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本研究では，2011年東北地方太平洋沖地震津波により生じた北海道厚岸湖における水位振動及び結氷破
壊特性について分析を実施した．まず平面2次元数値解析手法に基づき，半閉鎖性である水域に対する津
波侵入のシミュレーションを実施した．その上で時空間的な水位振動特性を明らかにした．更に，既往研
究における氷海域での氷板サイズ計測結果との比較を行うため，GIS解析に基づき，厚岸湖内の氷板サイ
ズ及び面積の計測を行った．これに基づき，他の氷海域で発生する漂流氷板とのサイズの相異を明らかに
した．本研究により半閉鎖水域への津波侵入が結氷破壊に大きな影響を及ぼすことが解明された．
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1. はじめに
Oboro Riv.
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．この地震により発生した津波により
東北地方では壊滅的な被害がもたらされたが，この津波
は北海道沿岸域にも到達し，沿岸域・河口域において深
刻な被害をもたらした．道東に位置する厚岸湖（図-1）
においては，湖内に侵入した津波の影響で水産業に深刻
な被害がもたらされた1)．
厚岸湖は積雪寒冷地域に位置する湖であり，2011年3
月の津波発生時は湖岸に結氷が生じていたが，津波侵入
に伴い，結氷が顕著に破壊されたことも確認された（写
真-1）．閉鎖性水域ではその地形形状に応答する共振効
果により，波高が増幅する可能性が既往研究で指摘され
ている．実際に，東北地方太平洋沖地震津波が東京湾に
侵入した際，湾入り口と湾奥部で波高が2倍程度に増幅
されたことが確認されており2)，安田ら3)によってこの共
振効果の検討がなされているところである．
厚岸湖のような積雪寒冷地の半閉鎖性水域では，結氷
の破壊と共振による浸水拡大が重畳する可能性がある．
過去，実際に1952年に発生した十勝沖地震津波の際に厚

図-1 本研究で対象とする厚岸湖の位置図

岸湖に津波が侵入し，結氷が顕著に破壊され，かつ流入
河川である尾幌川を10 km程度遡上したことが報告され
ている4)．今後，大規模地震が近海で発生した場合には，
湖内部で実施されている水産業ばかりか沿岸の市街地に
深刻な被害がもたらされる可能性があるが，このような
現象の危険度を評価する手法は存在しないのが現状であ
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(a) 2011 年 3 月 9 日, 9:00

図-2 衛星写真から抽出した漂流氷板の長辺・短辺・輪郭の例
（緑：長辺，青：短辺，赤：輪郭）

トウェア5)・Nays2D Floodソルバ）を用い検討を実施した．
用いられている基礎方程式は以下の連続式(1)及び運動
方程式(2), (3)である．

(b) 2011 年 3 月 12 日, 9:00

0
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3

√
√
但し，
，
．ここ
で，hは水深，tは時間，u, vはそれぞれx方向y方向の流速，
gは重力加速度，Hは水位，τ x, τy はそれぞれx, y方向の河
写真-1 津波侵入前の厚岸湖の結氷状況(a)及び津波侵入後の結
氷破壊状況(b)（(c) 2011 Digital Globe Incorporated）

る．そこで本研究では，手法確立の前段として，厚岸湖
を対象とし，厚岸湖内に発生した津波振動特性の把握と，
これに伴う結氷破壊特性の把握を目的とした．そのため，
平面2次元数値解析手法に基づき東北地方太平洋沖地震
津波の再現計算を実施し，更に衛星写真に基づき破壊さ
れた結氷の諸元を明らかにした．

2. 研究の手法

床剪断力，Cf は河床剪断係数，ρは水の密度である．地
形データは国土地理院基盤地図情報10 mメッシュ標高デ
ータ6)，湖底地形については，国土地理院より公開され
ている等深線図7)からGISソフト上でデータ補間を行い，
10 m間隔で数値標高データを作成した．これに基づき，
平面2次元解析用のメッシュは流下方向，横断方向共に
20 mのサイズでメッシュを作成し標高を付加した．
Manningの粗度係数については水域について0.025 m-1/3sを
設定した．但し本計算においては結氷の存在は考慮して
いない．厚岸港における潮位記録を基に東北地方太平洋
沖地震津波の再現計算を実施し，痕跡調査に基づく浸水
範囲と解析上得られた氾濫範囲を比較し，精度の検証を
行った．再現計算においては，2011年3月11日昼12時をt
= 0 sとし，この時の厚岸漁港の観測潮位を湖内全体に与

本研究では，厚岸湖内への津波侵入について再現計算
を実施し，その侵入状況を把握した．次に，衛星写真か
ら破壊された氷板の諸元をGIS解析に基づき明らかにし
た．その上で，津波侵入による結氷の破壊特性に関する
検討を行った．

え，下流端の境界条件として1分間隔で観測された厚岸
漁港の潮位記録を与えた．

(1) 平面2次元計算に基づく津波振動特性の把握

に衛星写真から氷板の輪郭を抽出し，面積，長辺と短辺
を計測し，結氷破壊により生じた氷板の諸元を明らかに
した．本研究では既往研究8)に倣い氷板サイズdは面積S

まず，津波侵入の再現計算にあたっては，無償で公開
されている平面2次元の河川氾濫解析ソフト（iRICソフ

(2) 衛星写真に基づく結氷破壊特性の把握
続いて，津波侵入に伴う結氷破壊特性を把握するため，
無償のGISソフト(Quantum GIS, ver.1.7.4)上で，図-2のよう
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アサリ礁水深 5m 以上の領域

図-4

2011 年東北地方太平洋沖地震津波発生時の厚岸湖への津波遡上開始状況及び流速の平面分布

からd = (4S/π)1/2と定義し，氷板長さのパラメータとして
dp= P/πを定義した（P: Perimeter, 周長）．d/dpは歪み度合
いを表し，仮にd/dp = 1であれば氷板は円となる．値が1
から離れるほど歪みが大きいことを表す．更に多数の既
往研究において氷板サイズの分布を表す指標として累積
数分布（Cumulative Number Distribution）N(d)が用いられて

ことが確認されており，堀内ら13)によって岩手県釜石に
おける大規模津波来襲時の河川津波遡上と氾濫範囲が良
好な再現性を有していることが確認されている．そのた
め本モデルは厚岸湖へ侵入する津波遡上に適用したとし
ても一定程度の妥当性を有していると考えられる．以下
では，本モデルの再現性が確認できたことから，これに
基づき湖内の津波振動特性に関する検討を進める．
図-4に示したのは厚岸湖に津波が侵入した際の平面的
な水位分布を示したものである．左上がt = 13800 sの津波

きた．これは単位面積当たりで，サイズd以上の大きさ
を持つ氷板の枚数を表すものである．本研究ではこれを
厚岸湖の面積で除して算出した．多くの既往研究例えば9)
において，N(d)はd -αに比例することが確かめられている． 侵入を受ける直前の水位分布である．上げ潮の時間帯に
αは冪乗則のスケーリング指数である．Toyotaら10)によっ
あたり，厚岸大橋（図-3参照）から湖内の方向にわずか
な流速が生じている．上段中央はt = 14250 sでの水位分布
ても，オホーツク氷海域において2.1< α < 2.5であること
であり，厚岸大橋付近で2 m/s程度の流速が発生している．
が確かめられている．そのため，季節氷海域（Seasonal
Ice Zone, SIZ）においては氷板のサイズは基本的に自己相
上段右がt = 15600 sにおける水位で，津波が厚岸湖西部に
位置するアサリ礁に到達していることを示している．

似形状であることが示唆されている．

3. 結果及び考察
(1) 厚岸湖内における津波振動特性
まず，津波後の浸水範囲の実績と計算結果の比較によ
りソルバの閉鎖性水域周辺の浸水解析に対する適用性を
確認した．図-3に示したのは本解析で得られた厚岸町に
おける浸水範囲と，痕跡調査に基づく実際の浸水範囲
（緑部分）の比較である．両者の範囲は概ね一致してお
り，本モデルの適用性が確認できたと言える．他にも，
佐藤ら12)により同ソルバによって新釧路川における津波
遡上時の河道内時系列水位が良好な再現性を有している

現地調査

計算結果

図-3 厚岸町市街地における浸水状況の現地調査結果11)と解析上
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図-7 3月12日の衛星写真から得られた累積数分布N(d)（黒の実
線はd -αの分布の場合を示す）

示した．合計で約77,000枚の氷板の輪郭を抽出した．湖
の東側には比較的大きな氷板が見られ，湖中央部から湖
の出口にかけ小さな氷板が漂流していることが確認でき
た．この流出経路はアサリ礁の水深大の部分に沿ってい
ることが別途確認されている．このように中央部と奥部
で存在する氷板サイズが異なるのは，質量が小さい氷板
ほど流れへの追従性が良く度重なる津波侵入に伴い徐々
に厚岸湾の方へ輸送されたが，質量の大きな氷板は湖奥
部に残ったものと推察された．
厚岸湖で津波により破壊されたと推定される氷板サイ
ズについて，累積数分布N(d)を示したのが図-7である．
図より，概ねdが8 mから20 mの範囲において，N(d)は線
図-6 衛星写真より抽出した漂流氷板の分布図

アサリ礁では一部水深が5 mを超えているが（厚岸大橋
より東側で，かつ水深5 m以上の領域を図-4左上にて橙
線で囲み示した），反射が生じ厚岸湾に戻る流れとアサ
リ礁を乗り越えて湖奥部に遡上する津波とに分かれてい
る．下段左（t = 16950 s）においては，引き波の影響でア
サリ礁部分（図中で青い部分）で水位が顕著に低下して
おり，高流速が発生している．この時湖底で攪乱が生じ，
アサリ礁の甚大な被害に繋がったものと推察される．下
段中央はt = 18450 sであり，押し波（厚岸大橋から湖西部）
と，引き波（湖北部・東部）の干渉によりアサリ礁付近
で複雑な流れ場が形成され，4 m/sを超える高流速の発生
も確認できた．この第2波はt = 18750 s（下段右）で再び
湖東部へ遡上する様子が確認できた．

形の関係があり，氷板サイズの分布はほぼ-3乗の冪乗則
に従った分布であると言える．すなわち，この範囲のd
に対して氷板サイズは自己相似であると考えられた．こ
の時のαの値は3.0でありRothrockら9)により導き出された
1.2< α < 2.5よりも大きな値となった．更に，dは30 mより
大きな値に対して大きくばらつきを持っていることが読
み取れる．厚岸湖は東側で水深が50 cmから1 mと非常に
小さくほぼ湿原状となっており，ここに到達した津波は
大きな河床抵抗によって減衰したため，氷板の破壊には
至らなかったと考えられる．相対的に径の大きな氷板が
実際に図-6のように湖東側の小水深の領域にのみ滞留し
ていることが確認できる．
写真-2に示したのは，厚岸湖内で5倍程度スケールの
異なる正方形領域を抽出したものである．上段の大領域
においては複数の巨大氷板が見られ，長辺と短辺の歪み
が大きい氷板も多数確認できる．図-7中でd > 30 mに対

し分布のばらつきが見られたのはこれらの影響と考えら
れた．下段に示したのは，やや小さいスケールで示した
津波により破壊された氷板の発生量を推定するため，
3月9日時点で湖岸に付着していた結氷の領域と，3月12
領域であるが，歪みの大きい氷板の枚数は上段に比較し
て減少している．
日津波侵入後の結氷領域を図-5のように抽出した．その
2
図-8に示したのは，GIS解析上で，輪郭より抽出され
結果推定された結氷の面積は，3月9日時点では約15 km ，
2
3月12日時点ではこれが3 km に減少しており，概ね12
た氷板の長辺dmax，短辺dminに関して，その頻度数のヒス
km2の結氷が漂流氷板化したものと推定された．次に，3
トグラムを示したものである．両者のヒストグラムとも，
各サイズが大きくなるほど枚数が指数関数的に減少して
月12日における漂流氷板の分布を抽出した結果を図-6に
(2) 厚岸湖における結氷破壊特性
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図-8 氷板の長辺及び短辺の枚数のヒストグラム

(a)
250 m四方
写真-2 異なる2種類のスケールにおける氷板散乱の状況（上段
は約1.3 km四方，下段は約250 m四方領域の抽出）

いることが読み取れた．長辺10 m以上の氷板が概ね4万
枚以上存在するのに対し，短辺が10 mを超える氷板は
2,000枚程度しか確認されなかった．
次に，氷板形状に関するより定量的な検討を実施した．
図-9(a)にはdとdpの相関を示した．図より，僅かに外れ値
は見られるものの線形に近い関係が確認でき，d/dpの比
は5%有意水準で1.378±0.002であった．この値は，Toyota
ら10)による衛星画像に基づく計測値: 1.29，Rothrockら9)の
理論解析による推定値: 1.11よりも7～24%程大きいこと

(b)

となる．より端的に，長辺短辺比を取ったのが図-9(b)で
あり，値は5%有意水準で2.38±0.01であった．Hudson14)
は多年度に渡る海氷観測からその比: 1.2～2.2を得ており，
Toyotaら8)もこの範囲に含まれる1.78という値を得ている
図-9 本研究で抽出した全氷板におけるdとdpの相関(a)及びdminと

波が湖内へ遡上したことが計算上推定された．厚岸湾に
到達した津波が厚岸海峡を通過し，水深の非常に小さい
厚岸湖に侵入した際，波形勾配の前傾化が生じ，このよ
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が，本研究で得られた値はこれらを超えるものである．
例えばRothrockら9)などの既往研究により指摘されている
のは，氷板の融解，氷板同士の衝突による破壊，海面の
揺動による曲げ破壊などの物理的機構であるが，それら
とは著しく異なる破壊形態が生じたことが考えられる．
図-10に示したのは，計算領域の中央部（図-4中に測
線AA’で示しており，Aが下流，A’が上流側である）に
おいて縦断的な湖底高と時系列的な水位分布を示したも
のである．図より，第2波の侵入時に波高10 cm程度の段
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図-10 第2波侵入時の空間水位分布の時間的変化
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うな段波となったと推定される．すなわち津波は局所的
に大きな水面勾配を持ちつつ結氷域に侵入したと推定さ
れ，氷の曲げ破壊が生じやすく，また，図-4のように激
しい水面攪乱が生じていたため海域に比較しても氷板の
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A STUDY ON TSUNAMI WAVE OSCILLATION AND ICE BREAK-UP
CHARACTERISTICS IN A SEMI-CLOSED WATER AREA IN COLD REGION
Takaaki ABE, Yasuhiro YOSHIKAWA, Yoshishige SATOH and Akashi ITOH
This study investigates water-level oscillation and ice breakup in the Lake Akkeshi by the tsunami
caused by the 2011 Tohoku Pacific-Coast Earthquake. We conducted 2D numerical analysis in order to
simulate the tsunami intrusion into the semi-closed lake and temporal and spatial water-level fluctuations
are clarified. Then we measured the sizes and areas of lake ice by GIS analysis to compare these with the
results from other sea ice size measurement and attempted to clarify the difference in sizes from ice
formed in sea ice zones. The importance of significant effect of tsunami intrusion on lake ice breakup is
elucidated.
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