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This research detailed the interaction between the dispersive wave train and ice ﬂoe in tsunami-induced
wave propagation upstream in rivers. First we conducted hydraulic experiments to investigate the eﬀects
of ice ﬂoe length and thickness using ﬁeld observation data obtained when river ice breakup and scattering
were caused by the 2011 Tohoku Paciﬁc-Coast Earthquake tsunami. We measured transportation velocities
of ice ﬂoes using an image analysis technique. Second, particle based numerical simulation was conducted,
by which we can easily handle with violent free surface motion and ice ﬂoe movements. Direct comparisons
of experimental photos and their corresponding simulation snapshots are made in terms of the reproduced
waveforms and the ice ﬂoe displacement. The work highlights potential risks of ice ﬂoes when tsunami
propagation upstream in a river occurs.
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1. はじめに

3/11, 16:05:25

2011 年東北地方太平洋沖地震により発生した津波は
東北地方沿岸域に多大な被害をもたらしただけでなく，
全国的に河川遡上を引き起こした．河川津波は北海道
でも複数の 1 級河川で観測され 1) ，多量の氷板漂流，ア
イスジャム，樋門ゲートへの氷板侵入など，寒冷地特
有の課題が顕在化した．写真–1 は新釧路川で動画記録
に捉えられた波状段波の様子である 2) ．3/11 16 時過
ぎの河川津波第 1 波では，先頭の第 1 波峰が砕波状と
なっているが，第 2 波峰以降は分散波列が継続してい
る．同地点で深夜に捉えられた波状段波では，写真–1
のような第 1 波峰の砕波は見られず，第 1 波よりも長
時間，2 分程度波状段波が継続した．その直前に最大波
が釧路港で観測されていることから，規模の大きな津
波により波状段波が新釧路川を遡上する過程で充分発
達したものと推定される．また同日夕方に十勝川でも
波状段波が観測され，松川ら 3) により報告されている．
北海道のような積雪寒冷地においては，12 月から 4
月にかけて，多くの河川で結氷が生ずる．前報 4) で実
施された実験的研究により，氷の輸送速度の時系列変
化と，波高計に捉えられた波形が酷似していることが
指摘された．上記のように波状段波が発達した上で河
道内の氷板輸送が生じた場合，氷板が急激に加速され
ることが明らかとなった．ところが，上記の研究は単
一形状の氷板模型を用いたものであり，氷の長さや氷
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写真- 1 新釧路川で撮影された河川津波の様子（KP.5.2 釧
路湿原大橋付近，2011/3/11 16:05 頃）

の厚さによりこの傾向がどのように変化するかは検討
されていない．
そこで本研究では，氷の形状に関する諸元がそのよ
うな氷板輸送過程に及ぼす影響を明らかにすることと，
波状段波と氷板の相互作用を解明することを目的とし
た．そのため，氷板の形状に関する諸元を変化させた
水理実験を実施した．更に，粒子法を用い，氷の存在
を考慮した鉛直 2 次元の河川津波の数値解析を実施し，
波状段波の内部流れ場と氷板輸送との関係性に焦点を
当て，議論を展開することとした．

2. 研究手法
(1) 水理実験の概要と設定した条件
水理実験には寒地土木研究所が所有する河川津波実
験水路（図–1）を用いた．この水路は下流端に造波板
と，水流発生のためのポンプを備えており，不等流場
を遡上する河川津波を模擬することが可能である．縦
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図-1 実験装置の寸法と波高計の設置位置（側面図）
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図-2 氷板模型の設置状況の写真と位置関係を示す模式図

2.00 を用い，同ソフトウェア上でレンズ歪み補正，及び
時空間補正を行った．一般に画像解析に用いられる撮影
時間間隔 Δtptv の算定式 7)：Δtptv = αΔXm /U （但し
α:撮像面と物理平面の変換係数 [m/pixel]，ΔXm :PTV
で追跡する氷板模型の平均移動量 [pixel/frame]，U :対
象とする氷板模型の平均移動速度 [m/s]）に，Li =6 cm,
hi =1 cm のケースにおける各値：α = 0.0025，ΔXm =
3.6，U = 0.27 を代入すると Δtptv = 0.03 s = 33.3 FPS
となることから，本実験におけるフレームレート等の
設定は妥当なものと考えられる．
(2) 数値解析
波状段波と漂流氷板の相互作用を直接的に解析する
ため，激しい自由水面の変動と漂流物の輸送を同時に
かつ簡易に解析可能な数値解析手法である粒子法を用
いた．基本的な計算手法は Koshizuka ら 8) により提案
された粒子法の一つである MPS 法を採用した．
基礎式は連続式と Navier-Stokes 方程式：

断的な波形変化を計測するため容量式波高計（ケネッ
ク製）を用い，これらは図に示した縦断位置 5 箇所で
実験水路の右岸側側壁から 5 cm の位置に設置し，氷板
の遡上を妨げないようにした．本稿ではそれぞれによ
Du
1
る計測を Ch.1〜Ch.5 と統一して表記することとする．
(1)
= − ∇p + ν∇2 u + K
Dt
ρ
大河川でありながら河川結氷を生じやすい北海道の
1 級河川，十勝川の河道条件を参考に実験条件を設定 （u:流速ベクトル，ρ:流体密度，p:圧力，ν:動粘性係数，
した．模型縮尺は 1/30 とし，Froude の相似則を満た
K:外力項）である．勾配を変化させた可傾斜台上の津
すように全ての実験条件において河床勾配 i = 1/250， 波実験水路を模擬するため，外力項のうち，重力項 g
造波板前の水深 DM = 0.80 m とした．流入流量は 5.0,
は河床勾配 i に応じ傾斜させて各計算点粒子に与えた．
2.5 L/s と設定した．また，比較のため流入が無い場合
MPS 法において不等流場を遡上する津波の波形変化
の実験も実施した．氷模型は正方形であり，長さ Li そ
と漂流物輸送を再現するためには，正確な界面の追跡
して厚さ hi については，実際に 2011 年東北地方太平
が肝要と考えられた．そこで本研究では標準型 MPS 法
洋沖地震の津波遡上の際に十勝川において発生した漂
に比して大幅に圧力攪乱を低減可能な高精度 MPS 法を
流氷板の寸法計測結果 5) を参考に，Li =6, 9, 12 cm,
用いることとした．MPS 法の圧力解法の精度向上に関
hi =1, 2, 4 cm のそれぞれ 3 通りを設定した．
する取り組みは，これまで国内でも複数の研究グルー
なお，東北地方太平洋沖地震の津波では，寒冷地河
プ：入部ら 9) ，Kondo ら 10) ，Khayyer ら 11) ，によって
川特有の現象として，全面結氷の下を津波が伝播する
多数提案されているが，本研究ではこのうち最も実装
ことで川幅を覆うほどの巨大氷板が輸送された事例 3)
が容易な CMPS(Corrected-MPS) 法 12) を用いた．具
6)
や，結氷下を津波が伝播した事例 も見られたが，本
体的には，以下のように離散化される Navier-Stokes 方
研究では，破壊を経て漂流氷板となったものが波状段
程式の圧力勾配項
波に輸送される現象を対象とした．
Ds  pj − p̂i
∇pi =
r ij w(|r ij |)
(2)
流れがある場合にも氷板が流下しないように，氷板
n0
|r ij |2
j=i
は，図–2 のように下流側に針金を立てて設置固定し，
津波遡上への影響を最小限に抑えつつ，氷板が上流方 （但し，p̂i = min (pi , pj ), J = {j : w(r ij ) = 0}）を，
j∈J
向のみに輸送される挙動を検討の対象とした．水路を
次のように anti-symmetric（逆向き等大）な
遡上しながら縦断的に変化する波形と，氷板漂流形態
Ds  (pi + pj ) − (p̂i + p̂j )
∇pi =
r ij w(|r ij |) (3)
の違いを検討するため，氷板の設置位置 d を 5.0, 10.0,
n0
|r ij |2
j=i
15.0 m の 3 通りに設定した．
なる表式に置換したものである．但し，pi : 粒子 i の圧
実験水路の上方にデジタルカメラを設置し，氷板輸
力，Ds :次元数，n0 : 基準粒子数密度，r ij : 粒子 j の
送過程の動画撮影を行った．撮影画素数を 1920 × 1080
粒子 i に対する相対位置ベクトル，w: 重み関数であ
pixel，フレームレートを 30 FPS とし，撮影範囲は氷板
の移動開始から終了までを記録可能なように 5 m 程度と
り，括弧 ·i は MPS 法の粒子間相互作用モデルで離散
した．水路側壁には下流端 (x = 0 m) を基準とした標定
化することを示している．氷板輸送は，PMS(Passively
点を設置しており，映像から津波や氷板の位置関係を読
Moving Solid) モデル 13) を用いることで再現し，氷を
み取れるようにした．氷板の輸送速度 U i = (Uix , Uiy )
表す剛体粒子は実験で用いたポリプロピレン板に合わ
せ比重 0.92 とした．
はデジタルカメラにより撮影・収録した連続画像を PTV
解析することで求めた．画像解析には Dipp-Flow Ver.
計算機の制約上，計算領域に配置した粒子径は，最も
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3. 結果及び考察
(1) 水理実験結果
a) 氷板の存在と津波の変形過程の関係
まず，漂流氷板の存在による河川津波の波形変化の
有無を調べた．本研究で氷板の長さと厚さを最大長と
した，Li = 12 cm，hi = 4 cm のケースで，これを下
流側（d = 5.0）に設置した場合と上流側（d = 15.0）
に設置した場合の波高計による計測結果を図–3 に示し
た．全ケースにおいて，下流側の Ch.1 から Ch.5 へ向
かって，河川津波は１山型の津波波形から，次第に前
傾化しフロントで分散波を生じ始め（Ch.2），Ch.3 か
ら Ch.4 にかけては分散波列を形成した．Ch.5 ではフ
ロント部の第 1 波峰が砕波によって形が崩れ，第 2 波
峰で最大水位となっている．
流量 Q = 0.0 L/s のケースでは，氷板を上下流に設
置した場合に水位変動量は両者でほぼ一致しており，遡
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薄い hi = 1 cm の氷板を解像可能な最大値とし，d0 = 1
cm とした．この時図–1 を再現した領域全体の粒子数
は，約 70,000 個である．相互作用計算を行うための影
響範囲は Khayyer ら 12) による影響半径 re の推奨値
re = 2.4d0 を用いた．粒子法における計算負荷軽減の
ため，Boussinesq 方程式系モデルとの連成による造波
境界が後藤ら 14) により提案されているが，この手法
では河川流とその下流端での流出の再現に困難が伴う．
本研究ではより実態の水路に即した形で，下流端の造
波板を模擬するため強制変位を与えることができる剛
体粒子を設置して，実験水路に併設された造波機と同
じ時間間隔で同変位与えることで造波を行うという手
法を取った．計算領域は図–1 の水路のうち下流端から
X = 20.0 地点までを再現し，流入境界から実験の流入
流量に応じた個数と速度で計算粒子を流入させた．
実験水路河床には人工芝が貼られている．これを
模 擬 す る た め Khayyer ら 15) に よ り MPS 法 に 導
入された anti-symmetric な底面摩擦牽引力：F D
ij =
−γw(|r ij |)(r̂ ij · uij )r̂ ij を用いた (但し r̂ ij = r ij /rij )．
摩擦係数は比較的大きな値 (γ = 1.5) を用いたが，これ
は造波前の状態で縦断水位分布が実験とほぼ一致する
ように設定したものである．以上の計算モデルにおい
て，造波時の波高計設置点における水位を算定した．
MPS 法を始めとした粒子法における水位あるいは水
深の判定は，その Lagrange 的な計算過程の性質のため
実施例が少ない．現状では，水位判定に関して手続き
まで示されたものは後藤ら 14) によるもの等非常に少な
い．本研究では波状段波の形成過程を詳細に検討する
ため，可能な限り計算粒子の運動に即した水位判定を
行う必要がある．そこで，初期状態 (t = 0 s) において，
re = 2.4d0 の条件下で 1 つの水表面粒子が有する近傍
粒子数 12 を基準として，水位計設置点の前後 re の領
域で，近傍粒子数が 12 となる粒子の y 座標を平均化し
た値を水位とみなした．
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図-3 氷が最も大きい場合の波高計測定結果

上速度もほとんど変化がない．一方で，流れがある場
合では，Q = 2.5, 5.0 L/s のケース共に，下流側に氷
板を設置したケースにおいてわずかに遡上速度が遅く
なっているが，波形の変形過程という観点では顕著な
変化はない．本稿では紙面の都合上掲載を割愛するが，
Li , hi が本ケースより小さい場合でも，このような傾向
となることが確認されたことを付記しておく．
以上より，本研究で対象とした漂流氷板の存在は，伝
播速度をやや小さくする可能性はあるものの，波状段
波の変形過程そのものに及ぼす影響は小さいことが示
唆された．言い換えれば，単一漂流氷板の輸送に対し
ては，波状段波の発生有無を考慮する必要があるとい
うことである．本研究で設定した氷板の長さ Li ・厚さ
hi は，2011 年東北地方太平洋沖地震津波の際に痕跡と
して残された氷板の実測値を参考に設定されたもので
あることを特記しておく．
b) 画像解析結果
前報 4) では単一形状氷板について画像解析を実施し，
それを入射波形と比較して形状が類似していることを
明らかにした．本稿でも同様の検討を実施した．画像
解析により求められた時系列の氷板輸送速度を，波高
計設置点で計測された時系列の水位変動 η と比較して
示したのが図–4 である．
同図 (a) に示したのは流量が無い静水中の氷板輸送
過程を示したものである．Ch.1 地点での 1 山型の津波
入射があった場合，輸送速度の時系列変化も 1 山型で
変動しており，Ch.2 地点で，フロントでわずかに波形
が階段状になっているが，それに応じて氷板輸送速度
の時系列変動も階段状になっていることが見て取れる．
Ch.3 地点では，Q = 0.0 L/s のケースで波状段波が
発達し，少なくとも第 3 波峰までを明瞭に確認できる．
そのような波形の入射に伴って，Li = 6 cm, hi = 1 cm
のケースでは氷板輸送速度の鋭敏な反応が見られ，波
状段波の作用で氷板が急激に加速したものと考えられ
る．氷の諸元に関して，Li = 12 cm 及び hi = 4 cm と
大きくしたケースでは，Ch.1(d = 5.0), Ch.2(d = 10.0)
地点からの氷板輸送では 1 山型の速度変動が確認でき
るが，Ch.3 地点ではそれぞれ基準となる Li = 6 cm,
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図-5 水理実験における波高計の計測結果と粒子法による波
形変化の比較
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図-4 Ch.1, Ch.2, Ch.3 の観測波形と，氷板設置位置 d =
5.0, 10.0, 15.0 m の時の輸送速度の時系列変化の比較

hi = 1 cm の場合より，入射波形に対する氷板輸送速
度の応答がやや鈍くなっている．
流量が存在する場合，図–4(b) に示したように，Ch.3
における観測波高は波状段波の発達が促進され，静水
中に比しても 1 cm ほど高くなっている．それに応じて，
PTV 解析結果を示した下 3 段のケースでも輸送速度の
波形が鋭敏になっている．従って，河川流の作用によっ
て波状段波の発達が促進される場合，それに伴う氷板
輸送の加速も大きくなる作用があるものと推察される．
また，下 2 段の比較から，氷板輸送速度の最大値は，
氷の厚いケース（Li = 6 cm, hi = 4 cm）よりも氷の
長いケース（Li = 12 cm, hi = 1 cm）の方が大きく，
同時に波状段波の波形に追従している部分の振幅も大
きくなっている．
(2) 数値解析結果
a) 粒子法による波形変化の再現性
ここではまず，粒子法による不等流場を遡上する津波
の再現性について検討を行うため，水路内に氷を設置し

ないケースの実験のシミュレーションを実施した．図–5
に示したのは，本研究で用いた計算手法による，Ch.1
〜3 地点における波形変化である．Q = 0.0, 2.5, 5.0 L/s
のいずれにおいても，Ch.1 及び Ch.2 地点では水位変
動の傾向は良好に再現されている．Ch.2 地点において
はフロントから分散波のでき始めが見られるが，粒子
法による解析結果にも同様の波形が現れている．
しかしながら，波状段波が明瞭となる Ch.3 では，い
ずれの流量ケースに対しても計算値は波速を過大に評
価していることがわかる．また，分散波列の形状につ
いて見ても実験では 3 から 4 波峰確認できるのに対し，
粒子法においては明瞭に形成されていると確認できる
のは 2 波峰のみで，実験で観測された波状段波の正確
な再現はできていない．波速が過大となる要因として
考えられるのは，数値解析を鉛直 2 次元空間で行って
おり，アクリル製の水路側壁の摩擦抵抗を考慮してい
ないことが挙げられる．また，底面摩擦を考慮する対
象となっているのが水路床上の計算粒子から re の流体
粒子に限られているため，ごく薄い層にしかその効果
が現れていない可能性もある．すなわち，遡上に伴い
波状段波が発達し波高が上昇する (水深が大きくなる)
につれ，相対的に底面摩擦の影響は小さくなると考え
られる．初期水位分布を実験値に一致させてから津波
を遡上させているものの，現状ではこのように底面近
傍において流速分布を充分に再現し得ていないこと考
慮に入れた上で，以下の考察を行っていく必要がある．
今後は摩擦係数等のパラメータの決定方法なども含め，
より議論を深めていく必要があると考えられる．
入部ら 16) によっても，斜面上への波の遡上に対する
適用性は検証されているが，MPS 法により波状段波の
形成を示した研究例はこれまで見られない．本研究の
数値実験により，不等流場を遡上する波状段波の解析
に対してもある程度の有効性が示されたと言える．

b) 氷板輸送過程の再現性
次に，設置位置 d = 15.0 として実際に氷板を浮かべ
た水理実験の数値シミュレーションを実施し，実験に
おいて側方から撮影した動画のスナップショットと，計
算結果における水面形状と剛体モデルにより再現され
た氷板の位置の比較を行った（図–6）．図左が水理実
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験における時系列のスナップショット，右側が対応する
計算結果である．左列の写真では，右から水路の流れ，
左から波状段波の遡上があり氷板輸送が開始する．時々
刻々の氷板位置を”Ice Floe”と矢印で，(1st), (2nd) 等
はそれぞれ波状段波の第 1, 2 波峰目を表している．
氷板は波状段波のフロント第 1 波峰のみによって輸
送されるのではなく，水面付近を滑るように第 1 波峰
に乗り上げ，第 1 と第 2 波峰の間の波谷に落ち込み，次
いで第 2 波峰に乗り上げるといったように，波峰への
乗り上げと波谷への落ち込みを繰り返して輸送される
様子が確認された．これは本研究で実施した実験では
氷板形状によらず，共通して確認された現象である．
粒子法による解析結果を同図右側に示しているが，用
いた剛体モデルにより，氷板の第 1 波峰への乗り上げ，
続く波谷への落ち込み，第 2 波峰への乗り上げが概ね
良好に再現されていることがわかる．前節でも指摘し
たように計算では第 3 波峰が明瞭な形状で得られてい
ないが，波状段波フロント直近である第 1, 2 波峰にお
いては計算で良好な結果が得られたと言える．
図–7 は粒子法の解析結果における氷板輸送過程と流
体粒子の 2 次元流れ場の様子を x 方向流速 u のコンター
と共に示したものである．流速ベクトルも同図に示し
た．波状段波の第 1 波峰の直下では，波峰を中心とし

図-8 氷板輸送速度に関する実験結果と計算結果の比較

て反時計回りの流速場が発生している．フロントの前
面に氷板が差し掛かった時，この流速の作用を受けて
氷板は加速する．氷板が第 1 波峰の裏側の波谷に落ち
込んだ時，漂流氷板は減速するが，第 2 波峰内部の流
速大の領域に再度乗り上げ，加速する様子が確認され
た．以上から，粒子法による波状段波と氷板の直接シ
ミュレーションの結果，波峰に乗り上げる際に加速さ
れる様子，波谷に落ち込んで減速する様子が再現され
たと言える．
次に，氷板の漂流挙動に関して数値解析と実験結果
との比較を行う．前述の通り，本計算モデルでは波状
段波の遡上速度を過大評価してしまっているため，氷
板が浮遊し始めてからの経過時間を軸に比較を行った．
図–8 に示したのは，氷板浮遊時間と，実験で計測され
た氷板輸送速度 Uix ，そして数値解析で得られた，剛
体としての氷板全体の並進速度ベクトル T = (Tx , Ty )
である．Li = 6 cm，hi = 1 cm を最上段に，2 段目に
Li = 12 cm，3 段目に hi = 4 cm のケースを示した．
図–5 内の Q = 5.0 L/s のケースで得られた波形が入射
したことに伴い，Tx は始めに大きく上昇し，減少と増
加を交互に繰り返して，徐々に小さくなっていく．Ty
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は 0 m/s を中心として増加と減少を繰り返していく様
子も確認できた．また，実験から得られた Uix につい
ては，Tix と絶対値こそ異なるものの，速度波形の波峰
と波谷の時間帯はほぼ一致している．
既に 3.(1) b) 項において指摘したように，Li = 12
cm のケースの方が hi = 4 cm のケースに比して波形へ
の追従性が良いのであるが，粒子法による解析結果も，
わずかにではあるが Li = 12 cm のケース速度波形の
振幅が大きいという結果となり，簡易な弱連成の剛体
モデルを用いたにも関わらず，粒子法におけるこの種
の激しい界面変動による漂流物輸送への適用性の一端
が示されたものと考える．より精緻な再現計算の実施
のためには，粒子法の計算スキームそのものの高精度
化に加え，氷と水の界面における相互作用力のモデル
化が必須であるものと考えられる．

4. まとめと今後の課題
本研究では，寒冷地域においていわゆる L1 クラス津
波の河川遡上で発生し得る，波状段波による漂流氷板
輸送に焦点をあてた基礎研究を行った．得られた知見
を以下に示す．

1. 実測された河川津波による漂流氷板の諸元を元に
氷模型の諸元を設定した水理実験を実施した．実
河川において発生し得る漂流氷板の存在は，河川
津波そのものの波形変形にはほとんど影響を及ぼ
さないこと，また，サイズが小さく厚い氷板より
も，サイズが大きく薄い氷板の方が波状段波の影
響を受け大きく加速し得ることが示唆された．
2. 粒子法による水理実験の再現計算を実施した．波
状段波の形成と同時に，波状段波による氷板漂流
物の輸送過程を概ね良好に再現可能であることが
示された．
3. 粒子法による解析結果から，漂流氷板を輸送する
波状段波の内部構造と漂流氷板の輸送過程に関す
る詳細な検討を実施し，実験から示唆された漂流氷
板の輸送メカニズムに関する数値的な論拠を得た．
本研究では，寒冷地河川で毎年形成され，ソフト的
対策が困難な河川結氷から生ずる漂流氷板を対象とし
たが，本研究で得られた知見は，漂流木や船舶など河
川津波で発生し得る他の漂流物へも適用可能と考えら
れる．粒子法は計算スキームの性質上，計算領域に例
えば橋梁を模した構造物等を配置したとしても安定的
に解析可能であることが既に示されている 17) ．
今後は，本研究で構築した漂流氷板を含めた河川津
波の数値実験水路を用いた多様な解析を実施し，実用
的な河川津波における漂流物輸送の数値シミュレータ
として取りまとめを行っていく予定である．
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