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1. はじめに 

 

2004 年 12 月 26 日 0 時 58 分 49 秒（UTC）、北スマ

トラ西方沖で、深さ 10km を震源とした Mw=9.0 の地

震によりインド洋大津波が発生した。この津波は、震

源から 2,000km 離れた環礁島モルディブにも死者 82 名、

行方不明者 26 名というモルディブ史上最悪の被害を残

した。モルディブは南北約 800ｋｍの海域に環礁が連

なり、それらに 1,190 の島々が点在した島嶼国である

（図-1）。地球温暖化による海面上昇が深刻な問題とな

っている上、この大津波により、津波という課題の比

重が高まることが予想される。しかし、環礁島一般に

おいても津波に関する記録が極めて少なく、防災・減

災対策を計画するのも容易ではない。また、モルディ

ブで最も都市化が進んだ首都マレ島（図-2）と空港島

においては、被害規模の差が大きく、複雑な津波の挙

動を示唆している。マレ島では日本の無償資金協力に

より建設された護岸の減災効果が挙げられてはいるが、

検証はなされていない。よって、モルディヴの津波挙

動と被災のメカニズム、既設海岸構造物の効果を明ら

かにすることは、沖縄地方や南太平洋などの環礁島も

含めた津波防災計画に非常に重要である。 

本研究では、マレ島の浸水域、空港島の津波痕跡高、

状況証言、構造物破壊形態について現地調査を行い、

津波痕跡および被災状況の実態を明らかにした。さら

に、伝播計算を援用し津波の挙動を明らかにし、被災

メカニズムおよびマレ島の護岸・離岸堤の津波に対す

る効果を検証した。なお、本論文は、土木学会、文部

科学省によるモルディブ調査団の調査結果 1)、2)の内、

首都マレ島と空港島に関する調査報告、および、数値

シミュレーション結果を取りまとめた既発表論文 3)を

抜粋したものである。 

 

2. マレ島・空港島の被害状況 
 

2.1 調査方法 

2005 年 2 月 2 日に Hulhule island（以下、空港島）お

よび Hulhumale’(以下、新マレ島)、2 月 1 日と 2 月 4

日に首都 Male’（以下、マレ島）の調査を行った。 

空港島・新マレ島では、地盤高、津波痕跡高、およ
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図-1 モルディブ共和国、マレ島、空港島の位置 
Fig. 1 Location of the Maldives, Male’ and Hulhule island 
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び護岸の被災形態に関して調査した。また、津波の挙

動を把握するため聞き取り調査を行った。マレ島では

浸水被害の実態を知るため浸水域の特定、地盤高測量

を行った。さらに、浸水は護岸高と密接な関係がある

ことから護岸高を島全周にわたり調査した。 

2.2 空港島の被害状況とその特徴 

空港では被災当日現地時間 9 時 20 分（UTC 4：20）

ごろ津波が来襲し、15 分間ほど冠水した。滑走路上の

堆砂、旅行者の荷物の飛散等の被害が発生し、約 10 時

間空港機能がマヒした。滑走路ライトの修理には 18 時

間を要した。また、併設されているエアタクシー（水

上飛行機）の乗り場では、建屋が床上約 1 ｍ浸水し、

軒先などが津波により破壊された。土木構造物の主な

被害は、①護岸・岸壁の破壊、②侵食防止ブロック

 
(a) マレ島 

 

(b) 空港島 
図-2 マレ島と空港島の全景 

Fig. 2 Airplane photograghs of Male’ and Hulhule island 
 

  
図-3 浸透流による護岸基盤部の空隙           図-4 吸出しによる護岸の倒壊機構 

Fig. 3 Scouring under the seawall foundation       Fig. 4 Mechanism of the failure of the seawall foundation 
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（モルタルバック）の飛散、③空港と新マレ島を結ぶ

東海岸沿いの道路（コーズウエイ）の侵食・流失、④

島内の壁の倒壊であった。空港島の被災を拡大させた

原因として護岸の構造上の問題が上げられる。護岸は

径 20cm 程度の珊瑚塊をモルタルで固めたもので引張

り強度がなく水圧に抵抗できない。また、越流水が海

側への浸透流となり基盤砂を吸出した破壊形態が多く

見られ（図-3、4）、第一波で破壊に至り、第二波以降

の越流を防ぐことが出来なかったと考えられる。護岸

に対するこれらの被災形態は、環礁島特有のものであ

ると言える。すなわち、本来、リーフに守られ波浪が

小さい場所に護岸が構築されることから、護岸構造が

高水圧に耐えられず津波に対して脆弱な構造である。

また、低水位時のコーラルサンドの吸出しによる破壊

形態は、透水性の高いコーラルサンド地盤の特徴的な

破壊形態とみなされる。 

2.3 空港島における津波の挙動 

津波痕跡調査の結果、空港島東側では 2～3m（図-

5）であり、10m 以上に達するタイなどの津波痕跡調査

結果に比べて格段に小さいことが分かった。北マレ環

礁の東の海底勾配が非常に急であり、浅水変形による

波高の増加が小さかったことが理由の一つと考えられ

る。聞き取り調査の結果、環礁島特有の現象と思われ

るものがいくつかあった。空港島リーフ内ほぼ中央に

当たるエアタクシー乗り場では、津波がインド洋大津

波の来襲方向である東からと、リーフの内海に沿った

北からの２方向から数十分の時間遅れをもって来襲し

たという証言が得られ、津波挙動が非常に複雑であっ

 
図-6 マレ島の浸水域と地盤高の調査結果(M.S.L.基準) 

Fig. 6 Survey result of the inundation area and land level of Male’ 

 
図-7 埋立前のマレ島の形状と地盤高・護岸高(L.A.T.基準） 
Fig. 7 Land level and seawall level of Male’ before reclamation 

 

 

(a) 南護岸（岸壁） 

 

(b) 南離岸堤 
図-8 代表的な護岸・離岸堤断面 

Fig. 8 Representative cross-sections of seawall and detached  
breakwater 

 

図-5 空港島と新マレ島の津波痕跡と計算結果 
Fig. 5 Tsunami hights of Hulhule island and Hulhumale’ 
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たことが窺える。図-5 においても津波の直撃を受けた

東岸よりも、常時は最も静穏なエアタクシー乗り場の

方で高い痕跡高が確認されていることが分かる。また、

津波が遡上する直前に、陸上にある窪地から海水が湧

き出したという証言も得られ、非常に透水性の高い環

礁島特有の現象であると考えられる。 

2.4 マレ島の浸水状況と被災状況 

マレ島では、複雑に入り組んだ道路を 2 日間にわたり

調査した結果、信頼度の非常に高い浸水域の特定に成

功した（図-6）。浸水境界は、道路を横断する高さ 10 

cm ほどの凸状の車止め（速度抑制対策）で支配されて

いたものの、地盤高はほぼ M.S.L.+1.1m と一様であり、

浸水境界においては流水の慣性力が小さかったことが

分かる。また、護岸高の低い北側を除き、南側で浸水

面積が広く、越流が南から南西にかけて激しかったこ

とが示唆される。現地の証言からも南岸から係留船舶

が乗り上げるほどの越流が生じていたという。図-7 に

モルディブ共和国の建設環境省から受領した埋立前の

島形状および地盤高と、資料調査と現地踏査により得

られた護岸高を示す。浸水域（図-6）がほぼ埋立拡張

前のマレ島形状（図-7）と一致している。非埋立地に

比べ、埋立地の防災レベルが低いことが示され、人為

的な自然改変の脆弱さを反映する興味深い結果である。 

構造物の被害は、南岸を中心に、わずかではあるが工

場やグランド周囲の壁の倒壊、路面のインターロッキ

ングブロックの剥がれなどが見られた。離岸提や護岸

については、北岸壁において、他国が建設した岸壁が

一部海側に傾いたが、吸出し防止機能を有し、強固な

コンクリート構造物である日本の設計・施工の護岸・

離岸堤（図-8）は、消波ブロックの配置の乱れも含め

て、被害を受けた痕跡は見られず健全な状態を保って

いた。 

 

3. 津波の再現計算 
 

3.1 計算方法 

津波の再現計算は、デルフト水理研究所で開発され

た流動モデル Delft3DFLOW 4)を用いた非線形長波方程

式による 2 次元伝播・遡上計算とし、大領域（図-9）

およびマーレ島・空港島（Hulhumale’島）を中心とし

たネスティングされた小領域（図-9 中の四角）の計算

を行った。計算グリッドは大領域でΔx=430ｍ、Δ

y=530ｍ、小領域でΔx=20ｍ、Δy＝20ｍである。大領

域の東境界で与えた津波は、図-10 に示すように検潮所

における計算結果がハワイ大学が公開した同位置の検

潮記録 5)に合うよう調整したものである。初期潮位は

津波来襲時の潮位（M.S.L.0.0m）とした。護岸建設時

の単位（L.A.T.）では 0.58m である。計算開始時刻は当

日の 4:00 UTC とした。マニングの粗度係数 n=0.025、

リーフの初期水深は 0.5m、離岸提は損失を考慮した透

過構造物 6)として計算した。計算ケースは、護岸の有

無、離岸堤の有無をみるために表-1 のように設定した。

Case4 では、潮位の影響をみるために、当日の満潮位

を初期水位とした。計算による津波高を図-5 に示した。

計算は平均的に実測を反映した。 

3.2 空港島･マレ島への来襲特性 

空港島とマレ島は、北マレ環礁の南東端部に位置し、

その東側は急な海底勾配を成し、水深 2000m 以上の深

海に繋がる（図-9）。南マレ環礁との間には水深 300ｍ

の海峡が横たわっている。北マレ環礁内の水深は 30ｍ

程度で、島々はリーフに囲まれている。計算結果を図-

11 に示す。津波は南北マレ環礁に到達すると、環礁に

乗り上げるより早く短い時間で両環礁間の海峡に集中

した。その結果、空港島では東側から、マレ島では南 
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図-9 地形条件（大領域計算） 

Fig. 9 Bottom topography condition of large domain calculation 
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図-10 検潮記録と計算津波波形（検潮所位置） 
Fig. 10 Tide record and Tsunami pattern for calculation input 

 
表-1 計算ケース 

Table 1 Calculation cases 
Case 初期水位 

(M.S.L. m) 
護岸 離岸堤 

1 0.0 有 有 

2 0.0 有 無 

3 0.0 無 無 

4 0.5 有 有 
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図-11 南北マレ環礁を通過する津波（大領域計算）      図-12 マレ島と空港島の周辺の津波（小領域計算） 
Fig. 11 Tsunami propagating through north and            Fig. 12 Tsunami propagating around Male’ and Hulhule 

south Male’s atools(Large domain calculation)               island (Small domain calculation) 

 

図-13 護岸、離岸堤の有無、および、潮位による浸水域の比較 
Fig. 13 Comparison of inundated area in the condition of the exixtanse of seawalls and detached breakwaters, and tidal level 
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側から水位が上昇した。環礁上では津波の速度が急激

に低下し、計算開始 25 分後には、主な津波は海峡をす

でに通過しているにも関わらず、一部は環礁内に取り

込まれた。この後、環礁内の津波は、多重反射する複

雑な様相を見せた。 

空港島とマレ島近傍の津波の挙動について考察する

（図-12）。空港島では現地証言と同様な２方向からの

津波来襲が計算で確認された。一つは空港島の東側の

リーフから遡上し、コーズウエイを越流入した津波で

ある（4:23）。もう一つは、新マレ島の北側からリーフ

内に進入、南下して、空港島のエアタクシー乗り場の

港で行き詰まった津波である（4:33）。常時は最も静穏

な港で 3 m もの水位上昇を発生させたメカニズムであ

る。一方、マレ島では、浸水が南から南西にかけて発

生している。すなわち、南岸の健固な離岸堤と護岸が

津波の浸入程度を決めるカギとなったと言える。 

なお、南北マレ環礁を含む大領域計算、および、マ

レ島、空港島周辺の小領域計算における津波来襲状況

について、アニメーションファイルを添付している。 

3.3 マレ島の離岸堤・護岸の効果 

離岸提と護岸が浸水域の低減にどれだけ寄与したか

考察する（図-13）。Case1 （護岸あり・離岸堤あり：

現況再現）では、実測に比べやや浸水域が大きいもの

の、計算による再現性は良好と判断される。Case2（護

岸あり・離岸提なし）では Case1 に比べ非浸水域がそ

の南側で縮小した。さらに Case3（護岸なし・離岸提

なし）では、標高の高い北側にわずかな非浸水域を残

し、島のほとんどが浸水した。もし、マレ島の護岸が

空港島と同様の脆弱な構造であったら、Case3 に近い

状況となっていた可能性が高い。浸水域の低減化は、

離岸提による流水断面の縮小や護岸天端によるかさ上

げが越流流量をピークカットしたことが主な原因と考

えられる。ただ、インド洋大津波が当日の満潮時に来

襲したとした Case4 では、マレ島全土が浸水する結果

となり、現状の護岸でも津波の防御に限界があること

が示された。護岸が越流水の運動量低減に寄与したこ

とも期待される。 

 

4. 結論 
 
 本研究の主な結論を以下にとりまとめる。 

1)空港島・マレ島に来襲した津波高は 2～3ｍとなり、

タイ、スリランカなどの津波高より格段に小さい。

この理由として、大水深の海底から急激に水深が浅

くなる環礁であるモルジブ国周辺の海底地形条件に

おいて、津波の浅水変形による波高増大が小さいこ

とが上げられる。 

2)環礁島特有のコーラルブロックで作られた護岸は高

水圧には耐えられない。また、地盤の透水性が高く、

護岸基部の砂の吸出しによる破壊が顕著であった。 

3)空港島の最も静穏な港で高い津波痕跡高を記録した。

リーフ内では、波浪と異なり、津波の内海に沿う伝

播・反射などに起因した水位上昇が発生する。 

4)マレ島では浸水域を特定した。島の南側からの越流

が浸水域拡大に寄与したことが明らかになった。 

5)マレ島の護岸は、越流量のピークカット、越流水の

運動量低減、さらに、避難時間の増加等の効果を有

することが示された。ただ、高潮対策で強固に作ら

れた護岸であることが前提である。満潮時に来襲し

た場合は、マレ島全土が浸水する結果となり、現状

の護岸でも津波の防御に限界があることが示された。 
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