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 第 ２６ 号     (平成 2５年６月５日発行) 

    

●●●●技術紹介 

＜＜＜＜技術開発技術開発技術開発技術開発：：：：構造物構造物構造物構造物にににに作用作用作用作用するするするする２２２２次元次元次元次元・・・・３３３３次元流体解析次元流体解析次元流体解析次元流体解析モデルのモデルのモデルのモデルの開発開発開発開発＞＞＞＞    

 CADMAS-SURF 2D・3D に代表されるナビア・ストークス方程式を直接的に解く、流体の数値シミュ

レーション技術が急速に普及しています。ここでは、流体数値解析の具体例を紹介致します。 

((((１１１１))))海岸堤防海岸堤防海岸堤防海岸堤防でででで生生生生じるじるじるじる越波越波越波越波・・・・越流現象越流現象越流現象越流現象のののの数値解析数値解析数値解析数値解析    

 台風来襲時、高潮と高波が同

時発生すると、越流・越波によ

り海岸堤防を水塊が越える現象

が生じます。この複合的な現象

を数値シミュレーションにより

表 現 し ま す 。 解 析 に は

CADMAS-SURF2D Ver.5.1 を用

い、高潮による水位が完全越流

の状態となり、さらに高波が重

なる複合的な越水現象を想定し

ました。図１は、越波直後の２

時刻の海岸堤防の沖側と陸側の

水位・流速のスナップショット

を示しています。波の陸側への伝達に伴い堤防背後の水深が浅くなり、背後への波の打ち込みが激しい

ため、跳水現象が発生します。堤防直背後では複数の鉛直渦が形成され、底面近傍で反流が生じます。 

(2)(2)(2)(2)強潮流帯強潮流帯強潮流帯強潮流帯にににに存在存在存在存在するするするする島周辺島周辺島周辺島周辺におけるにおけるにおけるにおける流流流流れのれのれのれの数値解析数値解析数値解析数値解析    

CADMAS-SURF3D

により、強潮流域にお

ける島周辺の複雑な流

れを表現します。計算

は 20m 正方格子により

地形近似を行い、鉛直

方向には層厚 5m で全

水深を分解します。乱

流モデルは高 Re 型 k-

ε2 方程式を採用しま

す。図 2は最大時の流

速ベクトルと乱流エネ

ルギーの分布を表し、

主流域の流れの向きと

潮目の位置を併記します。乱れが強くなる箇所は潮目が形成される陸境界が起点となり、潮目と一致す

る筋状の範囲となります。このような水域では渦が発達しながら流下する状況（カルマン渦の発生）が

確認できます。また、潮目の位置は流れの収束域となり、鉛直下降流が生じます。 

Env i ronmen ta l  Consu l tan ts  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmen ta l  Consu l tan ts  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmen ta l  Consu l tan ts  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmen ta l  Consu l tan ts  fo r  Ocean  and  Human         

エコー・ニュースレタエコー・ニュースレタエコー・ニュースレタエコー・ニュースレターーーー    

 

【跳水現象】

【堤防陸側 20m 程度】
【堤防沖側 20m 程度】 

：潮目 

：流れの方向 

図１ 高潮と高波が同時に発生する時に、 

海岸堤防近傍で生じる越流・越波現象の数値解析 

図２ 強潮流帯に存在する島周辺の流れの数値解析 

（左：流速ベクトル、右：乱流エネルギー） 
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 (3)(3)(3)(3) 構造物群構造物群構造物群構造物群にににに作用作用作用作用するするするする津波遡上津波遡上津波遡上津波遡上のののの数値解析数値解析数値解析数値解析    

３次元ナビア・ストークス方程式の直接数値解法の例として、複雑な構造物の形状を精度良く表現で

きる非構造格子を使用し、乱流モデルを導入

した３次元流体解析コードの津波解析結果を

示します。 

 図３は陸上の遡上後、複数のタンク群に来

襲する津波のスナップショットです。海岸線

近くに位置するタンクで変形した津波が陸側

に位置するタンクへと伝搬する場合、津波高

が低下する状況が確認できます。また、円形

タンク近傍の流れの拡大図を見ると、タンク

前面において津波が跳ね上がり、タンク背後

の津波高は低減する状況が確認できます。 

 

●●●●技術紹介 

＜＜＜＜津波津波津波津波によるによるによるによる漂流予測漂流予測漂流予測漂流予測計算計算計算計算＞＞＞＞    

～～～～港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの早期復旧早期復旧早期復旧早期復旧をめざしてをめざしてをめざしてをめざして～～～～    

 東日本大震災では、津波により東北から房総半島にかけた太平洋沿岸で甚大な被害が発生しました。

各港湾においても浸水被害や大量のがれき、港湾貨物の流出に伴う漂流物被害が発生しました。東日本

大震災以降、大規模津波を想定した港湾や空港機能への影響や早期復旧にかかる検討が進められていま

す。航路啓開等の検討においては、漂流物の移動及び滞留状況の予測結果が必要となります。ここでは、

津波による港湾貨物等の流出に伴う漂流物予測の例を紹介致します。 

 ((((１１１１))))漂流物漂流物漂流物漂流物のののの条件設定条件設定条件設定条件設定    

 流出・漂流の可能性のある対象物を現地調査等により把握

し、位置情報や対象物の形状を条件として設定します。対象

物は、形状を円柱または直方体としてモデル化し、蔵置状況

をふまえた配置とします（図 1参照）。 

((((２２２２))))漂流物漂流物漂流物漂流物予測予測予測予測結果結果結果結果によるによるによるによる早期復旧計画早期復旧計画早期復旧計画早期復旧計画のののの検討検討検討検討 

 漂流物の流出予測は、漂流物の抵抗・付加質量を考慮した

移流・拡散モデルにより行います。予測モデルにおける漂流

物の大きさは、付加質量及び流水抵抗の項に含まれる漂流物

の体積及び投影面積により考慮します。津波による漂流物予

測は、津波シミュレーション結果として得られる水位（浸水

深）と流速の時空間分布をもとに、対象物が移動開始する水

位または流速以上となった場合に移流拡散により移動する計

算を行います。漂流物の予測計算は津波による流れのほか、

潮汐流を考慮することで津波沈静化後数日間の予測も可能で

す。東日本大震災の事例では、港湾における緊急物資の輸送

開始が最も早い港湾でも発災から 5 日後であったことから、

漂流物の影響把握のためには数日間の漂流予測を行う必要が

あると考えられます。図 2 は、発災から 48 時間後の漂流物

の予測計算出力例（イメージ）です。本モデルによる予測は、

対象となる漂流物の数量を初期条件として設定し、個々の物

体の漂流状況を追跡することで、時間毎の滞留状況が把握可能です。これらの予測結果をもとに、漂流

物の除去に必要な資機材の検討や危険区域の把握、対象施設の早期復旧計画を検討することが可能です。 

図３ 津波の陸上遡上と複数のタンク群への 

来襲状況の数値解析 

 

図 2 地震発生から 48 時間後の 

漂流物予測計算出力例(ｲﾒｰｼﾞ) 

図１ 港湾貨物の配置例(ｲﾒｰｼﾞ) 

 
凡例 

自動車          原木 

コンテナ         大型船 

プレジャーボート    資材 

漁船            機材 

製材            台船 

がれき           空ケース 

木製品           パレット 

ドラム缶 

漂流 

漂流 
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●●●●シリーズ 

                    ＜＜＜＜（（（（１１１１））））学学学学ぶべきぶべきぶべきぶべき教訓教訓教訓教訓＞＞＞＞    

 

 

東日本大震災の津波で生死を分けた事例を新聞記事から引用します（いずれも 2011 年）。 

南三陸町の須藤信雄さん(59)は、自宅で地震に襲われた。ひざがぶるぶる震え、床にはいつくばりな

がら、声を絞り出した。「津波が来る。逃げるぞ」。妻須美子さん(58)は持病の薬や権利書などを捜し、

なかなか逃げ出せないでいた。「何も要らない。とにかく逃げる！」須藤さんは妻を無理やり車に押し込

んだ。10分程後に高台から見下ろすと、自宅はどす黒い水に覆われ、逃げ遅れた車が折り重なっていた

（朝日：3/23）。 

福島県新地町の男性(53)の証言。地震が起きた後、仕事を切り上げ自宅に急いだ。途中、妻とばった

り出会った。「寒いから、家に防寒服を取りにいく」と妻は話した。自宅で服を持ち、飼っていた犬を放

し、車に乗って避難所へ向かった。しかし、道路が川になったように海水が流れ、進めなくなった。車

を降り、走った。「頑張れ。逃げろ！逃げろ！」。背中に津波が迫りのみこまれた。水中に沈み、苦しい。

息継ぎをしようと水をかき分けたとき、握りしめていた妻の手が離れた。浮いたとき、妻の姿は消えて

いた（朝日：3/13）。 

相馬市磯部地区の実家を訪ねてきた女性(40)の証言。「父(75)はいったん、母と孫を連れて高台に逃

げた。しかし、愛犬を思い出し、母の制止振り切って自宅へ戻った。それきり、消息がつかめない。」（朝

日：3/14） 

南相馬市の高田一郎さん(81)は、自宅の裏で薪風呂を用意していたとき、突然の揺れが始まった。家

の中に妻のトヨノさん(78)と孫(26)がいた。少しして、東を見ると、松並木の向こうに津波が見えた。

部屋に戻ってカメラを持ち出し、海にレンズを向けたとき、松並木が津波で揺れていた。「だめだ」。孫

(26)の車に乗り込んだ。だが、一緒にいたはずの妻がいない。持ち出すものを取りに家の中に戻ってい

た。「ばあちゃんは？」と一郎さんが声を上げた瞬間、車ごと黒い津波にのみ込まれた（朝日：4/1）。 

渡辺祐加子さん(35)は、地震発生後、小学校に避難していた長男と次男を迎えにいった。その後、自

宅の愛犬を助けに戻った。祐加子さんは、自宅に残した品物を集めていた時に津波が来襲した。車内に

いた二人の息子は、自宅から直線距離で 200～300 ﾒｰﾄﾙ流された。長男と祐加子さんが行方不明となった。

「お兄ちゃんは泳ぎはうまいけど、犬を抱えていたようだから・・・」と父は語った（岩手日報：3/19）。 

千葉大の岩瀬博太郎教授（法医学）が岩手県陸前高田市の死者 126 人の死因を調べたところ、高齢者

を中心に約 50人がシャツや上着、ジャンパーなど 7～8 枚を重ね着。印鑑や保険証、写真アルバムを入

れたリュック、非常食のチョコレートを持った人もいた（読売：3/19）。 

岩手東海新聞の記者・佐々木健さん(64)は、地震発生の時、宮古湾近くの２階建て事務所にいた。妻

雅子さん(60)とともにパソコンを運んで、車に乗り込む直前、ごう音が響きわたった。「雅子、2階に上

がれ！」。一足先に 2階に上がった雅子さんが目を凝らすと水面から、佐々木さんの顔が見えたが、沈ん

でいったという。「パソコンなんて持たずに避難していれば。でも、原稿執筆には欠かせないものだか

ら・・・」（読売：3/24） 

地震が起きたとき、自宅近くで友人と過ごしていた岩佐学さん(19)は、母親の恵美子さんが勤める美

容室を車で訪れて無事を確認すると、約 3 ｷﾛ離れた海沿いの自宅に戻った。家族同然だったシバ犬「く

く」が逃げられるように首輪をはずすためだったが、その後の津波で自宅は跡形もなく流され、岩佐さ

んも行方不明になった（読売：4/5）。 

以上の生死を分けた事例から学ぶ教訓は、命より大切なものはないのだから、「とにかく着のみ着の

ままで早く、そして速く逃げろ。」だろう。 

 

河北新報（4/11）は、津波から生き延びた被災者 26人に「もし、震災 30分前に戻れるとしたら、何

をするか」を尋ねた。うち 16 人は以下のように答えた。 

副社長 加藤一正 
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◇男生徒(14)：避難生活に必要な物を集めておく。◇女性(32)：家族の写真やアルバムを持ち出した

い。◇男性(55)：重要な物を運ぶ。◇男性(26)：電気、水道、ガスを止める。重要書類を持ち出す。◇

男性(50)：家宝や薬、水、衣類などを車に積んで逃げる。◇男性(71)：薬、印鑑、キャッシュカード、

位牌を持ち出す。◇男生徒(17)：家に置いてきた猫を連れてきたい。◇男性(19)：車が津波で流された

ので、車を移動させる。◇女性(67)：先祖の位牌と自分の薬を持ち出す。◇女性(34)：子どもの写真や

母子手帳などを持ち出す。◇男性(38)：長男が小学校に入学予定だった。用意していたランドセルと子

どもが生まれてからの記録が残るパソコンを守る。◇女性(52)：思い出の物、大事な物を取ってきたい。

◇男性(77)：非常時の持ち出し用品を車に入れて避難する。◇女性(78)：重要書類を 2 階に上げておく。

◇女性(80)：避難袋の中に思い出の品、写真を入れておく。◇女性(56)：孫がいるのでミルクやおむつ、

お菓子を多く持ち出す。 

生き延びた人たちが学んだ教訓は、「大事なものは持って逃げろ」のように思える。 

 

●●●●合田良實博士を偲ぶ会 開催報告 

 海岸工学、港湾工学の世界的な権威である合田良實

博士が昨年 1 月にご逝去されてから 1 年 3 カ月の歳月

が過ぎました。 

波圧算定公式の「合田式」の確立など、博士の数々

の偉業やそのお人柄を偲び、独立行政法人港湾空港技

術研究所、横浜国立大学、一般財団法人沿岸技術研究

センター、株式会社エコーの共同開催のもと、平成 25

年 4 月 17 日（水）東京會舘にて「合田良實博士を偲

ぶ会」がとり行われました。 

偲ぶ会には、国土交通省山縣港湾局長をはじめ、国

内外から約 300 名の方にご参加いただき、故合田博士

との思い出を懐かしく語られておられました。 

参加者には合田良實博士追悼会実行委員会（委員長 

髙山京都大学名誉教授）の編纂による追悼録「合田良

實博士を偲んで」が謹呈されました。 

約 12 年間、技術顧問としてご指導いただきました

弊社社員にとりましても、博士の偉大さをあらためて

確認し、さらに思い出を深くする会となりました。 

 

●●●●九州事務所移転のお知らせ    

 このたび、九州事務所と北九州出張所が移転・統合

することになりました。営業開始は平成 25 年 6 月 10 日（月）からとなります。 

   住所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町 1-1-1 ＪＴＢ小倉ビル（JR 小倉駅徒歩 10 分） 

   電話 093-511-8505 FAX 093-511-8506 

なお同日、福岡市内に「福岡出張所」を新設いたします。 

住所 〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉 4-2-5-1307 
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