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1.  はじめに 
 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震

による津波は，岩手県，宮城県，福島県を中心に，広

い範囲に甚大な被害を及ぼした。東北地方は，それま

でも津波による被害が懸念されていた地方であり，津

波災害に対する意識も高く，様々な津波対策を備えて

いた地域であると言える。しかしながら今次の津波は，

それまでの想定を大きく超えるものであり，多くの人

命・資産を失うこととなった。 

 今次の被災を今後の復興に繋げるためには，津波に

よる被害を詳細に分析し，被災要因を明らかにする必

要がある。そこで本論では，今次の津波の概要につい

て言及するとともに，津波の特性を検討するために実

施したいくつかの解析結果について示す。 

 

2.  津波の概要 
 

2.1  津波の高さ 

 図－１に，現地調査による津波の浸水高および遡上

高を示す。なお本データは，「東北地方太平洋沖地震津

波合同調査グループ」による調査結果の速報値 1)を取

りまとめたものであり，津波来襲時の天文潮位からの

相対値を示している。図－１には，明治三陸津波に対

する各県の想定結果 2)を同時に示した。 

これによると，特に牡鹿半島以北の三陸地方におい

て大きな浸水高・遡上高となっていることが分かる。

これは，リアス式海岸の入組んだ海岸線と，海岸近く

に迫っている急峻な地形が主な原因と考えられる。こ

れに対し，宮城県南部から福島県では，10m を超える

浸水・遡上高となっているものの，相対的に浸水・遡

上高は低くなっている。これらの地域は，標高の低い

平野部であるため，内陸側の広い範囲にわたって浸水

被害が生じていることが特徴である。 

 明治三陸津波を想定した場合の浸水高と比較すると，

岩手県では 1～2 倍程度となっており，今次の津波は想

定を超えているものの，以前から大きな津波の来襲が

想定されていたと言える。一方，宮城県から福島県に

かけては，明治三陸津波の想定 3 倍以上となっており，

想定を大きく超える津波が来襲したことが分かる。 

2.2  津波による被害状況 

今次の津波については来襲時点からマスメディアを

通じて状況が報道され，多くの人々が津波の威力，写

真－１（a）に示すような被災の甚大さ，さらには避難＊１ 技術センター土木技術研究所水域・環境研究室 
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図－１ 現地調査による津波の高さ 
Fig.1 Tsunami height obtained from field observation 
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の重要さを理解することとなった。このことは，過去

の津波災害と大いに異なる点であるだけでなく，津波

に対する人々の意識の高さに依存する避難などのソフ

ト対策に，今後大いに寄与するものと考える。 

一方，社会資本基盤となる構造物については，今次

の津波からいくつかの知見を与えた。写真－１（b）に

示す倒壊したビルはその一例である。従来，鉄筋コン

クリートの建物は「津波に強い」と言われていたが，

複数の倒壊事例が報告されている。写真を見ると，基

礎杭が付いたまま倒壊していることがわかる。このこ

とから，地震直後の液状化により基礎杭と地盤の摩擦

抵抗が減少し，津波の波力を受け，さらに浮力が作用

したことが倒壊のメカニズムと推察できる。したがっ

て，液状化と津波波力の組合せ荷重による複合災害で

あったと考えられ，今後，沿岸部の構造物の設計にお

いて考慮すべき事象と考えられる。 

写真－１（c）は，陸域に漂流した船舶である。この

ような大型重量物の漂流物は，陸域構造物に衝突荷重

を与え，構造物の被災を大きくすると推察される。例

えば，津波に対するハード対策の一つである津波避難

ビルは，防潮堤などの構造物では防御できない想定を

上回る津波が来襲した場合にも効力を発揮しなければ

ならないため，漂流物対策が必要となる。しかし，大

型船舶などの衝突力を考慮すると高コストの構造物と

なり，普及という観点からは障害となる。想定を超え

る津波に対し安全性を担保するための漂流物の荷重設

定すなわち設計思想は，今後の津波に対するハード対

策にとって，重要な課題になると考えられる。 

2.3  津波の伝播 

 津波の発生・伝播状況を検討するため，津波の伝播

解析を実施した。解析には，当社保有の解析ソフト

Delft3D-FLOW（Deltares 社）を用いた。本解析ソフト

は，鉛直方向にσ座標系による多層解析が可能である

が，本解析では 1 層として解析したため，基礎方程式

は非線形長波方程式となる。波源モデルは，建築研究

所の藤井・佐竹モデル 3)を使用したが，後述の GPS に

よる津波波形の観測結果に一致するよう，すべり量を

1.5 倍とした。解析格子は格子間隔 1350m の直交格子

とし，時間ステップは 12s とした。 

 解析結果を図－２に示す。地震発生後，同心円状に

津波が伝搬し，30 分後にまず岩手県沿岸に到達し，そ

の後 60 分後に宮城県南部に到達している状況が確認で

きる。図－３，４に，国土交通省港湾局による全国港

湾海洋波浪情報網（NAWPHAS）により観測された津

波波形と解析結果の比較を示す。図－３は津波の波形

を示しており，図－４は各観測地点における最大水位

（a）被災状況 Overview of the tsunami disaster 

  

 （b）倒壊したビル Building toppled down by the tsunami （c）漂流した船舶 Boat drifting ashore 

写真－１ 津波による被害状況 
Photo.1 Tsunami disaster-stricken area 
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を示している。また図－４には，水深 200m の沖合に

おける解析結果の最大水位の分布を同時に示した。な

お，NAWPHAS の観測地点は，水深 100～200m 程度の

沖合に設置されている。 

図－３によれば，宮城中部沖を除き，解析結果は観

測結果をある程度再現できていると言える。宮城中部

沖は，図－４に示したように津波高さの沿岸方向の分

布が急変する地点であるため，断層モデルの平面的な

分布の推定精度等の影響により，ピーク水位が一致し

ていないと考えられる。なお，ここで適用した断層モ

デルは暫定的なものであり，今後の検討による精度の

向上が期待される。 

 図－２，４によれば，津波の最大水位は牡鹿半島の

南側の宮城県南部で非常に大きくなっていることが分

かる。この地域での沖合での津波最大水位は 15m 程度

であるが，これは図－１に示した浸水高・遡上高と同

程度である。一方，三陸地方では 5m 程度の沖合津波

高に対し，浸水高・遡上高は場所によっては 30m を超

えている。前述したように，リアス式海岸に代表され

る複雑な地形により，海岸近くで津波の高さや遡上高

が増幅していることが分かる。 

 

3.  特徴的な津波被害の検討 
 

3.1  津波被害の特徴 

 今次の津波は，これまでの想定を大きく上回る被害

を及ぼした。これらの被害要因は，津波を発生させる

波源の隆起量や範囲が想定を超えたことが大きな要因

である。一方，津波が伝播して海岸線に侵入し，護岸

を超えて陸域に遡上する過程で，被害を大きくしたと
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図－３ 沿岸の津波波形 
Fig.3 Offshore tsunami waveform 
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図－４ 津波の伝播解析結果 
Fig.4 Numerical simulation of tsunami propagation 
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図－２ 津波の伝播解析結果 
Fig.2 Numerical simulation of tsunami propagation 
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考えられるいくつかの特徴的な現象がある。ここでは

これらの現象について，数値解析により基本的な特性

を検討した結果を示す。 

3.2  津波の遡上 

 今次の津波では，三陸地方における大きな遡上高と

ともに，特に牡鹿半島以南の平野部での陸域への長距

離の遡上が特徴として挙げられる。ここでは，津波が

護岸を超えて陸域に遡上する際の基本特性を確認する

ため，数値計算による遡上解析を実施した。 

 解析には，2 次元の CADMAS-SURF4)を用いた。解析

モデルを図－５に示す。造波ソースにより造波し，左

側境界は透過境界とした。解析格子は，Δx=0.5～2m，

Δz=0.5～2m の範囲で，護岸周辺や水平地形部，造波

ソース周辺の格子が細かくなるように設定した。また，

底面摩擦は考慮していない。 

 まず，斜面のない水平地形（s=0）を対象に遡上解析

を実施した結果を図－６，７に示す。なお，ここでη

は，図－５の水平地形部を基準とした浸水高を示す。

またここには示していないが，解析結果の護岸前面

（海側）の水位上昇はη=6.5m であり，完全反射（反

射率 1.0）を仮定した場合のη=7.0m（入射波の津波高

4.5m の 2 倍相当）よりも若干小さく，越流を考慮した

反射率は 0.94 程度と想定される。 

 図－６によれば，護岸前面のη=6.5m に対し，遡上

浸水深は護岸近傍の X=50m で約 3.4m であり，また内

陸側に氾濫が進むにつれその浸水深は小さくなってい

る。浸水距離 X と浸水深の関係を図－７に示す。これ

によると，浸水深は内陸側に行くにしたがって減少し

ていることが分かる。また図－７には，浸水先端部と

浸水深のピーク位置の移動速度を示した。移動速度は，

浸水深とは逆に内陸に行くほど速くなっている。本解

析では，陸の粗度や構造物の影響等を考慮していない

ため，実際はこれよりも移動速度は小さいと考えらえ

るが，平野部への津波の氾濫が非常に速い速度で進行

することが分かる。同図には，最大浸水深から(gη)1/2

として求めた限界流速を示した。これによると，

X=200m 付近で浸水深最大位置の移動速度は限界流速

を超えている。流速が移動速度と等しいと仮定すると，

平野部を遡上する津波は射流状態で氾濫する場合があ

ることが想定され，大きな破壊力を有していることが

分かる。 

次に，陸域を斜面とした場合の解析結果を示す。斜

面勾配は，1/1～1/100 の間で変化させた。解析結果の

例を図－８に示す。護岸を遡上した津波は，s=1/1 では，

水平部を遡上し津波が斜面で反射して護岸側へと逆向

きに進行していることが分かる。したがって，最大浸

水深は進行する遡上津波でなく，反射成分を含んであ

る程度流速の小さくなった状態で発生することが分か

る。一方 s=1/100 とした場合には，斜面の法先部で反

射が発生する一方，先端部は斜面を遡上し，水平部よ

りも高い位置まで遡上が進行している。S=1/50 の場合

も斜面の法先部で反射が発生するが，斜面の遡上は小

さく，遡上高は水平部と同程度であった。図－９に，

法先と最大遡上位置付近での水位変化を示すが，s=1/1，

s=1/1 

  

s=1/50              （縦方向に 5 倍で表示）

 

s=1/100 

図－８ 遡上解析の例 
Fig.8 Snapshot of tsunami run-up simulation 
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1/50 では最大浸水高は両者でほぼ同程度であるが，

s=1/100 では，法先よりも高い位置まで斜面上を浸水し

ていることが分かる． 

 図－１０は，地形勾配と最大遡上高の解析結果をま

とめたものである。これによると，s=1/50 よりも大き

な勾配では，遡上高はη=9m 程度でほぼ一定の値とな

っている。なお，別途実施した鉛直壁の場合の浸水高

もη=9m であった。図－７によれば，斜面がない場合

の X=500m における浸水深は約 3m であることから，

陸上構造物に働く波力の算定式で用いられる，進行遡

上津波の水位の 3 倍 5)にほぼ一致する。一方，s=1/100

の場合，遡上高はこれよりも大きくη=10.6m となった。

内陸を遡上する津波は，護岸部の浸水高よりも高い位

置まで遡上することがあることが知られているが，図

－１０によると勾配 1/100 程度の緩い斜面で沿岸部よ

りも高い位置まで遡上することが分かる。言い換えれ

ば，勾配 1/50 程度でもその遡上高さは鉛直壁の場合と

同程度であり，非常に緩い斜面の場合にのみ内陸部へ

津波氾濫が拡がる可能性があることが分かる。このこ

とが，仙台平野などの地形勾配が非常に小さい地域で，

今回の津波による浸水域が拡がった要因と考えられる。 

3.3  湾奥での津波高の増幅 

図－１に示したように，三陸地方において非常に大

きな浸水・遡上被害が発生していることが，今回の津

波の大きな特徴である。リアス式海岸の複雑な海岸線

形状がその要因の１つとして考えられることから，こ

こでは，入り江の集波効果による津波高の増幅につい

て検討する。解析には，津波の伝播解析で用いた

Delft3D-FLOW を用いた。解析に用いたモデルを図－

１１に示す。水深は 20m で一定とし，湾の幅を軸対称

に一定割合で狭くする形状とした。反射波の影響がな

いよう，入射境界から湾口までの助走区間を長くとり，

解析格子は，Δx=10m，Δy=2m とした。入射波の波高

は全てη0=6.0m で一定とした。b1 は湾口部分の幅を，

b2 は湾内の各位置での幅を示している。 

図－１２は，T=300s，1200s とした場合の，各時間

における湾の中心線上の水位の空間分布を示したもの

である。なお，孤立波状の津波の場合，周期を明確に

することは難しいが，ここでは目安として図－１１に

示した T に基づき長波の波速から求めた波長を L とし

て用いる。l は湾の長さ（l=3000m）である。T=300s の

場合は，段波状の津波が湾内に浸入し，湾奥の護岸で

反射して反射波が進行している様子が分かる。また，

t=420, 480, 540s の順に，湾の幅が狭くなることにより

s
s=0, 1/12, 1/6, 1/4
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図－１１ 湾内における津波の変形解析モデル 
Fig.11 Analytical model for tsunami deformation in a bay 
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Fig.9 Incident tsunami form and inundation height 
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波高が大きくなっている。湾奥での津波高さは，入射

波の 6m に対し 20m まで増幅している。ただし，本解

析は非線形長波によるため分散性が考慮されておらず，

先端部分での波の分裂が実際よりも強調されていると

考えられる。一方 T=1200s の場合は，湾内の水位が全

体に上下しており，明確な津波の波峰の伝播は本図で

は確認できない。また，湾奥の津波高さは入射波の 2

倍程度の 13m となっている。 

図－１３は，X=1000, 2000, 3000m における津波高の

増幅率を示したものである。横軸は，湾の幅の減少率

（狭窄の程度）の逆数を示している。グリーンの法則

によれば，湾の幅の 1/2 乗に反比例して津波高は大き

くなるため，図中には，進行波の場合と，完全重複に

より波高が 2 倍となった場合の，グリーンの法則によ

る波高の増幅率を破線で示した。T=300s の波長が短い

場合には，湾口近く（X=1000m）では進行波と反射波

の峰が分かれた時系列となり，湾奥（X=2000, 3000m）

では，重複波の腹に近い時系列となるため，それぞれ

進行波と重複波のグリーンの法則に従って波高が増幅

している。一方，波長が長い T=1200s の場合には地形

の効果が小さく，湾内の位置や湾の形状に関係なく，

ほぼ入射波の 2 倍程度となっている。 

図－１４は，波長に対する湾奥での波高の増幅率を

まとめたものである。横軸は湾の長さで無次元化した

波長であり，左端の白抜きマークは，完全重複波を仮

定した場合のグリーンの法則による増幅率を示してい

る。これによると，L/l=1.5 程度よりも短周期の場合は，

グリーンの法則に従って波高が増大するが，L/l=6.0 程

度よりも長周期の場合には，湾の幅の影響はほとんど

なくなると考えられる。また，b1/b2=∞の（湾が鋭角

状に狭窄している）場合は，L/l が 3 以上で急激に湾奥

での波高が大きくなっていることが分かる。 

 本解析は，単純化した形状の湾を対象としており，

また一定水深であるため，実際の湾ではより複雑な変

形が生じていると考えられるが，基本的な性状として，

湾の長さと波長により，入り江の集波効果による津波

の増幅の程度が大きく異なることが分かった。今回の

津波では，牡鹿半島よりも北部のリアス式海岸で，比

較的波長の短い成分の津波が増幅されたと考えられる。

一方，牡鹿半島よりも南側では，入り江状になってい

ても奥行きが短いために，比較的増幅の効果が小さか

ったと想定される。 

 以上のことから，津波の遡上を考える上では，波高

が比較的小さくても，周期が短かったり，水深が浅く

波長が短い場合には，増幅効果により大きな津波高と

なる可能性があるため，その周期・波長の特性につい

て検討が必要であると言える。 

3.4  巨大津波に対する防波堤の効果 

 釜石の湾口防波堤に代表される津波防波堤は，想定

される津波に対して十分な高さとなるように設計され

ていた。したがって想定を超える津波が来襲した場合

の効果については，十分な検討がされていなかった。

港湾空港技術研究所の解析 2)によれば，今回の津波で

は釜石の湾口防波堤により津波高が 63%に低減し，遡

上開始時刻を 5 分程度遅らせる効果が確認された。今

後，想定を超える津波に対する防災計画を策定する上

で，津波が超えることを想定した防波堤の効果を評価

することが重要となる。ここでは，図－１５に示す基

本的な形状の防波堤を対象に，津波の低減効果につい

て検討する。解析には，前述の遡上解析と同様に 2 次

元の CADMAS-SURF4)を用いた。造波ソースによる造

波とし，左端を透過境界とした。解析格子は，Δx=1～

5m，Δz=1～5m の範囲で，防波堤や造波ソース周辺の

格子が細かくなるように設定した。 
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図－１３ 湾内における津波の変形 

Fig.13 Tsunami deformation in a bay 
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 解析結果の一例を図－１６に示す。防波堤を超える

津波が来襲しても，防波堤が健全であれば津波の浸入

をある程度抑止し，低減効果があることが分かる。図

－１７に，津波の周期と津波高の低減率の関係を，防

波堤天端高さごとに示す。ここで L は，図－１５に示

した T と長波の波速から求めた波長であり，l は防波堤

から右端の護岸までの距離である。図－１７によれば，

波長の比較的短い場合（L/l<5）には，波長によらず，

防波堤天端高さによりほぼ一定の低減率が期待される

ことが分かる。一方，これよりも波長が長くなる（言

い換えれば，港内長さ l が短くなる）と，防波堤の効

果が小さくなっている。 

 津波が防波堤を超えない場合には，その効果は防波

堤の設置位置によらないが，防波堤を超える津波を考

える場合，設置位置によりその低減効果は異なり，沖

側に設置されるほどその低減効果は大きい。今後，想

定を超える津波を考える場合，その設置位置について

も検討する必要がある。ただし，沖に行くほど水深は

大きく防波堤の規模が大きくなるため，陸側での津波

低減策との組み合わせにより，費用対効果を考えた津

波低減策を検討する必要があると言える。 

 

4.  巨大津波の想定に関する一考察 
 

今次の津波が，東北地方における想定津波を上回る

ことは 2.1 で述べたが，地域に依らず将来発生する津

波規模を事前に予測することは容易ではない。しかし，

学術的知見，リスク評価的知見から出来る限り起こり

うる巨大な津波を想定することが，津波災害のハード

対策やソフト対策を策定するうえで前提条件となる必

須課題に位置付けられると考える。 

今次の地震・津波の特徴として，500km に及ぶ断層

が数分にわたり破壊位置を変えながら津波を発生させ

たこと，規模の大きな余震や誘発地震が本震後間もな

く多発していることが挙げられる。したがって，沿岸

に到達する津波高を評価するうえで，複数の断層が時

差を持って破壊することによる津波高への影響は今後

検討すべき課題の一つと考えられる。 

 図－１８は、日本海東縁部の断層を対象に日本海の

巨大津波を意識してケーススタディーした解析例であ

る。日本海東縁部が全域にわたって断層破壊するとい

う設定をした点については，その現実性に議論がある

が，ここでは，上述した断層が時差を伴って破壊した

場合に，沿岸部に発生する津波高に与える影響を検討

するための例として示した。図－１８は、日本海東縁

部を北側と南側に分け，北側断層が破壊したのち 30 分
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図－１５ 防波堤を超える津波の解析モデル 
Fig.15 Analytical model for tsunami overtopping of a breakwater
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図－１６ 防波堤を超える津波の解析結果 

Fig.16 Simulation of the tsunami getting over the breakwater 
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図－１８ 日本海東縁部を対象としたケーススタディーの例
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後に南側断層が破壊した場合の解析例である。この解

析において，北側断層と南側断層の破壊規模，すなわ

ち断層パラメタは同一とした。 

 図－１９は，日本海沿岸部（水深 20～30m 程度の地

点）における津波高を示したものである。図の縦軸は，

北側断層と南側断層が同時に破壊した場合に発生する

沿岸の津波高に対する，時差を付けた場合の津波高の

比である。したがって，1 以上では時差を持って断層

が破壊する場合の方が津波高が大きく，1 以下の場合

には同時に破壊する場合の方が大きいことを意味する。

これによれば，時差を持って断層が破壊する場合と，

同時に破壊した場合のどちらが大きいかは，場所によ

り異なる。これは，伝播した津波の位相の重ね合わせ

に起因するため，破壊の時差に依存して変化する。 

 以上の結果から，本震後の大規模余震や誘発地震を

も考慮に入れる場合には，破壊の時差の影響が無視で

きないことがわかる。今後の巨大津波の想定において

は，破壊の時差を考慮すべきであると考えられる． 

 

5.  おわりに 
 

 中央防災会議（内閣府）は，今後の津波防災対策の

基本的考え方について，これまでの考え方と同様に比

較的発生確率が高く防波堤など構造物によって津波の

内陸への侵入を防ぐべき津波と，今般の津波のように

発生頻度は極めて低いものの，発生すれば甚大な被害

をもたらす最大クラスの津波の，二つのレベルの津波

を想定することを提言している 6)。最大クラスの津波

については，住民避難を柱としたソフト対策を基本と

するため，これまでとは異なったアプローチでの検討

が要求される。具体的には，防潮堤などを津波が超え

ることを前提に，陸域への津波の浸入等を検討し，そ

の際にも機能を保持できる粘り強い構造物を構築する

必要がある。 

本論では，今般の津波による被害について検討し，

その被害要因を明らかにするためのいくつかの解析を

実施した。一般に，津波を水理実験により再現するこ

とは非常に困難であり，例えば，現在用いられている

陸上構造物に働く津波波力の算定モデルは，限られた

実験条件における水理実験結果をもとに提案されたも

のであるため，今後その適用範囲に対する再評価が必

要である。ここに示した数値解析は，津波の限られた

基本的性状を確認するために実施したものであり，津

波の被害要因を明らかにするために十分なものではな

いが，津波の様々な事象を再現する手法として有効で

あることを示した。今後その適用手法についてさらに

検討を加え，より効果的な津波対策の構築へと繋げる

予定である。 
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