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摘　　要
　海浜沿岸における津波の挙動はさまざまな自然的・人為的条件に影響される。2011
年東北地方太平洋沖津波の挙動は北海道太平洋沿岸域において，場所の条件に関わっ
て局所的に急激かつ特異に変化した。それら局所的条件は 1970 年代以降に建設され
た突堤式港湾，掘り込み式港湾，防潮護岸などの沿岸構造物および防潮堤のない昆布
干場のような漁業的土地利用であり，津波の遡上高は 2 ～ 3 倍にも達した。これらの
構造物および漁業的土地利用に関わる 2011 年東北地方太平洋沖津波の局所的津波挙
動の知見は，今後の津波災害を回避するために重要である。

キーワード：海岸構造物，局所的津波挙動，2011 東北地方太平洋沖津波，
北海道太平洋沿岸

Key words：coastal engineering works, site-specific tsunami behavior, 
 2011 East Japan Earthquake tsunami, Pacific coast of Hokkaido

1．はじめに

　2011 年 3 月 11 日，マグニチュード 9.0 の地震が
東北地方太平洋沖で発生し，太平洋沿岸 2,000 km
にもわたって超巨大津波が襲った。この津波（以後
3.11 津波と記述）は，地震発生 1 時間後には北海道
太平洋沿岸にも到達した。東北地方太平洋沖地震津
波合同調査グループは，わずか 1 カ月余の短期間に
5,300 地点以上で浸水高，遡上高を計測し，土木工
学会海岸工学委員会のホームページ上に逐次集積
し，公開した 1）。The 2011 Tohoku Earthquake Tsunami 
Joint Survey Group2），Mori et al.3）は調査結果をまと
め，地域スケールないしは主要なリアス湾入域レベ
ルの分析・検討を行い，3.11 津波について概要を示
した。三陸沿岸では津波遡上高は最大 40 m を越
え，かなり広範囲で 30 m 以上を記録した。低平な
仙台平野では津波は内陸へ 5 km 以上も侵入した。
　震源から北へ 300 ～ 600 km 離れた北海道太平洋
沿岸での浸水・遡上は，いくつかの地点で 5.5 ～
6.7 m という例外的な高さが見られたが，ほとんど
の地点では 2 ～ 4 m の高さにとどまった（図 1）。し
かし，距離的には波源からもっとも離れた根室半島

でさえ，防潮堤のない小谷では，谷底を遡上した 4）。
このことは，北海道太平洋沿岸域はほぼ全域が 3.11
津波の直接の浸水・遡上をかろうじて免れたことを
意味する。
　津波は，海岸に到達した際には，港湾突堤，防潮
護岸などの人工構造物とそれらの配置などに対して
も非常に敏感である可能性が高い。日本の海岸線は
90％以上が人工的に手を加えられており，自然の海
岸はほとんど失われたといっても過言ではない。近
年人為的に急激に地形変化した海浜，海岸だけでな
く，海浜の漁業的土地利用，港湾施設，埋め立て造
成，防潮護岸，海浜の侵食・堆積とそれらへの工学
的対応などは津波の挙動にどのように影響するだろ
うか。このような観点の指摘はあるが 5），精度の高
い現地調査・観察は不十分である。
　本稿では，3.11 津波が北海道日高～十勝地方の太
平洋沿岸において，海岸の人工構造物の設置および
それらに関わる海浜の地形変化によって局所的に挙
動を変えたいくつかの観察例を記載する。今後の津
波災害を回避・軽減するためには，ごく狭い範囲で
津波の挙動に影響を及ぼす人為的要因について注意
深い現地観察，検討および理解が必要とされるだろ
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う。このような観点から本稿は重要な意義を有する
と考える。

2．調査地域の概要および方法

2.1　調査地概要
　十勝平野南部の太平洋沿岸では，自然の海浜は完
新世の地形発達過程のなかで，広い前浜部と後浜部
を伴う砂礫海浜を発達させてきた。日高山脈から急
勾配で流れ下る豊似川，歴船川などが河口まで粗大
礫を運搬するとともに，海食崖をなす氷期の扇状地
も砂礫を供給するためである。海浜の幅，縦断勾配
などの海浜地形は，これらの海浜漂砂礫の量と質

（礫の大きさや砂礫混合比など）とともに沿岸流や海
浜プロセス（砕波，遡上など）が相互に作用してうみ
だされ，動的平衡を示すと考えられる。
　日高地方や十勝地方の沿岸では，1970 年代以降，
突堤式の港湾がほぼすべての漁業集落に建設され，
沿岸漂砂礫の側方移動は完全に遮断された。それに
よって，沿岸海浜では漁港を挟んで急激な堆積域と
侵食域が出現するようになった。いっぽう，十勝川
河口の泥炭地を伴う広い沖積平野では，十勝川の広
大な流域の開拓・農耕地化の進展によって流出土砂
が増大してきただけでなく，十勝川河道の連続築堤
も加わって，河口付近の海岸では砂浜の前進が顕著

である。
　日高沿岸では，海食崖下の狭い沿岸低地において
漁業が営まれてきた集落が各地にある。このような
集落では，十勝沿岸と同様に突堤による港湾が建設
され，海浜の侵食域，堆積域が発現している。また
海浜を昆布干場として使用することも多く，このよ
うな防潮堤が未設置の海岸も随所に見られる。
2.2　調査方法
　3.11 津波の 1 週間後の 3 月 17 ～ 19 日および 4 月
2 ～ 4 日にかけて，突堤，港湾埋立地および防潮護
岸などの海岸の人為的構造物にとくに注目し，北海
道太平洋沿岸域の日高・十勝沿岸において 3.11 津
波の遡上・浸水に関わる痕跡調査を行った。浸水高
および遡上高は，レーザー照準器を用いて，津波が
運んだ堆積物，侵食痕および建物壁に残された津波
のウォーター・マークに基づいて決めた。津波到達
時の浸水高および遡上高こそが地域住民にとっては
肝要であるが，ここでは遡上・浸水高は潮位補正し
た値を示す。

3．観察と記載

3.1　大樹町旭浜海岸
　十勝地方太平洋沿岸の漁業集落・旭浜では 1973
年以降，突堤による漁港が建設・拡張され，港湾内

図 1　2011 東北地方太平洋沖津波の遡上・浸水高分布 1）．
暖色系は浸水高を，寒色系は遡上高を示すと分類されているが，厳密な区分は困難．

北海道太平洋沿岸では，津波浸水・遡上高は 3 ～ 5 m 前後．
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は埋立地を伴う（図 2）。防潮堤の高さは 5 ～ 7 m で
ある。この周辺では，3.11 津波は，浸水・遡上高，
さらにはおそらくその挙動も，図 2（B），（C），（D）
に示されるように，港湾の内外で局所的に異なる様
相を示した。
3.1.1　港湾内
　港湾内の埋立地の建物には，津波の微妙な水位変
動をも記録するウォーター・マークが残された。そ
の津波浸水高は3.4 mであった（図2（B）の黒数字）。
すなわち，突堤式港湾内では，3.11 津波が防潮堤を
越えない規模であったため，津波の水面の微妙な上
昇・低下をも記録するような挙動であった。したが
って港湾内はいわば自然の「検潮儀」のようであっ
たと見ることができよう。このような津波の挙動
は，日高～十勝沿岸の突堤式港湾内において共通す
る現象であった。ただし，港湾の埠頭部は防潮施設
がなく，水面から 1 ～ 2 m であるため，漁業用の
建物，施設は浸水し，引き波の際に建物の一部破損
が発生した。
3.1.2　海浜堆積域
　旭浜では港湾建設以前は，旭浜集落の低所でも標
高は約 5 m で低海食崖を伴っていた。旭浜漁港の
建設とともに沿岸漂砂礫の堆積側，すなわち港湾の
南西側（図 2（B）の堆積域）では，海岸線が 200 m 近
く前進し，かつ付加された漂砂礫の標高も 4.5 ～ 5 m

すなわちほぼ港湾突堤の天端および集落の高さにま
で達している。このことは，集落にとっては港湾建
設以前には低段丘地形であったが，現在は直接海浜
へ連続する地形的位置へと変化したことを意味す
る。
　後浜の発達が顕著な海浜地形は，津波の遡上どこ
ろか，荒天時の砕波～遡上波が広範囲に達しうるこ
とを意味する。したがって，前浜～後浜部が防潮突
堤の高さにまで成長した現在の旭浜では，防潮突堤
の効果がなくなっていることを意味する。旭浜の堆
積域での 3.11 津波の遡上高は 4.5 m であったが，
拡大した堆積域全域を遡上することはなかった。
　海浜が粗大礫からなる海岸において砕波～遡上帯
の前浜部分が急勾配になり，さらに防潮堤などが近
接する場所では砕波～遡上のエネルギーに応じて相
対的高所にまで砂礫が堆積することは，海岸地形学
の教科書で写真とともに記述される海浜地形の基礎
的現象である。現実に旭浜漁港の一部に発達したそ
のような場所では，3.11 津波は遡上高 5.8 m に達
し，標高 5.0 m の防潮堤を溢流し，港湾内に海浜礫
を伴って浸水した。その位置は，図 2（B）に示され
るように，突堤背後の遮蔽域で発生する循環流によ
る局所的堆積域に対応する。
3.1.3　海浜侵食域
　港湾突堤の建設に伴って，沿岸流による漂砂礫の

図 2　十勝地方太平洋岸・旭浜漁港と周辺の人為的海浜環境変化と局所的津波挙動．
（A）地形図．（B）3.11 津波の浸水・遡上高（m）．黒直線は海岸浸食対策護岸施工区間，黒矢印は津波の侵入方向．P は写真（D）の撮影位置
と方向．（C）海浜～海岸浸食対策護岸の横断面および津波遡上．（D）海浜～護岸および津波遡上高を示す現地．
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遮断によって著しい侵食が発生し，港湾の北側では
海岸線，海食崖が後退するようになった。その後退
量は，港湾建設が始まった 1973 年以降約 40 m に
達し，年平均およそ 1 m である。このためとくに
海岸浸食が激しい区間において約 700 m にわたっ
て標高 5 m までの基部をコンクリート連続護岸が，
その上部の標高 10 m の段丘表面までを勾配 45 度
の法面が施工されている（図 2（B）の黒実線）。ここ
では図 2（B），（C），（D）に示すように，津波は法面
の標高 7 ～ 8 m の高さまで遡上し，最高点は 9 m
を記録した。すなわち，突堤港湾内ではほぼ津波高
を示すと考えられる 3.4 m 程度の津波浸水高が，隣
接する海岸侵食対策護岸域では，2.5 倍にも達した
ことを示している。
　この人工護岸区間から離れると，海岸浸食は弱ま
り，海浜地形（前浜，後浜の構成砂礫，幅，縦断勾
配など）がほぼ維持されるようになる。そこでは津
波は海浜への取り付け道路など数地点をのぞいて内
陸には遡上しなかった。
　以上の 3.11 津波が示した挙動は，海岸漂砂の遮
断による後浜の消失もしくは縮小した海岸におい
て，その侵食対策として連続護岸を施し（段丘礫か
らの供給をも断ち），さらに勾配 45 度のスムーズな
人工護岸法面を上部に設けた結果，津波の遡上を局
所的に著しく増大させることになった。勾配 45 度
の法面は津波のスムーズな遡上に寄与したという事
実に注意する必要がある。この事実は，3.11 津波で

壊滅的な被害を受けた岩手県宮古市田老地区の，海
側陸側ともに法面勾配 45 度のスーパー堤防はほと
んど破損が生じなかった，すなわち津波は押し波引
き波ともに抵抗なく溢流したことと併せて考慮すべ
き現象である。
3.2　十勝大津
　十勝大津漁港は，突堤式港湾およびさらに内陸に
建設された掘り込み式港湾の二重の構造を示す（図
3（A），（B））。掘り込み部は，地形的には十勝川の
旧河道～浜堤背後の低湿地であった。この周辺およ
び沿岸道路の護岸壁の 2 カ所で局所的な津波挙動を
観察・記載した（図 3（A），（B））。
　掘り込み式港湾内に浸水した津波高は，建物壁に
残された明瞭なウォーター・マークによれば 4 m
であった。しかし，掘り込み式港湾は十勝川の旧河
道や沿岸砂州背後の低湿地を掘削して造成されてお
り，しかも港湾の周囲は防潮護岸がほとんどなされ
ていないため，津波は旧河道や低湿地に沿って遡上
した。つまり津波の遡上，浸水は過去の微地形条件
に従って浸水したことを示している。なお，掘り込
み港湾の外縁を迂回するように建設されている道路
が津波の浸水を被ったことは，十勝大津集落にとっ
ては選択の余地のない避難路であるだけに，検討す
べき問題であろう。
　この迂回路の沿岸部，すなわち港湾の南西側沿岸
の道路では，図 3（C），（D）に示すように，津波遡
上・浸水高は 6.5 m を記録し，道路は浸水した。

図 3　十勝地方太平洋沿岸の十勝大津漁港と周辺の局所的津波挙動．
（A）地形図．（B）3.11 津波の浸水・遡上の範囲（赤着色部）と高さ（m）．黒直線は海岸浸食対策護岸施工区間，黒矢印は津波の侵入方向．
P は写真（D）の撮影位置と方向．（C）海浜～防潮護岸・道路の横断面および津波遡上．（D）海浜～護岸および津波遡上高を示す現地．
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　この道路は，本来は段丘崖下の海浜にコンクリー
ト連続護岸（標高 5 m）と盛り土によって建設され
た。このような自然改変と護岸壁の構造は，その位
置に限って津波挙動を変え，より高い遡上・浸水を
引き起こすことを示している。
3.3　えりも町，新浜
　えりも町の漁港周辺では，漁港突堤，防潮堤，テ
トラポット群の配置などが津波挙動に影響を及ぼ
し，津波浸水高は，場所ごとに異なる（図 4）。港湾
内の埋立地の浸水高は 2.8 ～ 3.7 m だった（図 4 の
数値は埋立地周辺の遡上高）。しかし津波が伝播し
てきた方向にあたる漁港突堤の外側南方では，津波
の浸水高は 5.5 ～ 6 m に達し，高さ 3.5 m の古い防
潮堤に守られていた沿岸の住宅は浸水した（図 4

（B））。ここでは津波は，段丘面を開析する小谷を
多少とも遡上したので，引き波の際に谷口の住宅一
棟と防潮堤の一部を破壊した（図 4（C））。さらに，
有意に高い津波遡上地点は，防潮テトラポッド群の
切れ目や配置先端部に対応すると考えられる。
　えりも町漁港とその周辺では，突堤港湾の防潮堤
は，津波が伝播してきた方向に対して津波を局所的
にトラップするように働き，それに加えて，防潮テ
トラポット群の配置が相乗的に局所的な高津波遡上
を導いたと考えられる。
3.4　襟裳岬漁港
　襟裳岬漁港付近では他の要因による局所的な津波
挙動が記録された（図 5）。襟裳岬漁港周辺の一部で
は，砂浜は昆布干場として利用するため，海浜は防
潮堤やテトラポッドの設置もなく，海浜地形は大き
くは自然改変されていない。

　ここでは，津波は段丘崖直下まで緩傾斜の前浜・
後浜の全域を遡上した。遡上高は 6.5 m に達し，港
湾内の 4 m に対して，約 1.5 倍であった。津波は海
浜に対して南東方向から伝播し，漁港の突堤配置が
津波をトラップするように働いた可能性も排除でき
ない。このように海浜部を昆布干場のような特定の
漁業目的として土地利用する場合には，津波の浸水
および遡上は特有の挙動を伴うことを想定する必要
がある。

4．まとめ

　津波の異常な浸水高・遡上高がリアス式海岸や入
り江などローカルスケールで発現することはよく知
られている。本稿では，3.11 津波が海岸の微地形や
構造物によってさらに局所的に異常浸水・遡上を記
録したことを，北海道の太平洋沿岸における観察例
として記載した。1970 年代以降建設された突堤式
港湾，掘り込み式港湾，防潮護岸などのような沿岸
構造物に加え，漁業的土地利用が津波の遡上，浸水
に局所的に影響したことは確かである。
　北海道太平洋沿岸における 3.11 津波の最大遡上
高は 6.78 m を記録したが，海岸浸食対策護岸部で
は局所的に標高 9 m まで遡上したことには注意す
べきであろう。今後の津波災害を回避・軽減するた
めにも，ごく局所的もしくはごく限られたポイント
での現地観察と解釈が重要である。このような観点
がなければ，港湾の構造，海岸浸食対策護岸施工，
海浜の漁業的土地利用などが引き起こす異常な津波
挙動に配慮するのは困難である。北海道太平洋沿岸

図 4　日高地方・えりも港周辺の局所的津波挙動．
（A）地形図．（B）3.11 津波の浸水・遡上の範囲（赤着色部）と高さ（m）．黒矢印は海浜への津波遡上方向が突堤港湾にトラップされたこと
を，黒細矢印はテトラポッド設置の切れ目～小谷へ津波が遡上したことを示す．P は写真（C）の撮影位置と方向．（C）倒壊した防潮護岸
堤．
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では3.11津波をかろうじて回避した状況にあって，
しかも多くの人々はその危険な状況を認識していな
かった。とくに巨大ではない津波でさえ，記述した
ような津波挙動を想定しなければならないことを示
している。
　このような観点および知見は，北海道の将来の問
題だけにとどまらない。3.11 津波による破壊的な被
害を受けた三陸沿岸地域において復興を進める際
に，とりわけ海岸の人工構造物や土地利用が将来の
津波挙動に与える局所的な影響をどのように考慮す
るか，十分に検討されなければならないことを明示
している。
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図 5　日高地方・えりも岬漁港周辺の局所的津波挙動．
（A）地形図．（B）3.11 津波の浸水・遡上の範囲（赤着色部）と高さ（m）．矢印は津波の遡上方向．
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