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東日本大震災における厚岸漁港の被害と
今後の漁港防災対策について
釧路開発建設部

築港課

○朝倉 邦友
寺田 卓史

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、東北地方太平洋沖地震による津波が釧路沿岸にも来襲
し、道東の厚岸町においては、最大 3.5m の津波を記録し、家屋の浸水被害やカキ・アサリ等の養殖漁場を
大きく喪失させる等、住民生活や漁業活動に大きな被害を与えることとなった。
本報においては、この経験を基に当該漁港における津波の防災および減災対策を構築するため、当時の津
波来襲状況を把握し、必要な対策等について考察を行ったものである。
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1. はじめに
東日本大震災は、平成23年3月11日14時46分に太平洋
三陸沖を震源とした国内観測史上最大のマグニチュード
9.0（Mw）規模の東北地方太平洋沖地震に伴い大規模な
津波が発生し、東北地方を中心に日本各地の太平洋沿岸
において甚大な被害が発生した。
我が国の縁辺を形作っている漁港漁村に対しても甚大
な被害をもたらし、特に東北地方の漁港では、従来の設
計条件をはるかに越えるエネルギーが外郭施設等に作用
した為、壊滅的に被災した。また、北海道太平洋沿岸地
域にも津波が来襲し、震源から約500km離れた第3種漁
港厚岸漁港においても2.3m～3.5m程度の津波が来襲した
ことが明らかとなっている（図-1）。この津波により、
厚岸町では、家屋の浸水被害やカキ・アサリ等の養殖漁
場が大きく喪失させる等、住民生活や漁業活動に大きな
被害を与えることとなった。
本報においては、東日本大震災による厚岸漁港の被災
状況を整理・把握し、この経験を基に当該漁港における
地震津波に対する防災・減災対策を構築するための考察
を行ったものである。

2. 厚岸漁港の被災状況
（1）厚岸漁港の被災状況
東日本大震災の厚岸漁港周辺における土木学会津波痕
跡高合同調査グループにより津波痕跡高について調査し
た結果を図-1に示す。厚岸漁港湖南地区第2埠頭では、
DL=3.56mの痕跡高が確認されている。なお、特徴的な
こととして、この最大津波高さを記録した時刻は地震発
生起時から約7時間30分後の22時19分となっている。
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（http://www.coastal.jp/ttjt/、2012 年 3 月 1 日参照）

図-1 平成23年東日本大震災の津波浸水高さ
厚岸漁港における被災状況を写真-1に示す。
湖南地区第２埠頭背後の漁船漂流

湖南地区第１埠頭背後の漁船漂流

厚岸湖内の養殖施設の被災

湖南地区第１埠頭背後の漁具漂流

写真-1 平成23年東日本大震災の被害写真

また、厚岸町内の水産関連施設および水産品等への被
災状況を表-1に示す。

原子力安全基盤機構が公表しているJNESモデル（2011）
を採用した。なお、断層モデルより算出された初期水位
を図-3に示す。

表-1 町内水産関連施設等の被害状況

表-2 計算条件
項目
計算領域
メッシュ構成

支配方程式

初期条件

境界条件

計算時間

条件内容
対象波源を含む東日本
沖合からのネスティング処理による接続
1次領域：900m 2次領域：300m
3次領域：100m 4次領域：50m
5次領域：10m
2次元非線形長波モデル
運動方程式（流量、流速）
連続式（水位）
断層モデルに基づく海底地盤の鉛直変位量
を初期水位分布と設定
地盤の隆起：0.0m
沖合：自由透過境界
海岸：外領域、完全反射境界
中領域、移動境界（遡上）
地震発生後3時間
（エッジ波の確認は、900mのみの15時間）
時間解像度0.2sec

地震発生直後からの避難勧告の状況は、発令対象
2,500世帯（総世帯数の約56%）、8,000人（総人口の約
75%）であり、地震発生翌日12日の20時20分まで避難勧
告が継続した。なお、H23.3.31現在の厚岸町世帯数4,437
世帯、人口10,654人）であった。厚岸町の津波の被害状
況は住宅床上浸水67戸、床下浸水165戸、商工業の工場
倉庫設備等の破損では商業34件、工業16件であり被害額
は2.4億円であった。なお水産業に関する被害は、漁船
の流出損壊が19件、漁港施設68件、共同利用施設15件、
その他施設47件、漁具1,257件、水産製品（カキ、アサリ、
コンブ流出）3,051トン、その他水産関連に関する被災
が108件で、被害額は28.7億円に上った。

3. 厚岸漁港への津波の来襲状況
(1)津波シミュレーションの概要
発生した遡上高等を再現するため、平成18年度に釧路
港湾事務所で実施した「厚岸漁港施設機能高度化検討業
務」で検討された数値計算データを活用して、東北地方
太平洋沖地震を波源とした津波シミュレーションを実施
した。
津波は波長が非常に長いことから、長波として取り扱
うことが可能である。このため、本研究では非線形長波
理論を用いてシミュレーションを行った。計算条件を表
-2に示す。本数値計算による最終的な評価対象地域は厚
岸漁港周辺であるため、波源を含む一次領域（900mメ
ッシュ）からネスティング処理により接続し、厚岸漁港
は五次領域（10mメッシュ）として表現した。厚岸漁港
周辺の計算領域を図-2に示す。また、津波の初期波形を
決定するために重要となる地震断層モデルについては、
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図-2 厚岸漁港周辺の計算領域

厚岸漁港においても同様の現象が確認されているが、
験潮所潮位において最大波は第一波到着より数時間後と
なっている。第一波目から相当時間が経過した後に最大
波クラスの津波が来襲する要因としては、エッジ波の発
生によるものが考えられる。エッジ波は津波の浅水変形
により岬部で津波高が大きくなることに起因し、岬部に
集中した津波が沿岸に沿って伝播するものである。釧路
地域は東に尻羽岬、西にえりも岬がありそこで発生した
エッジ波が重複しこのような挙動を示すと考えられた。
今回のシミュレーションにおいても、第一波到達より遅
くに振幅の大きい津波が来襲する結果となっており、エ
ッジ波が再現されていることを確認した。
（3）厚岸漁港周辺の最大津波流速分布
厚岸漁港周辺に来襲する最大津波の流速分布を把握す
る為に、ネスティングモデルによる10mメッシュの3時
間計算結果の流速分布を評価した。解析に供したアサリ
図-3 東北地方太平洋沖地震の初期水位
礁地形を図-6に、最大流速分布を図-7に、養殖漁業分布
図を図-8にを示す。
（2）釧路沿岸周辺における津波来襲状況
本研究で用いた10mメッシュの地形は、アサリ礁を精
厚岸漁港に来襲する津波の概要を捉えるため900mメ
緻に表現するために、深浅測量データを活用して作成し
ッシュの計算を15時間実施した。結果の評価については、 た。このため、厚岸漁港はもちろんのこと湾内水路と厚
釧路港東港区南地区に設置されている気象庁の験潮所に
岸湖の状況が詳細に表現されている。
より把握された潮位を活用する。釧路港における実測潮
厚岸湾に来襲した津波は、厚岸湾湖水路を通じて
1.0m/s以上の津波として湖内にも伝達している。この津
位を図-4に、シミュレーション結果により得られた釧路
港における時刻歴水位を図-5に示す。
波による最大流速分布において1.0m/s以上の領域とアサ
リ礁の位置が一致しており、アサリ礁の壊滅的な流出被
害は、流速の大きい流れによるものであると推察された。

図-4 釧路港験潮所における潮位

図-5 計算された釧路港における時刻歴水位
図-6 解析に供したアサリ礁の地形
実測された潮位では、14時46分に発生した東北地方太
平洋沖地震による釧路港への第一波津波到達時刻は、発
生から48分後の15時34分であった。シミュレーション結
果においても、釧路港への津波到達は、同時刻となった。
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図-7 厚岸漁港周辺の最大流速分布図

アサリ礁

図-10 厚岸漁港周辺の津波浸水域

4. 厚岸漁港に関する防災・減災の取り組み
カキ礁

これら東日本大震災による被災の経験、再現シミュレー
ション等を用いて、厚岸漁港の地震津波に対する防災・
減災対策について考察をする。
(1) 施設整備よる防災減災対策に対する主な取り組み
厚岸漁港では、東日本大震災による被災を受け、港湾で
整備実績のある津波漂流物対策施設（津波スクリーン：釧
路港等）の整備について、地域の早期整備要望の高まりを
受け、整備に着手した。(図-11,12）
本整備は、津波による漂流物が港内水域に滞留し、漁船
航行や岸壁利用の支障を与えることを防ぎ、陸揚げ等の漁

図-8 湖内アサリ礁とカキ養殖施設の位置図

業活動を守ること、また、今回の被災でもあったような漁
船が背後地域へ漂流することを防ぐことを目的としている。

（4）厚岸漁港周辺の浸水域
シミュレーションにより得られた厚岸漁港周辺の最大
浸水深分布を図-9に、実際の浸水被害調査により把握さ
れた浸水域を図-10に示す。
シミュレーションによって得られた浸水域は、調査に
より推定された浸水域と比較して、概ね一致している。

漂流物対策施設

図-11 津波漂流物対策設置検討箇所

図-9 厚岸漁港周辺の最大浸水深分布
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図-12 津波漂流物対策施設

また、東日本大震災時、気仙沼漁港で最大約1,000人の避

中核となる業務の継続あるいは早期復旧を可能とするため

難実績があった、人工地盤（災害時に漁業従事者の緊急的

に、平常時に行うべき活動や緊急時における業務継続のた

な避難箇所として活用が可能な施設）について、厚岸漁港
においても、緊急的な避難場所と位置づけ整備を予定して

めの方法、手段などを取り決めておくものである。水産物
の生産・流通拠点において機能等を維持・早期復旧するた

いる。(図-13)

めには、特に、これらを支える基盤となる漁港が継続ある
いは早期復旧されなければならない。
厚岸漁港においても、行政と地域が一体となり、BCPの検
討を進めており、施設の整備による防災・減災対策の効果
を最大限に発揮するべく、BCPの検討を進めている。

図-13 漁港内の人工地盤による津波避難（気仙沼漁港）
さらに、地震等の災害時において孤立化の恐れがある湖
南地区において、緊急物資運搬船の係留を確保する耐震強
化岸壁の整備を位置づける。(図-14)
厚岸漁港 湖南地区

避難水域の設定

衛生管理エリア

波除堤

屋根付岸壁
人工地盤

耐震強化岸壁

道路（液状化）

図-15 BCPの概要
図-14 耐震強化岸壁の計画位置図

(3) 想定する津波と防災・減災について
これらの施設整備を通して、地域防災力の向上を図る。

(2) 地域と一体となった減災への取り組み
水産庁は、東日本大震災の甚大な被害状況を踏まえて、

土木学会東日本大震災特別委員会津波特定テーマ委員会
では、1000年に一度程度の低頻度で発生する巨大津波を含
めた今後の津波対策について、海岸構造物による防護と津
波に強いまちづくりの方針に関する提案や今後の検討方法

「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」の改訂を行い、 などが示されており、方針としてL1, L2という2つのレベル
が設定されている。
「減災計画策定マニュアル」を取りまとめた。主な視点と
して、①「漁業地域の防災力向上(就労者・来訪者の安全
確保、総合的な防災対策)」、②「水産物流通機能の確
保」を2本柱に構成されており、産地市場のBCP(業務継続計
画)の考え等が示されている。（BCPの概要を図-15に示
す。）
BCPは、漁港を中心とした水産物の生産や流通機能の過程
を一つの業務と捉え、自然災害、大火災などの緊急事態に
遭遇した場合に、これら業務資産の損害を最小限にとどめ、
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【レベル1：L1】津波防護レベル
数十年から数百年に一度の津波
（人命及び資産を守るレベル）
【レベル2：L2】津波減災レベル
レベル1をはるかに上廻り、構造物対策の適用限界を超
過する津波
(人命を守るために必要な最大限の措置を行うレベル）

るだけではなく、住民・漁業従事者の安全を二重、三重に

厚岸漁港に関する防災・減災の取り組みについては、
水産庁の「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」、

確保しておくことが重要である。

「減災計画策定マニュアル」が活用し、漁村における減災

防災・減災の考え方としては、防災施設による対策に頼

北海道においては、北海道太平洋沿岸にかかる浸水域図

の達成に必要なハード対策、具体的な対策としては、津

について、L2地震津波の来襲により引き起こされると想定
される津波堆積物の各種調査を踏まえて推定された「最大

波漂流物対策施設や人工地盤による津波避難施設を進め、

クラスの津波」による波高と浸水域の想定結果を平成24年6

の検討を進めている。
また、これらを踏まえた、漁業従事者の避難対策につい

月に公表した。さらに、現在、構造物の設計外力として供

これらの効果を最大限に発揮するべく、BCP(業務継続計画)

されるL1地震津波について最終段階の検討をを行っている。 ては、津波到達時間、浸水域を踏まえた避難計画の策定が
これらを踏まえた、漁業従事者の避難対策については、
不可欠であり具体的な検討に当たっては、それらの設計に
津波到達時間、浸水域を踏まえた避難計画の策定が不可欠

必要な津波外力を設定する必要がある。その際には、本研

である。具体的な検討に当たっては、それらの設計に必要

究で実施した津波シミュレーション解析等が非常に有用と

な津波外力を設定する必要がある。その際には、本研究で

なるものである。

実施した津波シミュレーション解析等が非常に有用なもの

最後に、被災状況の写真や統計資料等を提供していた
だいた厚岸漁業協同組合にお礼を申し上げる。

となる。

5. おわりに
本検討においては、東日本大震災による厚岸漁港の被
災状況を整理・把握し、発生した遡上高等を再現するた
め、東北地方太平洋沖地震を波源とした津波シミュレー
ションを実施した。その結果、釧路地域において特徴的
な、第一波目から相当時間が経過した後に最大波クラス
の津波が来襲する要因としては、エッジ波の発生による
ものと考えられた。また、厚岸漁港における津波来襲状
況は、厚岸湖の湖口を通じて湖内にも2.2mも津波が伝達
する状況が確認された。また、1.0m/s以上の津波来襲領
域とアサリ礁の位置が一致し、アサリ礁の壊滅的な流出
被害は、流速の大きい流れによるものであると推察され
た。
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