/s]、ρ:流体密度[kg/m3]，p: 圧力

[N/m2]，ν: 動粘性係数[m2/s]， g: 重力項である。 

 このように連続の式と運動方程式に基づき流れ解析を

行うという点では、既往のiRIC11)等の河川水理解析ソフ

トと共通である。しかしながら、粒子法においては、図

-1のように計算点が空間（または解析領域）に固定され

ていない。既往の計算格子に基づく解析法に比較して激

流等の激しい界面変動を柔軟かつ安定的に解析可能であ

るのはこのためである。この優位性は第3章の解析結果

の中で詳述することとする。一方で、格子という制約が

必要ない代わりに、毎時間ステップで相互作用計算を行

う粒子をリストアップするという処理が付加される。こ

れにより計算の負荷が大きくなりやすいという欠点があ

る。しかし、この処理も後藤ら14)が提案するようなスキ

ームを実装すれば改善されることが報告されている。 

 

(2) 検証計算の実施概要 

 本研究では、上記のような粒子法を用いた樋門ゲート

等に対する河川津波波力評価を最終的な目的としている。

そのためまず、本研究で用いる3次元コードの妥当性を

検証するため、2種類の単純な水理解析問題に適用する。

一つ目は3次元の静水槽の問題、二つ目に、障害物に衝

突するダム崩壊流れの3次元計算を実施する。静水槽の

問題では、静水圧を理論値と比較し、ダム崩壊流れにお

いては比較対象とするKleefsman15)による実験の圧力計測

結果と比較し、精度の検証を行った。最後に、実際に河

川津波の衝突が確認された新釧路川A樋門の形状データ

を元に3次元の解析領域を作成し、河川津波に見立てた

造波を起こす。これにより津波がどのようにゲートに衝

突するかと、数値解析上推定された波圧の特性について

検討を実施した。 

 

3. 数値計算の結果及び考察 

 

(1)  3次元水槽問題 

 まず、3次元の矩形水槽に水を入れた状態に関する数

値解析を実施した。計算条件は、計算粒子径d0 = 0.01 m、

□格⼦法(FEMなど)□粒⼦法(MPSなど)

●計算時格⼦は⽤いず、
時々刻々粒⼦は移動する

●計算点は空間に固定
されている

計算点
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MPS法におけるパラメータである影響半径re = 2.4d0、Δt 

= 0.001 sである。水槽の内壁は0.18 mの立方体をなし、そ

こに水深0.16 mとなるように水粒子を配置した。重力加

速度はg = -9.8 m/s2とした。可視性のため水槽の中央部で

スライスした計算領域を図-2に示した。 

 図-2には、計算開始後200ステップ後（t = 0.20 s）の水

粒子の様子と各水粒子が持つ圧力の分布を示している。

この図から、本研究で使用したコードによる解析結果は

非常に滑らかな静水圧分布を呈していることがわかる。

水面近傍や底面近傍でごく僅かに粒子配置の乱れは見ら

れるが、計算が進行しても静水圧分布そのものに顕著な

乱れは確認されなかった。従来より、激流や局所流れ場

の水理解析に用いられてきたMPS法であるが、静水圧の

ような単純な問題に適用しても高い信頼性を有している

ことが確認できる。 

 図-3に示したのは、3次元水槽の水底に設置した固定

計算点Aにおける圧力の時系列変化である。計算開始初

期において、圧力値はピークを記録し、その後急激に小

さくなり0.05 s経過後、理論値に近い値に収束した。開

始時に大きな圧力が発生してしまうのは、計算開始時

（t = 0）には全て粒子は速度0、圧力0の状態であり、次

のタイムステップ（t =Δt）において水粒子と圧力計測 

 

 

図-2 水槽底面における圧力値の粒子法による計算結果と

理論値との比較 

 

図-3 水槽底面における圧力値の粒子法による計算結果と

理論値との比較 

点の間に非物理的な接近が生じて大きな反発力が発生し

たものと推定された。その後タイムステップを経るごと

に（t = 2Δt, 3Δt, …）本来の値に収束したものと考えら

れる。これに関して、計算時間間隔Δtを適切に設定す

れば解消される可能性があるが、本稿では流れ場の計算

に重点を置いているため、詳細な検討は省略する。 

 

(2) 3次元ダム崩壊流れ問題 

 数値流体力学分野において、水槽内のダム崩壊流れの

計算は解析手法の精度検証の際に広く用いられている。

これは対象領域に流入や流出が無く、実験上も数値解析

上も条件設定が簡単なためである。本稿では、Khayyer

ら10)と同様に、オランダ海洋研究所（MAritime Research 

Institute Netherlands, MARIN）で実施されたダム崩壊流れの

水理実験のシミュレーションを実施した。この実験は、

ダム崩壊流れの進行する先に障害物を設置し、障害物に

加わる衝撃波圧を計測したものである。本問題に対して

コードの適用性が検証できれば、実現象の構造物への衝

突に適用しても一定程度の信頼性を担保できると言って

良いだろう。水理実験や格子法による本問題のシミュレ

ーションの詳細についてはKleefsman15)の報告を参照頂き

たい。 

 図-4に示したのは、ダム崩壊流れ問題の計算領域であ

る。実際には側壁も存在するが、可視性のため表示して

いない。水理実験ではダムに見立てたゲートを開放する

ことで重力の作用で貯水池の水が崩壊し、水路中央に位

置する障害物に衝突して、更に反対側の壁に衝突して戻

り流れが発生する。計算上はt = 0 sにおいて水粒子の拘

束を解くことで同様の流れを再現する。図-4内の圧力計

測点は始めダムがある側に設置されている。領域内の粒

子数は約22万個であり、2013年現在10万円程度で入手可

能な標準的なデスクトップPC（Intel Core i7-3770K, CPU 

3.5GHz, 32GB RAM）で3秒間のシミュレーションに約3時

間を要した。 

 

 
図-4 3次元ダム崩壊流れ問題の計算領域（左上は障害物

の諸元と圧力計測点を示したもの） 
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図-5 水理実験と粒子法による計算結果との流況比較 

 

 図-5に流れの様子の時系列変化を、対応する水理実験

結果と比較しつつ示した。カラーコンターは鉛直方向流

速を示す。ダム崩壊後、約0.4 s後に進行波は障害物に衝

突した。流れは障害物に衝突して激しく上方に巻き上が

る部分と、障害物側方の流路を通過する部分に分かれた

（t = 0.56 s）。巻き上がった流体と後続流が反対側の水

槽壁に衝突し（t = 0.64 s）、激しい気泡混入を伴いなが

ら戻り流れとなる様子が再現され（t = 2.00 s）、解析結

果の定性的な傾向はKleefsman15)による報告と一致した。 

 図-6に圧力の観測点P1, P2位置（図-4）における実測値

と計算値の比較を示した。(a)がP1に、(b)がP2にそれぞれ

対応する。なお、計算結果においては、前後0.01 s間の

平均値を圧力値と見なすこととした。 

 図-6 (a)より、流体が障害物に衝突直後の圧力値に関し

て、絶対値及びその発現時刻を良好に再現していること

が確認できる。しかし計算結果においてはピーク圧力を

記録した後、2.0 s頃まで1000～3000 N/m2程度の圧力振動

が確認された。図-6 (b)より、障害物上面の圧力は、実

験よりも0.5 s程度遅れて現れ、かつ、顕著な振動を伴う

結果となった。これは、計算では上面に乗り上げる流体

粒子が少なく、上面で圧力がなかなか上昇しなかった 

 

 
図-6 水理実験による圧力計測値と粒子法による計算結果

との比較 

 

こと、また計算の解像度の面からも、障害物上面付近の

流れ場で粒子配置が粗になり、充分な解析精度が得られ

なかったことが考えられる。しかしながら、振動は伴い

つつもピーク圧力や、概略的な変動傾向はある程度再現

されたと言える。 

 本研究では公開コードに対してパラメータのチューニ

ングを施して最良の結果となるように調整は行っている

ものの、激しい流れかつ粒子が粗になるような解析に対

しては、依然として精度に難点が残る結果となった。こ

のような問題は、今後本コードに対する高精度MPS法ス

キーム10)の適用や、計算領域の高解像度化によって解決

される可能性がある。 

 

(3) 樋門ゲートへの砕波衝突再現計算  

 以上で、本研究で使用しているコードが3次元領域を

対象としたとしても激しい流れ場の解析、及び構造物部

の圧力推定に一定程度の信頼性を有していることが確認

できた。本節ではその次段階として、写真-1に見られた

ような樋門ゲート近傍の波圧作用計算に適用することと

する。 

 図-7には、現地状況の写真(a)、施工時図面より起こし

た樋門ゲート周辺の3次元形状(b)、図面から作成した初

期粒子配置(c)を示した。図-7 (c)の中で青で着色したのが

水を表す粒子であり、計算開始時静水であるとした。吐

口の最手前部分には造波版を設置し、これに波速を与え

ることで波を発生させ、ゲートに衝突させることとした。

ゲート前面には格子状の凹凸が存在するが、本稿の検討

では解像度の制約から再現が難しかったので、ゲートは

平板であるものとして以下の解析を実施した。 
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(a) 現地における吐口とゲートの状況 

 

(b) 施工時の図面より作成した3次元形状 

 

(c) 図面に基づく初期粒子配置 

図-7  施工図に基づく3次元計算領域 

 

 さて、新釧路川A樋門吐口において捉えられた河川津

波は、釧路港潮位観測所において観測された最大波が新

釧路川に侵入し、本樋門吐口に到達したものと推定され

ている16)。映像記録は残されているものの、現地条件の

手がかりとなる情報はほとんど残っておらず、解析の初

期条件は仮定を含めつつ設定せねばならない。以下では

本計算に用いた仮定について詳述する。 

 まず、A樋門吐口水路地点において、河川津波の映像

が捉えられる直前の水位は、既往の津波再現計算結果を

元に設定した。この再現計算は、この樋門を挟む2水位

観測所の時系列水位を良好に再現していることが既に示

されている1)ので、本稿でもこの値を用いた。その水位

から樋門ゲート全面部分の初期水深を求めた結果約0.4 

mであったので、初期粒子配置においても同水深を与え

ることとした。なお、津波衝突前は遠隔操作により樋門

ゲートは閉められていたので、堤内側からの流入は考慮

していない。次に映像記録内の量水標から砕波の波高を

0.5 m程度、波速を2 m/s程度と推定し、これとほぼ同条

件となるように吐口の造波板を稼動させた。造波板の稼

動開始時刻をt = 0 sとした。 

 図-8に映像記録と解析結果のスナップショットを比較

したものを示した。カラーコンターは吐口水路方向の流

速を表している。図より、砕波段波状となりゲートに接

近する河川津波と、ゲートへ衝突後運動エネルギーが鉛

直上向き速度に変換され飛沫を上げながら激しく巻き上

がる様子が比較的良好に再現された。3段目の図でフロ

ント粒子の色が青くなっていることから、ゲートへの衝 

 

図-8 映像記録に捉えられた河川津波と粒子法による計算

結果との比較 

 

突後反射して本川方向への流速に変換されたことが示唆

される。実際の映像では、ゲートに対して何波もの段波

が来襲したことが分かっている。また、砕波する条件で

の計算であるため、津波フロントの周辺で飛沫となって

いる水粒子が計算結果の中に数多く見受けられた。また、

粒子の速度分布についても、図-5に比較してもばらつき

が多くなっている。これは、初期水深として存在してい

た水と段波の相互作用により飛沫を含む複雑な流れ場と

なったために、精度低下が起こったものと推察される。 

 図-9に示したのは、対象樋門の解析領域からゲート部

分の計算粒子のみ抽出し、2次元的に圧力値をプロット

したものである。ここでも(2)節の解析と同様に前後0.01 

s間の平均を圧力値とみなした。右側には対応するゲー

ト前面への砕波衝突状況を示した。衝突前は微かに静水

圧が生じていただけであるが、砕波進行と共に飛沫の接

触によって圧力極大値が生じ始め（t = 3.08 s）、t = 3.16 s

において最大圧力を記録した。また、このときゲート前

面で最も広範に圧力上昇が確認された。その後のt = 3.28 

～3.44 sにかけ、ゲート前面の流れ場は、水平方向から、

鉛直上方を向くようになり、ゲート前面の圧力分布もま

ばらにかつ面積が拡大していることがわかる。 

 本解析において、ゲート中央部において別途圧力を計

測し（図-9に計測位置を示した）、その時系列変化を図

-10に示した。ゲート下端のPoint A地点では相対的に小

さい圧力が上昇と下降を繰り返しつつ継続している。

Point B地点ではAの2倍程度の振幅の圧力変化を記録して

おり、Point Cではt = 3.1 s前後で極大値を記録している。

最も高い地点のPoint Dではt = 3.30 s以後、すなわち、砕

波衝突後の巻き上がりの後に波圧が作用していることが

わかる。 
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図-9 ゲートに作用する圧力分布と同時刻ゲート前面にお

ける流況 

 

 

図-10 ゲート中央部各計測点における圧力の時系列変化 

 

4.  まとめ 

 

 本研究では、比較的新しい数値解析手法である粒子法

を用い、河川津波による樋門ゲートへの波力評価手法と

して提案し、既往の水理実験結果と共にその適用性につ

いて検証を行った。提案した一連の手法は、既往の河川

水理解析ソフトでは適用困難であった激しい飛沫運動を

伴う解析にも適用可能で、かつ安定的に解析が可能であ

るというメリットを持つ。しかし、条件によっては非物

理的な圧力振動が発生することも確認されたため、今後

振動抑制のため高精度スキームを適用するなどの対策を

行う予定である。また、河川結氷由来の氷板漂流物など

の挙動を解析可能なサブモデルを実装することができれ

ば、寒冷地特性を考慮した外力評価手法として発展させ

ることに繋がると期待される。 
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