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河川津波の一般断面１次元計算モデルの構築と
実河川への適用に関する研究
A Study on the Establishment of a One-dimensional Numerical Calculation Model for
General Cross-sections of Tsunami in Rivers and Its Application to Actual Rivers
吉川

泰弘＊

阿部

孝章＊＊

平井

康幸＊＊＊

YOSHIKAWA Yasuhiro, ABE Takaaki and HIRAI Yasuyuki

2011年３月東北地方太平洋沖地震に伴い発生した河川津波において、現場での課題の一つとして、
津波がどこまで河川を遡上するのか分からず、樋門・水門の閉鎖活動の範囲、河川巡視の範囲の判断
ができなかったことがある。実際の津波来襲時は、様々な河川の水理条件が考えられるため、事前に
これらの条件において、数値計算を用いて河川遡上距離や危険箇所を明らかにしておき、津波来襲時
の防災・減災対応の判断材料を得ておくことが肝要である。本研究は、津波の河川遡上時の防災・減
災対応を考える上での基礎資料を得ることを目的に、越流を考慮した河川津波の一般断面１次元不定
流計算モデルを構築した。十勝川と新釧路川を対象に河川津波の再現計算を行い、現象の解明を試み
た。本計算モデルを用いて、河川流量、河床勾配および津波規模が、河川津波に与える影響について
検討した。また、現場での本計算モデルの活用例を示した。
《キーワード：津波；河川；数値計算；感度分析》
In rivers experiencing run-up from the tsunami triggered by Tohoku - Pacific Ocean Earthquake
of March, 2011, the extent to which sluices and sluice gates needed to be closed and river patrol
needed to be implemented could not be determined due to a lack of knowledge on how far
upstream the tsunami would propagate. A variety of hydraulic conditions are seen in rivers hit by
tsunami. It is important to conduct advance numerical calculation for these conditions in order to
determine likely propagation distances and identify at-risk sections in rivers, and information for
making decisions on measures to prevent/mitigate tsunami disasters also needs to be gathered. In
this study, a one-dimensional unsteady flow numerical calculation model for general cross-sections
of tsunami in rivers with consideration of bank overtopping was established to provide basic data
for use in developing such prevention/mitigation measures. Numerical simulation of river tsunami
was conducted for the Tokachi and Shin-kushiro rivers in Hokkaido to clarify the river tsunami
phenomenon. The calculation model was used to examine the influences of the river discharge,
bed slope and tsunami scale on tsunami run-up. Examples of on-site application for the model were
also presented.
《Keywords：Tsunami；River；Numerical calculation；Sensitivity analysis》
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１．はじめに

⸘▚㐿ᆎ

2011年３月東北地方太平洋沖地震による津波は、河

ೋᦼ᧦ઙ㧘Ⴚ⇇᧦ઙߩജ

川を遡上し堤防を越えて沿川地域へと流れ被害を拡大
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１）

させた。国土交通省による「河川津波対策検討会」
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では、この現状を踏まえて、津波の河川遡上の対策強
化として堤防高の見直しを緊急的に提言した。この中

ᮮᢿ㕙࠺࠲߆ࠄฦ㑐ଥᑼࠍዉ

で施設計画上の堤防高の設定手法として、今次津波の

᳓߆ࠄᵹⓍࠍ᳞ࠆᑼ㧘ᵹⓍ߆ࠄ᳓ࠍ᳞ࠆᑼ

河川遡上において左右岸で水位の差があったことか
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ら、平面２次元計算を推奨１）している。河川の初期の

৻⥸ᢿ㕙ߩਇ╬ᵹ⸘▚

水理条件として、下流の水位は朔望平均満潮位とし、
上流の流量は平水流量としている。

Ǎt ᲤߩႺ⇇᧦ઙࠍ✢ᒻቢ

一方、今次津波によって明らかとなった河川津波の
課題の一つとして、津波がどこまで河川を遡上するの

ᮮᵹ㊂ߩ⸘▚

か分からず、樋門・水門の閉鎖活動範囲、河川巡視範
囲などの判断ができなかったことがある。総務省消防

ㅪ⛯ߩᑼߢǍx Ფߩ㧭ࠍ⸘▚

庁の「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における

ฦ㑐ଥᑼࠍ↪ࠆ

消防団活動のあり方等に関する検討会」では、今次津

ㆇേߩᣇ⒟ᑼߢǍx Ფߩ㧽ࠍ⸘▚

波において消防団員に多くの犠牲者が出た要因の一つ

NO

として、水門等の閉鎖任務を上げており、事前に真に

ว⸘ᤨ㑆߆㧫

必要なものを精査することの必要性を指摘している２）。

YES

実際の津波来襲時は、様々な河川の下流水位や上流

⸘▚⚳ੌ

流量が想定できる。このため、事前に様々な河川の水
理条件を想定し、数値計算を用いて河川遡上距離や危
険箇所を明らかにしておき、津波来襲時の際の判断材

Ǎt ߩᦝᣂ

図－１

河川津波の一般断面１次元不定流計算のフ
ロー図

料を得ておくことが肝要である。また、これらの資料
は、樋門・水門の閉鎖活動、河川巡視活動などの防災・
減災対応における時間帯や重点箇所を決める上での基

２．河川津波の一般断面１次元不定流計算

礎資料となる。
本研究は、津波の河川遡上時の防災・減災対応を考

本計算モデルのフローを図－１に示す。図－１にお

える上での基礎資料を得ることを目的としている。基

いて、初期条件と境界条件は、計算上の時間と距離に

礎資料を得るための道具として、堤防からの越流を考

関する値、時間毎の水理量と横断毎の河道に関する値

慮した一般断面１次元計算モデルを構築し、本計算モ

を入力する。

デルを実河川へ適用し、河川津波現象の解明を試みた。

横断面データから各関係式を導出する方法は、横断

さらに、本計算モデルを用いて感度分析を行い、その

測量データにおける最深河床高から、幾何学的に任意

応答をみた。感度分析は、河川流量、河床勾配、津波

の間隔で水位を上昇させ、各水位における流積、潤辺、

規模が河川津波に与える影響について検討した。

径深を算出する。これらのデータを用いて、任意の間

本研究の１次元計算モデルは、様々な水理条件にお

隔毎に、線形式を立てることにより関係式を得る。な

いて、河川縦断方向の津波の遡上時間、遡上距離、遡

お、横断面データから得られた各関係式は、連続の式

上高を計算することが可能である。平面２次元計算は、

の下流端の流積、運動の方程式の水位、潤辺、径深を

左右岸の水理量が詳細に計算できる反面、多くの計算

計算する際に用いる。

ケースを実施する場合は計算時間がかかり、設定する

次に、一般断面の不等流計算３）を行い、水理量の縦

パラメーターが多い。一方で、本計算モデルは、計算

断的な初期条件を計算する。そして、合計時間まで

時間が早く、設定するパラメーターが少ないのが特徴

∆t 毎に、水理量の境界条件を線形補完し、横越流量

である。

の式、連続の式、運動の方程式の計算を繰り返し行う。
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２．１

実験水路の縦断図（単位 :m）

水路の潤辺 S1、高水敷の潤辺 S2）。S [m]：合計した潤

流れの基礎式

連続の式は式
（１）を、運動の方程式は式（２）を用い

辺（例えば、S = S1 + S2）。

た。
非線形分散波理論式は式（２）の右辺第一項とした。
この項は、安田により提案４）された Peregrine の式５）

２．３

を一般河道断面へ拡張した式である。なお、本計算式

２．３．１

は砕波を考慮していない。

横越流の計算
横越流の計算式

横越流量の計算は、完全越流の場合の本間の越流公
８）

式 となる式（４）を基にして、有効疎通率 C と流入角
（１）

θ の補正９）を加えた式（５）を用いた。
（４）
（５）

（２）

こ こ で、Q0 [m3/s]： 氾 濫 流 量、B [m]： 越 水 幅、h'
ここで、A [m2]：流積、Q [m3/s]：流量、t [sec]：時間、

[m]：越水水深、g [m/s2]：重力加速度、Q' [m3/s]：補

x [m]：距離、g [m/s2]：重力加速度、z [m]：河床高、

正された越流量。また、補正式９）は、式（６）、式（７）、

h [m]：水深、n [s/m1/3]：マニングの粗度係数、u [m/

式（８）である。

s]：流速、R [m]：径深、S [m]：潤辺である。
・I ≦ 1/33600の場合
計算方法は、従属変数を空間的に千鳥状（staggered）
に配置し時間的に蛙飛び（leap-frog）に進める差分式で

（６）
・1/33600 ＜ I ≦ 1/1580の場合

行った。非線形分散波理論式については、２段階混合
差分法６）を適用し陰的に解いた。なお、越流する場合

（７）
・I ＞ 1/1580の場合

は、河川流量から越流量を引き、得られた越流後の河
川流量を式
（１）
の左辺第二項に与えた。
２．２

（８）
ここで、C [ 無次元 ]：有効疎通率、θ [rad]：流入角、

マニングの粗度係数

一般断面においては、低水路の粗度に加えて高水敷

I [ 無次元 ]：河床勾配である。

の粗度を評価する必要がある。本計算モデルのマニン
グの粗度係数は、低水路の粗度と高水敷の粗度を合成
７）

補正式を導出する過程において、実務的な観点から
パラメーターを河床勾配としている９）。これは、河床

した式
（３）
の合成粗度係数 とした。

勾配が急になるほど、水面勾配が大きく、流速が速く
なるため、越流部の死水域部分による縮流が大きくな
り、結果として越流量が小さくなる影響を考慮したも
（３）
1/3

1/3

のである。また、前提条件として、通常時の河川の流

ここで、n' [s/m ]: 合成粗度係数、ni [s/m ]: 各部位 i

れは上流から下流へと流れるため、河床勾配と水面勾

のマニングの粗度係数
（例えば、低水路の粗度 n1、高

配はほぼ等しいという仮定を基にしている。

水敷の粗度 n2）
。Si [m]：各部位 i の潤辺
（例えば、低
4

一方で、河川津波の流れは下流から上流へと流れる
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ため、河床勾配と水面勾配は等しくはならないと考え

ᵹㇱ

られる。このため、本研究では、河川津波時の横越流
0.5m

については、式
（７）と式
（８）の I を、計算断面毎の水
ᵤᵄ

面勾配 Iw とした
（式
（９）
）
。水面勾配 Iw は、水位の昇

ᴡᎹᵹ

降により正負を持つため、式
（９）の Iw は絶対値を与
᳓⸘ߦࠃࠅ
ᵹ㊂ࠍ▚

えた。
I = Iw
２．３．２

（９）

ᵹ㊂
᳓ᮏ

横越流の計算式の妥当性

図－３

実験水路の越流部の越流状況

本計算モデルの横越流の計算式の妥当性を確認する
ために、水理実験において水位と越流量の実験値と計
算値の比較を行った。
実験条件
実験水路を図－２に示す。実験水路は、全長34m、
水路幅0.5m、水路勾配1/1000である。上流側から3.7
L/s の流量を下流へと流し、下流側のプール部に設置
した造波板を、距離1.476m を６秒で移動させること

図－４

により津波を発生させた。水位を時系列で測定するた

実験水路の横断面図

めに、図－２の水位計 A と水位計 B の位置に、波高
計
（KENEK CHT4-60、 測 定 精 度 ±3.5mm）を 設 置 し
0.05秒毎に測定を行った。水路を遡上する津波を横越
流させるために、水位計 A の位置より上流、3.8m か
ら4.3m の区間において、水路左側面の縦断方向に
0.5m の越流部を図－３のように設けた。越流量を時
系列で測定するために、実験水路外に波高計を設置し
た水槽を配置し、実験前に水槽内の水位と水量の関係
式を求めた。越流した流水が水槽内へ貯留され、時系
列で測定される水槽内の水位から時系列の越流量を求

水位の実験値と計算値
（計算区間下流端から
上流4.4m 地点、図－２の水位計 B の地点）

図－５

めた。水路の横断面を図－４に示す。水路幅0.5m に
対して、低水路幅0.16m、低水路高0.10m、左側高水
敷幅0.17m、右側高水敷幅0.17m、左側高水敷高から
越流部までの高さは0.01m である。
計算条件
計 算 時 間45秒、∆t は Courant 数0.01で 与 え、 計 算
区間21m、∆x は0.1m とした。上流流量は3.7L/s、下

᳓〝

流水位は図－２の水位計 A の測定値を与え、横断面
データは、図－４の横断面を基に、断面毎に水路勾配
1/1000で 水 路 高 を 高 く し て 与 え た。 低 水 路 の 粗 度
0.025、高水敷の粗度0.020を与えた。

図－６

越流量の実験値と計算値
（計算区間下流端か
ら上流3.8m から4.3m の越流部からの越流量）

実験値と計算値の比較
計算区間下流端から上流4.4m 地点における水位の

す。この図には、式（７）と式（８）の I において、通常

実験値と計算値を図－５に示す。本計算モデルは砕波

の水路勾配とした計算値と、本研究で提案した水面勾

を考慮していないため、津波の波峰部において、計算

配とした計算値をプロットしている。図－６より、I

値は実験値よりも高くなっている。波峰部以外では、

を水面勾配とした計算値の方が、水路勾配とした計算

計算値は実験値の水位の上昇から下降までを再現して

値よりも、時系列の越流量の実験値を定量的に再現し

いる。時系列の越流量の実験値と計算値を図－６に示

ている。
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３．本計算モデルの実河川への適用
本計算モデルを用いて実河川の河川津波の再現計算
を行い、水位の比較から計算値の妥当性を確認し、計
算結果を用いて、河川津波の現象解明を試みた。対象
河川は北海道に位置する十勝川と新釧路川とした。
３．１

十勝川

計算期間は2011年３月11日14:45から３月12日00:45
の計10時間、∆t は１秒、計算区間は水位観測所地点
を踏まえて河口から3.2km ～河口から21.0km の計17.8

図－７ 水位の観測値と計算値
（十勝川の河口から9.3km 地点、３月11日14:45から）

km、∆x は200m 毎に横断測量データが存在するため
200m とした。上流の流量は、河口から21.0km に位置
する茂岩観測所の水位を HQ 式に代入して値を得た。
下流の水位は、河口から3.2km に位置する大津観測所
の10秒毎の水位を与えた。横断面データと河床材料は
2009年に観測された値を与えた。マニングの粗度係数
nb は、水深と河床材料を従属変数とする Limerinos
型 Bray の式10）を用いた。なお、本研究は、Bray の式
の水深を径深に置き換えて用いた。
河口から9.3km に位置する旅来観測所において、10
秒毎の水位の観測値と計算値を図－７に示す。なお、

図－８ 流量と流速の計算値
（十勝川の河口から9.3km 地点、３月11日14:45から）

本計算では200m 毎に計算しているため、河口から

図－８の黒破線の流速をみると、津波の河川遡上前

9.3km に位置する旅来観測所の水位と計算水位は直接

は流速0.34m/s であったが、津波の河川遡上時は最大

比較ができない。このため、図－７では、河口から

で、下流から上流への逆流（押し波）の流速1.29m/s、

9.3km の観測水位と、河口から9.2km の計算水位を比

上流から下流への順流（引き波）の流速0.76m/s であっ

較している。図－７より、計算値は観測値の水位変動

た。最大値でみると、押し波時の流速は、遡上前の流

を良く再現している。今回の計算水位と観測水位の絶

速の約3.8倍の流速で上流へと流れ、引き波時の流速

対誤差の平均値は約17cm であった。

の約1.7倍の流速で上流へと流れている。つまり、十

河口から9.3km 地点の流量と流速の計算値を図－８
に示す。

勝川では、押し波時の流速は、引き波時の流速よりも
速い。一方で、流速の継続時間をみると、押し波時の

図－８の赤実線の流量をみると、津波の河川遡上前

継続時間は、引き波時の継続時間よりも短い。

3

は流量110m /s であったが、津波の河川遡上時では最
大で、下流から上流への逆流（押し波）の流量983m3/s、
3

３．２

新釧路川

上流から下流への順流
（引き波）の流量400m /s であっ

計算期間は2011年３月11日12時00分から３月12日12

た。最大値でみると、押し波時の流量は、遡上前の流

時00分の計24時間、∆t は0.05秒、計算区間は水位観測

量の約8.9倍の流量が上流へと流れ、引き波時の流量

所地点を踏まえて河口から1.0km ～河口から11.0km

の約2.5倍の流量が上流へと流れている。つまり、十

の計10.0km、∆x は200m 毎に横断測量データが存在

勝川では、押し波時の流量は、引き波時の流量よりも

す る た め200m と し た。 上 流 の 流 量 は、 河 口 か ら

規模が大きい。一方で、流量の継続時間をみると、押

11.0km に位置する岩保木観測所の1分毎の観測水位を

し波時の継続時間は、引き波時の継続時間よりも短い。

HQ 式に代入して値を得た。下流の水位は、河口から

計算期間中のプラスの流量の平均継続時間は15分、マ

1.0km に位置する鳥取観測所の１分毎の観測水位を与

イナスの流量の平均継続時間は30分であった。なお、

えた。横断面データは2000年に測量された値を与えた。

十勝川の茂岩観測所の豊水流量
（年間を通して95日間

なお、河口から7.4km から11.0km の区間の測量デー

3

はこれを下回らない流量）は250m /s である。
6

タは無いため、線形で内挿補完して値を得た。マニン
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グの粗度係数 nb は0.018を与えた。
河口から7.6km に位置する広里観測所において、１
分毎の観測値水位と計算値水位を図－９に示す。図－
９より、計算値は観測値の水位変動を良く再現してい
る。今回の計算水位と観測水位の絶対誤差の平均値は
約５cm であった。
河口から7.6km 地点の流量と流速の計算値を図－10
に示す。
図－10の赤実線の流量をみると、津波の河川遡上前
は流量34m3/s であったが、津波の河川遡上時では最
大で、下流から上流への逆流（押し波）の流量135m3/s、

図－９ 水位の観測値と計算値
（新釧路川の河口から7.6km 地点、３月11日12:00から）

上流から下流への順流
（引き波）の流量108m3/s であっ
た。最大値でみると、押し波時の流量は、遡上前の流
量の約4.0倍の流量が上流へと流れ、引き波時の流量
の約1.3倍の流量が上流へと流れている。新釧路川で
は、十勝川と比べて、押し波時の流量と引き波時の流
量は同規模であった。一方で、流量の継続時間をみる
と、押し波時の継続時間は、引き波時の継続時間より
も短い。なお、新釧路川の豊水流量
（年間を通して95
日間はこれを下回らない流量）は29m3/s である。
図－10の黒破線の流速をみると、津波の河川遡上前
は流速0.68m/s であったが、津波の河川遡上時は最大

図－10 流量と流速の計算値
（新釧路川の河口から7.6km 地点、３月11日12:00から）

で、下流から上流への逆流（押し波）の流速0.97m/s、
上流から下流への順流（引き波）の流速0.96m/s であっ

実施するにあたり、どこまで逆流の流れが出現するの

た。最大値でみると、押し波時の流速は、遡上前の流

かを明確にすることが重要と考えたためである。他の

速の約1.4倍の流速で上流へと流れ、引き波時の流速

判定基準として、河川水面の上昇を河川遡上の判定基

の約1.0倍の流速で上流へと流れている。新釧路川で

準とする方法も考えられる。

は、十勝川と比べて、押し波時の流速と引き波時の流

計算時間は津波発生時1時間と定常時２時間の計３

速は同規模であった。一方で、流速の継続時間をみる

時間とし、計算区間は海域を想定した５km と河川を

と、押し波時の継続時間は、引き波時の継続時間より

想定した25km の計30km とした。本計算に用いた縦

も短い。

断的な河床高と川幅を図－11に示す。∆t は１秒とし、
∆x は実河川において横断測量が実施されている間隔

４．本計算モデルを用いた感度分析

図－12に示す断面を与え、
の200m とした。横断形状は、
低水路のマニングの粗度係数 n1は0.03、高水敷のマニ

河川津波の定性的知見を得るために、水理実験、実

ングの粗度係数 n2は0.05を与えた。境界条件として、

河川において計算水位の妥当性が確認されている本計

上流の流量は一定値を与え、下流の水位は図－13に示

算モデルを用いて、河川流量、河床勾配、津波規模が

す津波の水位を与えた。

河川遡上へ与える影響を検討した。なお、本検討では、
計算結果を単純化し検討が行い易いように越流は無視
している。本検討の計算ケースを表－１に示す。
本検討において、津波の河川遡上地点の判定基準は、

４．１

河川流量による河川津波への影響

河川縦断方向の津波来襲後の最大水位を図－14に示
図－14の矢印は最大の河川遡上地点を示しており、
す。

海から河川への逆流の流速が確認された地点を河川遡

矢印より下流の水位は津波来襲後の最大水位を示し、

上地点とした。この理由は、河川は順流の流れを対象

矢印より上流の水位は、河川遡上が確認されていない

にして計画・整備されており、逆流の流れに対してぜ

ため、参考値として津波来襲前の河川水位を示した。

い弱
（護岸のめくれ等）であるため、河川津波の対策を

図 －14の 河 川 流 量100m3/s（case ２）と 河 川 流 量500
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表－１

本計算モデルの感度分析の計算ケース

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Case 7

ᴡᎹᵹ㊂ [m /s]

500

100

1000

500

500

500

500

ᴡᐥ൨㈩ [ήᰴర]

3000

3000

3000

3000

3000

1500

6000

10

10

10

5

15

10

10

⸘▚ࠤࠬ
3

ᦨᄢᵤᵄ [m]

図－11

河川津波来襲後の最大水位
（河川流量を変化）

図－14

12

ฝጯႇ㒐㜞

Ꮐጯႇ㒐㜞

10

ᮡ㜞=m?

感度分析に用いた河床高と川幅

8

1:5

1:5

6

㜞᳓ᢝ

㜞᳓ᢝ

4
2

1:2

0
-2

ૐ᳓〝

ಽ㧘MO
1:2

ಽ㧘MO
-50

0

50
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Ꮐጯ߆ࠄߩ〒㔌=m?

図－12

ಽ㧘MO

感度分析に用いた横断面

図－15

図－13

津波の河川遡上速度
（河川流量を変化）

感度分析に用いた津波の時系列変化

m3/s（case １）の河川遡上距離をみると、河川流量が
大きい場合
（case １）の方が河川遡上距離は5.4km 短
い。一方で、河川流量500m3/s（case １）と河川流量
1000m3/s（case ３）の河川遡上距離をみると、河川流
量が大きい場合
（case ３）の方が河川遡上距離は0.4km
だけ長くなっている。

図－16

津波高と河川遡上距離
（河川流量を変化）

は遅くなっていることが分かる。

津波の河川遡上速度を図－15に示す。図－15には、

さらに、河川流量が河川遡上距離に与える影響につ

横軸に時間、縦軸に下流端からの距離をとっており、

いての検討を行った。５パターンの河川流量を設定し、

勾配
（距離÷時間）が河川遡上速度となる。また、河

各流量パターン毎に、最大津波を0.5m 毎に０m から

川遡上地点を丸で示し、この時の時間と距離を図中に

15m まで変化させた計算を実施した。津波高と河川

3

明記した。図－15の河川流量500m /s（case １）と河
3

遡上距離の計算結果を図－16に示す。図－16より、津

川流量1000m /s（case ３）の河川遡上速度をみると、

波高が大きいと河川遡上距離が長い。津波高が４m

河川流量が大きい場合（case ３）の方が河川遡上速度

より小さい場合は、河川流量が大きいと河川遡上距離

8
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が短くなる。一方で、津波高が４m よりも大きい場
合は、一義的には河川流量が大きいと河川遡上距離が
短くなるとは言えず、津波高が８m 以上の河川流量
1000m3/s と河川流量3000m3/s をみると、河川流量が
大きい場合の方が河川遡上距離は長い。この原因の一
つとして、津波来襲前の下流端水位を河川流量規模に
関わらず一定値を与えていることがある。下流端水位
を一定値とすると、河川流量が大きいほど、下流域の
水面勾配は急となるが、上流域の水面勾配は緩くなる。
津波の河川遡上の減衰効果は、水面勾配が緩い流況で
は、その効果は小さい。このため、河川流量が大きい
場合の方が、
河川遡上距離が長くなったと考えられる。

図－17

河川津波来襲後の最大水位
（河床勾配を変化）

河川流量による河川津波への影響について、本計算
結果を整理すると、河川遡上地点を逆流の流速が確認
された地点とした場合において、河川流量が大きくな

ಽ㧘MO

ると河川遡上距離は短くなるが、ある一定の河川流量

ಽ㧘MO
ಽ㧘MO

を超えて大きくなると、一義的には河川流量が大きい
と河川遡上距離は短くなるとは言えない。
４．２

河床勾配による河川津波への影響

図－17に、河川津波来襲後の最大水位を示す。図－
17の細い実線は河床高を示している。図－17の河川遡

図－18

津波の河川遡上速度
（河床勾配を変化）

上距離をみると、河床勾配が急勾配になると、河川遡
上距離は短くなっており、河床勾配1/6000（case ７）
から河床勾配1/3000（case １）で3.4km 短くなり、河
床勾配1/3000（case １）から河床勾配1/1500（case ６）
で2.4km 短くなっている。
図－18に、津波の河川遡上速度を示す。図－18の河
川遡上速度をみると、河床勾配が急勾配になると、河
川遡上速度は遅くなっていることが分かる。
河床勾配による河川津波への影響について、本計算
結果を整理すると、河床勾配が急勾配になると、河川
遡上距離は短くなり河川遡上速度は遅くなる。
４．３

図－19

河川津波来襲後の最大水位
（津波規模を変化）

津波規模による河川津波への影響
ಽ㧘MO

図－19に、河川津波来襲後の最大水位を示す。図－

ಽ㧘MO

19の河川遡上距離をみると、津波規模が大きくなると、
河川遡上距離は長くなっており、最大津波５m（case

ಽ㧘MO

４）から最大津波10m（case １）で5.6km 長くなり、最
大津波10m（case １）から最大津波15m（case ５）で
5.0km 長くなっている。
図－20に、津波の河川遡上速度を示す。図－20の河
川遡上速度をみると、津波規模が大きくなると、河川

図－20

津波の河川遡上速度
（津波規模を変化）

遡上速度は速くなっていることが分かる。
津波規模による河川津波への影響について、本計算
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結果を整理すると、津波規模が大きくなると、河川遡
上距離は長くなり河川遡上速度は速くなる。

ᵤᵄ㜞1m
ᵤᵄ㜞4m
ᵤᵄ㜞8m

25

ᵤᵄ㜞2m
ᵤᵄ㜞5.46m䋨500ᐕ㑆㓒䋩
ᵤᵄ㜞10m

ᵤᵄ㜞3m
ᵤᵄ㜞6m
ᵤᵄ㜞15m

20

５．本計算モデルの具体的な活用

ฝጯႇ㒐㜞

15

⸘↹㜞᳓ᢝ㜞

Ꮐጯႇ㒐㜞

本計算モデルの利点は、１次元計算であるため、計
算負荷が小さく、様々な水理条件を設定でき短時間で
計算できること、主な入力データは横断データ、上流
流量、下流水位と容易に取得が可能であること、パラ
メーターが少ないことである。

ᮡ㜞 [m]
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(2000m3/s)
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ᦨᷓᴡᐥ㜞

0
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現場での本計算モデルの具体的な活用例として、河
川流量毎、津波毎に、図－21に示すような河川縦断の



図－21

津波の遡上高を作成し、津波の遡上時間を踏まえて、

河川縦断の津波の遡上高の一例
（横軸右側が上流）

条件毎に樋門の閉鎖活動範囲や河川巡視の範囲を事前
に計画することがあげられる。このような本計算モデ

地点を逆流の流速が確認された地点とした場合におい

ルの活用は、帯広開発建設部で先行して実施されてい

て、以下の河川津波に関する定性的知見が得られた。

11）

る 。
また、図－21において、遡上高が堤防高を越えてい

１）河川流量による河川津波への影響について、河川
流量が大きくなると河川遡上距離は短くなるが、

る下流側の地点は、越流の可能性が高いことが、図か

ある一定の河川流量を超えて大きくなると、一義

ら簡便に読み取れる。

的には河川流量が大きいと河川遡上距離は短くな
るとは言えない。この要因の一つとして、計算条

６．まとめ

件の影響が考えられる。計算条件として、津波来
襲前の河川下流端の水位は、河川流量規模に関わ

本研究は、津波の河川遡上時の防災・減災対応を考

らず０m の一定値を与えている。このため、河

える上での基礎資料を得ることを目的として、越流を

川流量が大きくなるほど、下流域の水面勾配は急

考慮した河川津波の一般断面１次元不定流計算モデル

となり、上流域の水面勾配は緩くなる。水面勾配

を構築した。本計算モデルは、津波規模と流量規模に

が緩い流況では、津波は減衰せずに河川を遡上す

応じて計算することができ、平面２次元計算に比べて、

る。河川流量規模の違いによって、水面勾配の縦

計算時間が早く、設定するパラメーターが少ないのが

断的な緩急を生じ、この水面勾配の緩急が、津波

特徴である。

の河川遡上距離に影響を与えたことが示唆された。

本計算モデルの計算値の妥当性については、水理実

２）河床勾配による河川津波への影響について、河床

験における水位と越流量、実河川における水位の観測

勾配が急勾配になると、河川遡上距離は短くなり

値と計算値の比較を行い、本計算モデルの妥当性を確

河川遡上速度は遅くなる

認した。
現地観測することが困難である河川津波発生時の河
川流量と流速の挙動について、計算水位の妥当性が確

３）津波規模による河川津波への影響について、津波
規模が大きくなると、河川遡上距離は長くなり河
川遡上速度は速くなる。

認されている本計算モデルの計算結果から、河川津波
発生時の河川流量と流速を推定した。2011年３月に十

最後に、本計算モデルの現場での具体的な活用例を

勝川および新釧路川を遡上した河川津波の再現計算結

示し、本研究成果は実務上においても有用であること

果から、十勝川では、押し波時の流量は、引き波時の

を示した。

流量よりも規模が大きく、新釧路川では、押し波時の
流量と引き波時の流量は同規模であった。十勝川と新
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