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北海道太平洋岸地域における河川津波の痕跡調査

阿部　孝章＊　吉川　泰弘＊＊　平井　康幸＊＊＊

１．はじめに

　2011年３月11日14:46（UTC+09:00）、Mw9.0の東北
地方太平洋沖地震が三陸沖を震源として発生した。こ
の地震により発生した大津波は東北の沿岸域・河川域
に押し寄せ、未曾有の大災害をもたらした。一方、こ
の地震による津波が到達したのは北海道も例外ではな
い。著者ら１）の実施した水位記録分析により、北海道
の１級河川では、津波侵入は計９河川において確認さ
れた。しかし、現状では、実現象に基づいた今回の河
川津波の考察は充分になされてはいない。
　現地における津波痕跡調査は通常、海岸線に沿って
行われるが、積雪や河川結氷などの寒冷地特性を踏ま
えた河川津波の調査報告は、矢野ら２）のものがあるも
のの、現象を解明し得るだけの充分な観測資料は残っ
ていない。そこで本稿では、東北地方太平洋沖地震津
波が河川結氷期に発生したことに着目し、河道内の現
地調査結果に基づき、河道内を伝播した津波の規模と、
津波と河川結氷との相互作用を明らかにすることを目
的とした。
　本稿では、太平洋岸に河口を持つ５河川を対象に、
氷板痕跡に着眼点を置いた痕跡調査結果を示し、寒冷
地特有の現象とも言える、結氷時河川津波による氷板
輸送形態に関する考察について取りまとめた。

２．現地調査及び分析手法

　著者らは、津波注意報が解除された後、３月13日～
14日にかけ、図－１に示した十勝川（河口から KP.5.60
付近まで）、浦幌十勝川（河口から KP.4.20付近まで）、
新釧路川（河口から KP.5.20付近まで）、鵡川（河口から
KP.3.00付近まで）、沙流川（河口から KP.4.00付近まで）
において現地痕跡調査を実施した（但し、KP. に続く
数値は河口からの距離 [km] を表す）。この調査時、余
震が頻発する中で避難経路を確保しつつ、迅速かつ安
全に調査を行うため、痕跡写真の撮影のみ実施した。
　更に、津波痕跡の標高を測量することを目的に、７
月19日～ 21日の日程で追加調査を行った。痕跡標高

図－１　本研究で検討対象とした５河川の位置と、北

　　　　海道開発局調査３) により確認された遡上距離

図－２　十勝川下流域とその支川の概況、水位観測所

の位置　　　　　　　　　　　　　

には、３月調査時と７月調査時との比較を基に、信頼
度の高い順に A, B, C を付した。その基準については
土木学会４）にならっており、別報５）で詳しく述べてい
るのでここでは省略する。

３．結果

３．１　十勝川とその支川

　図－２に、十勝川及び支川浦幌十勝川下流域の概況
を示した。赤の△で水位観測所の位置、黒の○で発見
された津波痕跡の位置を示した。また、本稿で KP. の

報　告
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数値に続く L, R は左岸、右岸をそれぞれ表す（水位観
測点など、左右岸の区別の無いものには付していない）。
３．１．１　十勝川の現地調査結果

　写真－１に示したのは、KP.3.20大津水位観測所付
近の旧川跡（本川右岸側）における津波痕跡である。な
お、本稿の写真中で白または黒の矢印は河川の流下方
向を表す。河川津波はこれらの矢印と逆向きに遡上し
たものと推定することができる。現地では河川津波に
より漂流物化したと考えられる、５m を超える大き
さのボートや氷板が打ち上げられているのが確認でき
た。また、水面近傍の結氷の断面は新しく、津波侵入
に伴い水位が上昇して結氷が破壊され、この地点から
漂流氷板が発生したと推察された。

　写真－２（1）は、KP.3.30 R 地点 T1樋門で樋門から
吐き口方向を撮影したもの、写真－２（2）はゲート近
傍の様子である。なお、本稿の写真中で黄色の破線は、
現地で確認された浸水痕跡を示す。写真－２（1）では、
人の大きさに近い氷板が袖壁の入り口に閉塞して残っ
ている。また、それより小さい氷板が樋門ゲート直下
部にまで侵入し、樋門動作に影響を与えかねない状態
で、重なるように堆積していた。ゲート部直下まで氷
板が侵入していたことから、河川津波の侵入時、ゲー
ト内で吐き口から堤内方向へ流速が発生しており、流
水により輸送された氷板がこの地点で捕捉された可能
性が大きい。
　なお、このゲートの横幅は氷板堆積部で約２m、最
上段の氷板の厚さは厚いところで約80cm、薄いとこ
ろで40cm であった。３月調査時の吐き口水路の水深
は深いところでも20cm 前後と小さく（写真－２（1））、
厚さ80cm の結氷が生じていたとは考えがたい。その
ためこれらの巨大氷板は、本川から侵入してきたと推
定できる。
　写真－３は十勝川 T2橋梁より上流側を撮影したも
のである。但し、本稿で写真内に示した色付きの破線
は津波による痕跡線を示している。高水敷上の植生部
分で標高が低くなっており、そこで広範囲に冠水した
形跡が認められた。また写真右奥にも高水敷上に冠水
部分が見られ、少なくとも KP.6.00付近までは高水敷
の冠水が調査写真より確認された。
　表－１に河川縦断的に測量した痕跡標高と痕跡物証
を示した。図－３には、水位観測所での初期水位と最
大水位（△で表示）及び表－１の津波痕跡の標高（○で
表示）を比較したものを示した。なお、最深河床高及び、
不等流計算により求めた初期水面形状も参考値として
表示している。また図の上部に水位観測所名とその位

写真－１　大津水位観測所付近における津波痕跡

(KP.3.20 R)　　　　　　　
写真－３　十勝川T2橋梁より撮影した高水敷の冠水状

況（KP.5.72L）　　　　　　　　

写真－２　十勝川 T1樋門における氷板痕跡（KP.3.30 R）
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破線の部分まで水位が上昇したと推定され、漂流物の
衝突により、これらの破損が生じたと推定された。
　写真－５（1）に、浦幌十勝川 U2樋門（KP.3.10 R 地点）
吐き口水路の様子を示した。水路内に氷板が散乱し、
本川との合流部で多量の氷板が折り重なるように堆積
している。また、河岸沿いに結氷が折られた跡が見ら
れ、津波侵入前はこの付近で河岸に結氷が付着してい
た可能性が高い。写真－５（2）に示した呑み口水路・
堤内水路においても、積雪に泥が付着し明瞭な痕跡と
なっていた（黄色の破線部）。従ってこの地点では、河
川津波の影響は無視できない規模で堤内側にも及んで
いたことが推察される。

置を赤色の点で示した。
　KP.3.20大津水位観測所付近では、痕跡水位と水位
計の水位は概ね同水準である。KP.3.97より上流の２ 
箇 所 で は 痕 跡 標 高 が0.8m ～ 0.9m 前 後 で あ る が、
KP.9.30の旅来水位観測所では1.38m を記録している。
これらの地点は本川右岸側の旧川沿いに位置している
ため、本川河道で生じていた水位変動より減衰してい
たものと考えられる。
３．１．２　浦幌十勝川の現地調査結果

　写真－４に、浦幌十勝川 KP.1.10 L 付近 U1水門近傍
の津波痕跡の様子を示した。水門出口の水路沿いのフ
ェンスが折れ曲がり、また何らかの衝撃で破壊された
安全柵の部品が漂流氷板とともに散乱していることが
確認された。また、この近傍で一部に護岸の破損も見
られた。この付近の積雪に付着した泥から、写真中黄

 写真－４　浦幌十勝川 U1水門における津波痕跡

（KP.1.10 L）　　　　　

写真－５　浦幌十勝川 U2樋門における津波痕跡

(KP.3.11 R)　　　　　　

写真－６　浦幌十勝川 U3樋門における氷板痕跡

(KP.4.20 L)　　　　　　

表－１　十勝川で確認された津波痕跡の標高及び痕跡

物証　　　　　　　　　　　　　　

図－３　十勝川における堤外・堤内痕跡標高

水位観測所における初期水位と津波による最大
水位、初期水面形状と最深河床高の関係
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した。痕跡標高はばらつきを持って1.16m から2.19m
の間に分布するが、十勝太水位観測所で観測された最
大水位の1.87m を著しく超えるものではない。また、
堤内痕跡の測量結果は２箇所とも堤外側に近い値とな
っており、堤内側にも河川津波の影響が及んだものと
推定される。

３．２　新釧路川

　釧路川下流域の概況と本調査で確認された縦断的な
津波痕跡位置を図－５に示した。
３．２．１　新釧路川の現地調査結果

　写真－７に示したのは、新釧路川の KP.2.80 R 地点
K1樋門からその吐き口水路方向を撮影したものであ
る。水路河岸の積雪には津波による痕跡ライン（黄色
の破線）が見られた。痕跡ラインは積雪の変色と微量
の泥の付着により判断を行った。この時、吐き口水路
河床からの高さで２m 程度の水位上昇が生じていた
ことがわかった。
　写真－８に示したのは、KP.4.50 L 地点 K2樋門吐き
口水路を樋門付近から撮影した写真である。新釧路川
で大きさ５m 以上の氷板が痕跡として確認されたの
はこの地点のみである。袖壁部の氷板（最手前）の横幅

　KP.4.20 L 地点 U3樋門吐き口水路の様子を写真－６

に示した。ゲート付近から本川方向を撮影したもので
ある。樋門の吐き口水路には、大小様々な大きさの氷
板が密集した状態で堆積していた。吐き口水路両側の
積雪に、津波痕跡の泥が付着しており（写真中の黄色
の破線部）、津波来襲時は高水敷高さ付近まで水位が
上昇し、多量の氷板を堆積させたと推定される。つま
り、高水敷が冠水するまで水位が上昇していなくとも、
氷板は河川津波の作用により吐き口水路内に多量に侵
入する可能性があることが明らかとなった。
　表－２に浦幌十勝川における津波痕跡の標高と痕跡
物証、図－４に表－２の痕跡標高を比較したものを示
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図－５　釧路川下流域とその支川の概況、水位観測所

の位置　　　　　　　　　　　　　

写真－７　新釧路川 K1樋門 (KP.2.80 R) における浸水

痕跡　　　　　　　　　　　　

 

写真－８　新釧路川 K2樋門（KP.4.50 L）における氷板

痕跡　　　　 　　　　　　　

表－２　浦幌十勝川で確認された津波痕跡の標高及び

痕跡物証　　　　　　　　　　　　

図－４　浦幌十勝川における堤外・堤内痕跡標高

水位観測所における初期水位と津波による最大水
位、初期水面形状と最深河床高の関係
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３．３　鵡川・沙流川

　鵡川・沙流川における縦断的な津波痕跡位置を図－

７に示した。鵡川下流部は河床勾配が約1/1,000、沙
流川下流部では1/700程度であり、両者は１級河川の
中でも比較的急勾配と言え、津波侵入距離も短い。
３．３．１　鵡川・沙流川の現地調査結果

　鵡川河口付近の M1樋門における氷板痕跡を写真－

９（1）,（2）に示した。吐き口水路内には写真のよう
に多量の氷板が密集して堆積している様子が確認され
た。氷板集積状況は、写真－６の浦幌十勝川 U3樋門
の吐き口水路のそれと類似している。写真－９（2）上
部中央に、スケールを比較するため調査者の大きさを
示したが、氷板の大きさは概ね数十 cm から３m 程度
までであった。これらの氷板は写真－９（1）左下手前
の本川から侵入してきたと考えられ、この付近より下

は7.5m 程度である。吐き口水路と本川の接続部にピ
アを持つ歩道橋があり、本川から侵入してきた可能性
は小さい。この点で、本稿の他の吐き口水路の氷板痕
跡と異なっている。元々吐き口水路に形成されていた
結氷が河川津波の侵入で破壊され、滞留、あるいは法
肩部に沿って斜めに堆積している様子が確認された。
この吐き口水路の天端間の幅は約18m、水面幅は約
13m であった。
　表－３に新釧路川における痕跡標高と痕跡物証（信
頼度）、図－６に表－３の数値を比較したものを示し
た。新釧路川では、水位観測所の最大水位は３地点で
ほぼ同水準（概ね1.8m ～ 1.9m 前後）で、痕跡標高もや
やばらつきはあるものの、概ね1.5m から1.8m の間で
あった。十勝川では多数の氷板が確認されたが、新釧
路川では K2樋門付近を除き、主として積雪への浸水
痕跡や泥の付着が確認された。これは、津波侵入前の
結氷量の違い、すなわち水理・気象条件の違いによる
ものと推定された。
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図－７　鵡川・沙流川下流域の概況、水位観測所の位置

写真－９　鵡川 M1樋門における氷板痕跡（KP.0.90 L）

写真－10　旧川跡を横切る管理用道路に打ち上げられ

た巨大氷板（KP.1.13 R）　 　　

表－３　新釧路川で確認された津波痕跡の標高及び痕

跡物証　　　　　　　　　　　　　

図－６　新釧路川における痕跡標高

水位観測所における初期水位と津波による最大
水位、初期水面形状と最深河床高の関係
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折り重なるように打ち上げられており、また、この周
囲において旧川の水面近傍にも顕著な氷板堆積物が別
途確認されている。
　KP.2.20 R 付近から撮影した写真を写真－11（1），（2）

に示した。鵡川ではこの付近の右岸に砂州が発達して
いるが、この近辺で砂州上に無数の氷板が堆積してい
ることが確認された。ところが流水部分では、滞留氷
板はほとんど確認されなかった。
　KP.2.60の鵡川橋より撮影した水位観測所近傍の様
子を写真－12（1）に、水位観測所付近で河岸に打ち上
げられた氷板の様子を写真－12（2）に示した。鵡川で
は、KP.2.40付近の水面幅が縮小している部分で氷板
が集中的に堆積して河道を閉塞している様子が確認さ
れた。本稿では紙面の制約上掲載を割愛するが、鵡川
水位観測所における水位記録分析から、アイスジャム
付録（1）の発生が示唆された。分析結果や発生要因の考察
については別報５）で詳しく論じているためここでは省
略する。また、写真－12（1）における滞留氷板の大き
さは数十 cm から15m 程度にも及ぶことが確認された。
　一方、沙流川では津波痕跡の形態は鵡川とは大きく
異なり、氷板堆積物は低水路にはほとんど見られなか
った。写真－13は沙流川 KP.0.40 L 地点 S1樋門付近の
痕跡付着状況である。他地点よりも高い位置に、津波
漂流物であったと考えられるゴミが付着していた。こ

流では本川の結氷が確認されなかったことから、上流
より漂流氷板が流されてきた結果、吐き口水路に堆積
したと考えられた。氷板が侵入した時間帯などは未だ
不明で、氷板侵入のメカニズムについて引き続き検討
していくこととしたい。
　河口付近右岸、旧川跡での氷板痕跡を写真－10に示
した。管理用道路の上に大きさ５m を超える氷板が

写真－11　砂州上の無数の氷板痕跡（KP.2.20 R 付近）

写真－13　沙流川 S1樋門における痕跡（KP.0.40 L）

写真－14　沙流川 S2樋門における氷板痕跡（KP.0.60 R）

写真－12　水位観測所付近の痕跡状況（KP.2.55 R付近）
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じており、いずれにおいても津波で破壊された結氷が
氷板漂流物として輸送され、河道内での滞留あるいは
高水敷上や樋門吐き口水路、樋門ゲート近傍に堆積し
ている様子が確認された。少なくとも氷板堆積地点と
河口までの間では氷板漂流が生じていた可能性が大き
い。
　また、追加調査として７月に痕跡標高の測量を実施
した。痕跡測量には信頼度を付し、対象の５河川にお
いて河道内を伝播した津波の規模を縦断的に明らかに
した。今後、各河川において津波対策施設計画を立案
する場合には数値シミュレーション手法の活用が想定
される。本研究の結果は、その際必要となる河川津波
の再現計算や、計算精度の検証にあたって重要なデー
タとなる。
　国土交通省による「河川への遡上津波対策に関する
緊急提言」６）では、河川施設の設計に際しては河川津
波の流体力を考慮することとされている。しかし上述
の結果より、寒冷地においては、河川津波の作用に加
え、漂流物化した氷板の衝突による外力をも、考慮す
る必要性が示唆された。
　また、本稿では詳しくは触れなかったが、河川津波
による氷板破壊のメカニズム及び発生する漂流氷板の
大きさも構造物への衝突力評価時に重要な情報とな
る。これらの点に関して今後より一層の研究を進める

の付近は海岸線に近く、遡上津波が顕著に這い上がっ
た結果、この地点のみ痕跡が高い位置に付着したと推
定される。
　写真－14は KP.0.60 R 付近 S2樋門から吐き口水路方
向を撮影したものである。氷板は吐き口水路を遡上し
て、引き波の際に堤防近くのみに堆積したものと思わ
れる。スケールを比較するために調査者の大きさを同
写真内に示している。氷板の大きさは数十 cm から概
ね６m 程度のものまで確認された。なお、吐き口水
路内には氷板痕跡は見られなかった。
　表－４に鵡川・沙流川における津波痕跡の標高と痕
跡物証、図－８に表－４の痕跡標高を比較したものを
示した。但し、鵡川は元々津波侵入区間に結氷を生じ
ていたと考えられるため、不等流計算による初期水位
の再現性は低い。図－８（a）より、鵡川において痕跡
標高は鵡川水位観測所の最大水位とほぼ同水準である
ことがわかる。すなわち、鵡川水位観測所の最大水位
1.75m に対し、痕跡標高は KP.0.77 L を除き、1.6m ～
1.9m となっている。そのため、この地点より上流まで
河川津波が侵入し、結氷の破壊が生じた可能性が高い。
　また、図－８（b）より、先述のように沙流川の最下
流 KP.0.39 L 地点（写真－13）は痕跡標高4.06m と非常
に高くなっている。この地点には本稿で唯一信頼度 C
を付した。それより上流の４箇所では、概ね標高1.5m
前後以上の痕跡高であり、富川水位観測所の最大水位
1.76m と整合していると言える。

４．まとめ

　本報告では、太平洋岸に河口を持つ５河川を対象に、
寒冷地特有の積雪や氷板痕跡に着眼点を置いた痕跡調
査を実施した。地震発生時、これらの河川は結氷を生

KP.0.77 L 1.32
KP.0.90 L 1.69
KP.1.13 R 1.65
KP.1.43 L 1.70
KP.2.43 L 1.90
KP.2.55 R 1.87

KP.0.39 L 4.06
KP.0.41 R 1.28
KP.0.59 R 1.49
KP.1.33 L 2.24
KP.1.43 R 2.04
KP.1.79 R 1.69
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表－４　鵡川・沙流川で確認された津波痕跡の標高及

び痕跡物証　　　　　　　　　　　

図－８　鵡川・沙流川における堤外痕跡標高
水位観測所における初期水位と津波による最大水
位、初期水面形状と最深河床高の関係

(a) 鵡川

(b) 沙流川
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４） 土木学会原子力土木委員会津波評価部会：原子力
発電所の津波評価技術付属編 -1，p.15，2002.

５） 阿部孝章，吉川泰弘，矢野雅昭，永多朋紀，稲垣
達弘，桃枝英幸，村上泰啓，平井康幸：2011年東
北地方太平洋沖地震により発生した津波の北海道
内河川における遡上状況及び痕跡調査，寒地土木
研究所月報，第705号，pp.20-30，2012.

６） 国土交通省河川津波対策検討会：河川への遡上津
波対策に関する緊急提言，報道発表資料，2011年
８月 .

付録　語句の説明

（1）アイスジャム
　春先に河川結氷が融解して氷塊が下流へと流れて行
き、狭窄部・蛇行部等で氷により河道が閉塞し、上流
側の水位が急に上昇する現象のこと。寒冷地河川にお
ける中・上流部では良く見られる現象で氾濫被害も報
告されるが、本稿のように河口付近で、河川津波に誘
発されたのは世界的に見ても非常に珍しい現象である。 

必要がある。
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