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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 8)により確認された遡上距離 
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 本稿は東北地方太平洋沖地震津波後に実施された2回の痕跡調査に基づく、結氷時河川津波

の考察について論じたものである。寒地土木研究所では、既往研究では充分な検討がなされて

いない、河川結氷と津波の相互作用に着目した痕跡調査を実施した。津波は結氷状態の河川に

侵入し大量の漂流氷板を発生させ、氷板が樋門ゲートや吐き口水路を閉塞させ、特に鵡川では

氷の河道閉塞により上流側水位を上昇させるアイスジャムの発生が確認された。また、痕跡標

高測量により河川縦断的に津波規模を明らかにし、水位記録との整合性について検討を行った。 
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1.  はじめに 

 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う大

津波により、東北地方に未曾有の大災害がもたらされた。

同時に発生した大規模な河川津波により、岩手県・宮城

県の河口付近に設置されていた水位計は損壊した。その

ためその発生規模を、河川の領域において時系列的かつ

定量的に推定することは難しく、現段階では痕跡調査に

頼るほか手段がない。例えば北上川では、河口から49 

km地点まで津波が到達したことが水位記録から明らか

になっており1)、河川津波が非常に長区間にわたり伝播

したことを表していると言える。 

 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2)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。中でも、石狩川支川の幌向（ほろむい）川・

豊幌（とよほろ）水位観測所において、波高9 cmの津波

侵入に伴う水位変動が観測された。この地点の本川河口

部からの距離は約36 kmであり、道内で確認された中で

は最大の侵入距離である。他にも天塩川の18.6 km（天塩

大橋水位観測所）、新釧路川の11.0 km（岩保木水位観測

所）と、10 km以上の侵入が複数の河川で明らかにされ

ている2)。しかし現状では、現地状況に基づいた今回の

河川津波の挙動に関する考察は充分になされていない。 

 津波痕跡調査は通常、海岸線に沿って行われる。その

ため、田中ら3)、安田ら4)、そして宮崎ら5)による一部の

研究例はあるものの、河道内の津波痕跡調査の報告例は

沿岸部の調査報告に比較して非常に少ない。また、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6) 、高橋ら7) のものを除いてほとんど見

られず、現象の解明のためには観測資料が依然として不

足している状況である。そこで本研究では、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。 

 本論文では、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、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.  現地調査方法 

 

(1) 3月の現地調査方法 

著者らは、津波注意報が解除された後、2011年3月13

日～14日にかけ、図－１及び表－１に示した、十勝川
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表－１ 各河川水位観測所到達までの伝播時間２列目は河川名
と設置箇所のKP.、3列目は地震発生時刻から第一波に
よる水位変化が現れるまでの時間（時間:分）。 

 
(a) 信頼度Aの痕跡標高（新釧路川KP.5.12L） 

 
(b) 信頼度Bの痕跡標高（新釧路川KP.4.13L） 

 
(c) 信頼度Cの痕跡標高（沙流川KP.0.39L） 

写真―１ 信頼度の設定方法と判定の例（左が 3月調査、右

が 7月調査時） 

 

図－２ 十勝川下流域とその支川の概況、水位観測所の位置

 
写真－２ 十勝川T1樋門における氷板痕跡（KP.3.30R） 

（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.3.20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、痕跡状況の把握を目的

とした写真撮影のみ実施した。 

 

(2) 7月の現地調査方法 

 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。一部の地点では、治水

構造物を通過して堤内地に及ぶ河川津波の影響を検討す

るため、堤外と堤内の痕跡水位の比較を行った。痕跡標

高には、信頼度の高い順にA, B, Cを付した。その判断基

準は土木学会9)にならった。Aは信頼度大を表し、写真

－１(a) のように、痕跡位置が構造物端部など長時間経

過した後でも容易に追跡できる痕跡に付した。Bは信頼

度が中程度のもので、写真－１(b) のように、植生が存

在し境界が不鮮明である等種々の要因があるが、3月調

査実施者からの聞き込みと、写真内での周囲状況から信

頼ある水位を知ることができるものである。なお、本稿

でKP.の数値に続くL, Rは左岸、右岸をそれぞれ表す。 

 Cは信頼度が比較的小のもの、「砂浜などで異常に波

がはい上がったと思われるもの等」である。本研究でこ

れに該当するのは、写真－１(c)に示した沙流川KP.0.40L

地点S1樋門付近のみであった。 

 

 

3. 結果 

 

(1) 十勝川とその支川 

十勝川は沖積平野を緩やかに蛇行した後太平洋に注ぐ

河川である（図－２）。下流部において支川浦幌十勝川

が並行して流れている。 

a) 十勝川における現地調査結果 

 写真－２に示したのは、KP.3.30R地点T1樋門で樋門か

ら吐き口方向へ撮影したものと、ゲート部の拡大写真

（右上）である。写真では、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

い氷板が樋門のゲート部にまで侵入し、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ることから、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2 m、最上段の氷板厚は大きいところで約80 

cm、小さいところで40 cm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20 cm前後と小さく、厚さ
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表－２ 十勝川の高水敷で見られた津波痕跡の標高及び痕跡
物証（信頼度）。KP.に*を付した地点は堤内側の痕
跡を示す（表－３も同様）。 

 

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高水位、初期水位分
布と最深河床高の関係。 

 
写真－３ 浦幌十勝川U1樋門における氷板痕跡（KP.4.20L） 

表－３ 浦幌十勝川の高水敷で見られた津波痕跡の標高及び
痕跡物証（信頼度）。 

 

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高水位、初期水
位分布と最深河床高の関係。 

 

図－５ 釧路川下流域とその支川の概況、水位観測所の位置

80 cm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。 

表－２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－２の数値（○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

より推定した初期水位分布も参考値として表示している。 

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。しかし、KP.4.00 付近より上流

の2箇所では痕跡標高が1.0 m前後であり、KP.9.30の旅来

水位観測所では1.38 mを記録している。痕跡調査は樋門

など、堤防内構造物付近で実施しているため、吐き口水

路へ侵入していく過程で、本川で生じていた水位変動よ

り減衰していた可能性がある。 

b)  浦幌十勝川における現地調査結果 

浦幌十勝川KP.4.20L地点U1樋門近傍の様子を写真－３

に示した。ゲート付近から本川方向を撮影しており、ゲ

ート付近の氷板集積状況を示したのが右上写真である。

樋門の吐き口水路には、大小様々なサイズの氷板が密集

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、津波来襲時は高水敷高さ付

近まで水位が上昇し、多量の氷板を侵入及び堆積させた

と推定される。右上に示したのはゲート近傍の拡大写真

である。1 mを超えるサイズの氷板が接近しており、ゲ

ート前面に堆積している氷片は数十cm程度であった。 

表－３に浦幌十勝川における痕跡標高と痕跡物証、

図－４に表－３の数値を比較したものを示した。痕跡標

高にはややばらつきが存在するものの、1.16 mから2.19 

mの間に含まれ、十勝太最高水位の1.87 mと同水準と言

える。また、堤内痕跡２箇所の測量結果は堤外側に近い

値であり、津波による水位変化の影響は、これらの地点

では無視できない規模で、堤内地にも及んでいたと推定

される。 

 

(2) 新釧路川 
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写真－４ 新釧路川K1 樋門（KP.4.50L）における浸水・氷板

痕跡及び、ゲート近傍の浮遊氷板(右上)。 

表－４ 新釧路川の高水敷で見られた津波痕跡の標高及び痕
跡物証（信頼度） 

 

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高水位、初期水位分布と最深
河床高の関係。 

 
図－７ 鵡川・沙流川下流域の概況、水位観測所の位置 

 
写真－５ 鵡川において河川津波に誘発されたと考えられるアイスジャムの概況（3/13 16時頃撮影） 

 釧路川（図－５）は湿原地帯を蛇行しながら南下し、

岩保木において新釧路川と釧路川に分流する。新釧路川

には幌呂川、雪裡川が合流し、河口近くで更に仁々志別

川が合流し太平洋に注ぐ。 

a) 新釧路川における現地痕跡調査 

 写真－４に示したのは、KP.4.50L地点K1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5 m

を超える巨大氷板が痕跡として確認されたのはこの地点

のみである。吐き口水路と本川の接続部にピアのある歩

道橋があり、本川から侵入した可能性は小さいと言える。

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、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18 m、水

面幅は約13 m であった。同写真右にゲート部付近の滞

留氷板の様子を示した。河川津波の侵入に由来すると考

えられる結氷破壊の痕跡が認められた。 

 表－４に新釧路川における痕跡標高と痕跡物証（信頼

度）、図－６には、水位観測所での初期水位と最大水位

及び表－４の数値を比較したものを示した。新釧路川で

は、水位観測所の最高水位は3地点でほぼ同水準（概ね

1.8 m～1.9 m前後）で、痕跡標高もややばらつきはある

ものの、概ね1.5 mから1.8 mの間であった。十勝川では

多数の氷板が確認されたが、新釧路川では主として積雪

への浸水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。 

 

 

(3) 鵡川・沙流川 

鵡川は狩振岳（標高1,323 m）に源を発しむかわ町にて

太平洋に注ぎ、沙流川は日高地方の最西端を流れ、南西

に向かって太平洋に注ぐ河川である（図－７）。 

a) 鵡川・沙流川における現地調査結果 

 鵡川における3月現地調査時の鵡川水位観測所付近の

様子を写真－５に示した。写真右側にKP.2.55地点の鵡川

水位観測所水位計が写っている。観測所管理橋に、スケ

ール比較用に7 mの長さを示した。鵡川は概ねKP.1.90～

KP.2.50付近までの右岸側、KP.2.40～KP.2.70付近までの左

岸側にそれぞれ砂州が発達しているが、砂州上にはいず

れも無数の氷板が堆積していた。鵡川水位観測所周辺に

は氷板が高密度に滞留している様子が確認された。本稿
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(a) 鵡川 

(b) 沙流川 
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高水位、初期水位分
布と最深河床高の関係。 

表－５ 鵡川・沙流川の高水敷で見られた津波痕跡の標高及
び痕跡物証（信頼度） 

 
(a) 鵡川 

 

(b) 沙流川 

 

 
写真－６ 高水敷における氷板痕跡（KP.0.77L） 

 

写真－７ 鵡川M1樋門における氷板痕跡（KP.0.90L） 

 
写真－８ 沙流川右岸S2樋門（KP.0.60R）付近の氷板痕跡 

では紙面の都合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、アイスジャムの発生が示唆さ

れた。水位記録や発生箇所、発生要因の検討については

別報10)で詳細に論じているためここでは省略する。また、

現地調査において、滞留氷板のサイズは数mから数十m

にも及ぶことが確認された。 

 写真－６に示したのは鵡川KP.0.77L地点高水敷におけ

るサイズが5 mを超える氷板痕跡である。この地点は高

水敷上でも標高がやや低くなっており、津波により水位

が上昇し高水敷まで浸水した結果、氷板が侵入し堆積し

たものと推定される。 

 鵡川河口付近のM1樋門における氷板痕跡を写真－７

に示した。アイスジャム発生地点（KP.2.40付近）より下

流では、低水路内に顕著な氷板堆積は確認されなかった

ものの、吐き口水路や高水敷には写真のように多量の氷

板痕跡が発見された。これらの氷板は本川から侵入して

きたと推定された。津波侵入に伴う結氷の破壊後、アイ

スジャム発生地点において堰き止められなかった氷板は、

引き波と共にそのまま下流へと輸送されたと考えられる。

その後、吐き口水路などに侵入したものと推測された。 

 一方、沙流川では氷板堆積の様子は鵡川とは大きく異

なり、低水路にはほとんど見られなかった。写真－８は

沙流川KP.0.60R地点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

際に樋門近くのみに堆積したものと思われる。なお、吐

き口水路内には氷板痕跡は見られなかった。 

 表－５に鵡川・沙流川における痕跡標高と痕跡物証、

図－８には、水位観測所での初期水位と最大水位及び表

－５の数値を比較したものを示した。但し、鵡川は津波

侵入前に多量の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高水位

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1.75 mに対し、痕跡標高はKP.0.77Lを

除き、1.6 m～1.9 m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、沙流川の最下流KP.0.39L地点

は痕跡標高4.06 mと非常に高くなっている。この付近は

海岸線に近く、遡上してきた津波が顕著に這い上がった
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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－１(c)）。この地点に関しては本稿で唯一信頼

度Cを付した。それより上流の4箇所では、概ね標高1.5 

m前後以上の痕跡高であり、富川水位観測所の最大水位

1.76 mと整合していると言える。 

 著者ら11)12)は、冬期間に津波が北海道の河川を遡上し

た場合に、結氷が破壊され、かつ津波先頭部での急峻な

水面勾配が氷板を大きく加速し輸送する現象の危険性を

実験的に示している。3月調査時、低水路内で氷板が顕

著に滞留または堆積している様子が確認されたのは鵡川

のみである。しかし、1, 2月の厳冬期には他の１級河川

でも同様の現象が発生する可能性は否定できない。これ

らの事実は、冬期間の河川津波防災計画を立案する上で

無視することのできない、非常に重要な知見と言えよう。 

 

 

4.  まとめ 

 

 本研究では、太平洋岸に河口を持つ１級河川である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

た結氷が氷板の形態で輸送され、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。また鵡川では、既往研究に見

られない、河川津波によるアイスジャムの発生が確認さ

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あることから、河川構造物の

設計に際しては、河川津波の作用と、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明らかになった

と言える。 

 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。 

 また、本稿では触れなかったが、河川津波による氷板

破壊のメカニズム及び、形成される氷板のサイズも漂流

物の質量の情報となるため構造物への衝突力評価時に重

要な情報となる。厚い結氷に覆われた河川に津波が侵入

した場合、特殊な結氷破壊形態が生ずること、河川津波

の伝播機構は結氷の有無により大きく変化すること、ま

た結氷のカバーが水位を上昇させる効果があるというこ

とに関する報告7)も見られ、これらの点に関して今後よ

り一層の議論が望まれる。 

 河川津波のメカニズムを解明するための研究は、以前

から多くの試みがあるものの、寒冷地域における河川結

氷との相互作用は、未だ充分に解明されているとは言い

難い。そればかりか、今次津波のような、大規模津波侵

入と、氷板の氾濫原への輸送が重畳した場合の挙動に関

してはほとんど未解明であると言ってよい。今後、大規

模河川津波と河川結氷、河川構造物の相互作用を統一的

に予測可能な手法の開発が期待される。これにより、河

川津波の寒冷地特性を充分に考慮した構造物の安全な設

計と、河川周辺地域でのより効果的な防災・減災対策立

案が可能になると考えられる。 
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