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 第 ２７ 号     (平成 2５年９月４日発行) 

    

●●●●シリーズ 

                    ＜＜＜＜（２）（２）（２）（２）逃げなかった人たち逃げなかった人たち逃げなかった人たち逃げなかった人たち＞＞＞＞    

 

 2011 年 3 月 11 日、大津波警報が発令されていたとき、逃げなかった人たち

がいた。津波を食い止めようと水門を閉めに行った消防団員です。水門・門扉

の数は岩手、宮城、福島の 3 県で計約 1450 基あった。岩手県では県管理の水門・

門扉約 600 基のうち、遠隔操作できるのは 33 基にすぎない。その 33 基の中に

は、地震や停電で遠隔操作不能となり、団員が駆け付けたケースもあった。国土交通省によると、全国

の港などの水門・門扉（幅 2 ﾒｰﾄﾙ以上）計 2 万 5463 基（2012 年 3 月時点）のうち、遠隔操作化されて

いるのはわずか 742 基（約 3％）である。残りを遠隔操作化し、無停電装置を取り付けることで団員の

命は守れるだろうか？ 

 岩手県陸前高田市の市消防団高田分団（約 130 人）の団員たちは、普段は、そば店主、郵便局員、大

工、クリーニング店主、美容師等として働いていた。 

 地震が起こるとすぐに職場を離れ、松原の内側にある防潮堤へ走った。防潮堤は津波に備え、5～6 ﾒｰ

ﾄﾙの高さで全長 2 ｷﾛにわたってそびえていた。海岸へ出るための通路が計 5 カ所にあり、津波が予想さ

れるときは直ちに鉄門を閉めることになっていた。まもなく、市消防署にある三つのモニター画面は、

鉄門がすべて閉められた状況を映し出した。 

 だが、多くの団員は高台には逃げず、大津波警報の発令で混乱する街中にとどまっていた。ところが、

モニター画面は間もなく、津波が防潮堤を一気に乗り越え、街をのみこむ様子を映し出した。団員が閉

めた鉄門 4か所は津波で壊され、跡形もなく流された。そして、死者・行方不明 26 人の団員が犠牲にな

った。 

 津波の様子を確認に行く市民を避難させていた団員、高齢者の手を引いて一緒に逃げた団員、津波が

押し寄せる直前まで海岸近くで「早く逃げて！」と叫び続けていた団員等、自分自身の身の安全を後回

しにして市民を守ろうとした団員たちの最期が市民に目撃されている。 

総務省消防庁によると、震災で死亡・行方不明になった消防団員は岩手県 119人、宮城県 107 人、福島

県 27 人で、このうち海水浸入を防ぐ水門や防潮堤の内と外を出入りするための門扉の閉門作業にかかわ

った人数は岩手県で 59人、宮城県で 13 人だった。福島県で団員の死者が出た 6市町は民間業者や住民

組織などに閉門作業を委託していた。つまり、団員は閉門作業を行っていない。このような数字を見る

と、死亡・行方不明者は閉門中に津波にのまれたケースもあるが、閉門後に住民の避難誘導などにあた

っていて被災した例も多いものと思われる。逃げなかったのだ。逃げなかった人たちは、まだいる。住

民の避難誘導をしていた警察官や、マイクを握りしめ住民に避難を呼びかけ続けた町職員が犠牲になっ

ている。 

幸いなことに、団員が全員生き延びた地区がある。宮古市田老地区の第 28 分団は、震災前に、発生

から 20 分以内に津波が来ると予想されている宮城県沖地震を念頭に、活動できるのは地震の揺れから

15 分以内と独自に決めていた。そして、水門閉鎖などに関わった団員 22 人はルールに従い、犠牲者を

出さずにすんだ。津波が迫ってきているときにどの程度の時間活動するかの検討は 2004 年ごろから始め

たが、当時住民からは反発が相次ぎ、「15 分たったからといって逃げるのはひきょうだ」という声もあ

ったという。 

今回のシリーズ作成に当たっては、読売新聞（2011 年 3 月 28日、10 月 17 日）、朝日新聞（2013 年 1

月 13 日）を参照しました。    

Env i ronmenta l  Consu l tants  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmenta l  Consu l tants  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmenta l  Consu l tants  fo r  Ocean  and  HumanEnv i ronmenta l  Consu l tants  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    
 

取締役会長 加藤一正 
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●●●●技術紹介 

河口域の河口域の河口域の河口域の 3333 次元次元次元次元流動シミュレーション流動シミュレーション流動シミュレーション流動シミュレーション    

－－－－    ＤＥＬＦＴＤＥＬＦＴＤＥＬＦＴＤＥＬＦＴ３Ｄの適用３Ｄの適用３Ｄの適用３Ｄの適用    －－－－    

 河川から海域にかけての流動シミュレーションを高精度に実施するには、蛇行する河川の流路形状を

精度良く近似する必要があります。また、鉛直方向に多層化した 3次元シミュレーションによって、淡

水と海水の塩分差による密度流を適切に表現する必要があります。ここでは、DELFT3D による河口域の

流動シミュレーション例を紹介します。 

 DELFT3D の水平格子は非構造格子 (Curvilinear grid) を採用しており、河川のように湾曲する形状

でも滑らかに近似することができます。また、格子幅を自由に調整できるため、局所的に狭くなる箇所

でも地形精度を損ないません（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 河口域の地形近似例 

  

図 2 に DELFT3Dによる上げ潮時、下げ潮時の表層流速分布を示します。上げ潮時は河川を遡る潮流が

生じますが、河川水と海水の塩分差による密度流（表層～中層で沖向き、中層～底層で岸向き）により

表層流速が弱められます。一方、下げ潮時では密度流により沖向きの強い流れが生じています。 

  

 

 

 

 

 

 

図 2 上げ潮時、下げ潮時の流速結果例（表層流速分布図） 

  

図 3 に満潮時、干潮時の表層塩分分布を示します。満潮時は海域の高塩分水が河川を遡上し、干潮時

は河川の低塩分水が海域に張り出す様子が表現されています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 満潮時、干潮時の塩分結果例（表層塩分分布図） 
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図 4 に満潮時、干潮時の塩分断面分布を示します。河川から海域にかけて表層に低塩分の薄い層があ

り、河口部では塩水楔が形成されています。満潮時は高塩分水が河川に遡上し（図中 A）、干潮時は表層

において低塩分水が海域に張り出しています（図中 B）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 満潮時、干潮時の塩分結果例（塩分断面図） 

 また、DELFT3D は風による流れも考慮することができ、風による低塩分水の挙動の変化などについて

も表現することが可能です（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

   図 5 一定風条件下での満潮時、干潮時の塩分結果例（表層塩分分布図） 
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●●●●表 彰 
１．平成２４年度業務等表彰１．平成２４年度業務等表彰１．平成２４年度業務等表彰１．平成２４年度業務等表彰    

(1)優良業務表彰 

件 名 表彰者 

青森港本港地区岸壁（－１０ｍ）（改良）改良方法検討業務 国土交通省東北地方整備局 

平成２４年度黒部川魚類等生息環境調査検討業務 国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所 

茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務 国土交通省関東地方整備局 

東京港藻礁石材モニタリング調査 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所 

Ｈ２４利根川下流部自然再生計画検討業務 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所 

Ｈ２４江戸川河道掘削形状検討設計業務 国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

平成２４年度田子の浦港整備効果検討業務 国土交通省中部地方整備局清水港湾事務所 

柴山港柴山地区静穏度検討業務 国土交通省近畿地方整備局 

管内津波シミュレーション等実施業務 国土交通省四国地方整備局 

来島海峡航路環境調査 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所 

大淀川・小丸川における津波対策検討業務 国土交通省九州地方整備局 

竹富南航路周辺サンゴ移設 沖縄総合事務局石垣港湾事務所 

 (2)優秀技術者表彰 

技術者名 件 名 表彰者 

上原教善 青森港本港地区岸壁（－１０ｍ）（改良）改良方法検討業務 国土交通省東北地方整備局 

片野明良 新潟港海岸（西海岸地区）波浪等観測調査 国土交通省北陸地方整備局 

森田 整 茨城港常陸那珂港区公有水面埋立承認願書作成業務 国土交通省関東地方整備局 

田村圭一 東京港藻礁石材モニタリング調査 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所 

森伊佐男 Ｈ２４江戸川河道掘削形状検討設計業務 国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

白井英一 平成２４年度田子の浦港整備効果検討業務 国土交通省中部地方整備局清水港湾事務所 

柴木秀之 柴山港柴山地区静穏度検討業務 国土交通省近畿地方整備局 

原 信彦 管内津波シミュレーション等実施業務 国土交通省四国地方整備局 

高橋由浩 竹富南航路周辺サンゴ移設 沖縄総合事務局石垣港湾事務所 

２．港湾功労者表彰２．港湾功労者表彰２．港湾功労者表彰２．港湾功労者表彰    

受賞者名 表彰内容 表彰者 

今井善信 港湾功労者 公益社団法人日本港湾協会 

●●●●役員改選 

平成 25 年 6 月 25 日開催の定時株主総会ならびに取締役会において下記のとおり役員が選任され、就任
いたしました。 

代表取締役社長  伊坂 充 
取締役会長    加藤 一正                       （昇任） 
専務取締役    児玉 理彦（技術本部長 国際部管掌）          （昇任） 
常務取締役    柴木 秀之（技術本部副本部長・技術担当 技術研究所長） (昇任） 
取締役      上原 教善（技術本部副本部長・管理担当） 
取締役      永井 紀彦（技術担当）                （新任） 
取締役      冨田 浩史（システム管理責任者 総務部長）       (新任） 
監査役      渡邉 洋 
執行役員     山本 秀一（技術本部技師長） 
執行役員     黒木 敬司（技術本部技師長） 
執行役員     伊藤 雅文（国際部長） 
執行役員     永井 裕 （営業部長） 
執行役員     斉藤 浩行（技術本部沿岸計画部長）           （新任） 
顧問       小澤 大造、渡戸 健介、柳 哲雄、佐々木 寧  
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