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 第 ３０ 号     (平成2６年９月５日発行) 

●シリーズ 津波における生死の境（５） 

      ＜指定避難所に避難したにもかかわらず＞

自治体の指示に従って役場の支所や学校などの指定避難所へ無事たどり着いた人々は、津

波警報が解除されていなくても、ほっと一息ついていただろう。しかし想定外の大津波は、

安全なはずの指定避難所をものみ込み、避難していた人々の命を奪った。

宮城県南三陸町の鉄筋コンクリート 3 階建ての防災対策庁舎は、1960 年のチリ地震

津波の被害を教訓にして建てられた。災害時には、救助や被災者支援、復興計画の拠点となる施設で、町職

員たちも「堅固な防災対策をとった庁舎なら大丈夫」と思っていた。地震発生当時約40人が庁舎内におり、

このうち約30人が地上から約12mの高さの3階屋上に避難した。ところが、津波は屋上の床上約2mの高

さまで押し寄せた。屋上の金網に必死ですがりついた町職員も、金網と一緒に次々とのみこまれた。屋上に

避難した人のうち、生存が確認できたのは10人だけだった。（読売；2011/3/14）
宮城県石巻市の北上総合支所は、津波に備えて5年前、新築された。想定されていた津波の最高水位5.5m

より１m高い土地に建て、避難場所にも指定された。しかし、２階の屋根を超える津波で全壊し、支所に身

を寄せた49人のうち、生き残ったのは市職員2人と児童1人の計3人だけだった。（朝日；2011/3/22）
岩手県陸前高田市の市民会館は、市の指定避難所になっていた。海岸近くの屋内プールにいた高田高校の

水泳部員9人は、地震の揺れがおさまると、市民会館に向かった。市民会館に着くと、「津波が来るから、3
階に上がって」と、市職員に指示された。3 階へ上がる階段はすでに人でいっぱいだった。3 階に着いた瞬

間、一気に頭から波に飲み込まれた。15分たったころから、少しずつ水が引いていった。市民会館へ避難し

た人で生きていたのは 12 人だった。その中には 2 人の水泳部員がいたが、残り 7 人の部員はいなかった。

階段や廊下はがれきで埋まっていて身動きがとれない。足下には、遺体が折り重なっていた。空いている場

所はそこしかなかったので、生き残った者で肩を寄せあって遺体の上に座って救助を待った。（朝日；

2011/4/11）
陸前高田市のもう一つの指定避難所である市民体育館は、地区の災害対策本部としても指定されていた。

市民体育館は、海と同じような高さにあったので、一部の市民から不安の声があがっていた。だが、高さ5m
の防潮堤があるし、たとえ津波で街が冠水しても、2階、3階にいれば大丈夫だと、多くの人が思っていた。

大きな揺れがおさまると、市民体育館前の広場には飛び出してきた利用者と職員等約 80 人がいた。地域の

住民も続々と避難してきていた。避難者は、2 階に誘導された。その直後、体育館の窓を破って水が押し寄

せ、南側にいた人たちを襲った。避難者たちは重なるように北側へ走った。水が引くと、あたりは遺体の山

だった。生存者は3人だけだった。（朝日；2011/4/11） 

ここで指摘しておかなければならないことは、これらの指定避難所の構造上の問題である。４つの避難所

は、いずれも単体で孤立した建物である。このため、どんどん水位が上がってきて危険な状態になってきて

も、避難した人々は建物の上階、屋上へと登るしかなく、他の安全な場所に移動することはできない。つま

り、単体・孤立の避難所に逃げ込んだ時点で、避難者の運命は決まっている。建物より大きな津波が来たら

犠牲になるし、小さければ助かるという厳しい状況に置かれている。
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●参加報告 
    ＜ICCE2014（第34回国際海岸工学講演会）の参加報告＞ 

１．ICCE2014の概要について 

国際海岸工学講演会（International Conference on Co

astal Engineering）は２年に１回、海岸工学を研究する国

が事務局として持ち回りで開催されます。国際海岸工学委

員会により採択された論文は、波浪現象、海浜変形等、海

岸に関する研究を対象とし、海岸工学分野の世界的な動向

を知る機会となっています。日本からも毎回多数の研究者

が論文を投稿し講演を行っており、国内の研究成果を国際

的に発信する場となっています。第34回国際海岸工学講演

会は韓国ソウル市内のＫソウルホテルのコンベンションセ

ンターで6月15日～20日に開催されました。弊社からは1

0名が参加し、６編の研究発表を行いました。 

講演会では５コースのテクニカルセッションが並行し

て行われ、海岸工学に関する基礎研究から実務の技術開発、

調査研究の事例等、417 編の発表がありました。また、開催期間中にはインフォーマルディナー、クロージ

ングバンケットの夕食会があり、セッション間の休憩や昼食の時間も含めて、国内外の研究者及び技術者と

の交流を深めることができました。17日にはテクニカルツアーがあり、仁川港、シハ潮汐発電所、セマンガ

ン等の見学会に参加しました。（調査課解析部 宇野） 

２．エコー技術の展示について 

弊社所有技術について6月16日～19日に展示を行いました。

紹介技術は、①構造物の耐震照査・耐津波照査の解析，②DELFT3D

を使った河口～海域の流動シミュレーション，③NeCST モデル

による河口～海岸の地形変化，④陸上地形の影響を受けた３次

元気象場の計算，⑤CADMAS-SURF による海岸堤防の越波・越流

解析と島周辺の流れ解析，⑥沖縄のサンゴ移植の６種のポスタ

ーと、パーソナルコンピュータによる濁り拡散予測システムの

デモです。また、モニター画面で水理実験、各種シミュレーシ

ョン動画等を紹介しました。国内外の研究者への技術紹介から

最新の技術需要が理解でき、英語による技術紹介という貴重

な経験をしました。（上記紹介技術は弊社ＨＰに掲載してあり

ます）（沿岸環境部 高尾、ソウル事務所 李） 

３．テクニカルセッションにおける研究発表について 

①Numerical Simulations of Channel Infilling associated with Deformation of River 

Mouth Bar：河口砂州変形に関連した航路埋没の数値シミュレーション（調査解析部 

小野） 

本研究は、河口砂州の背後に位置する航路の埋没問題について、河口砂州の変形と

関連した航路埋塞要因を分析し、対策の検討ツールとしての地形変化モデルを構築し

たものです。出水及び波浪による河口砂州の地形変化の実態を現地データにより分析

し、NeCST モデル（弊社開発）によるシミュレーションにより、現地状況を良好に再

現した結果を報告しました。 

エコー参加者及び関係者の集合写真 

エコーのブース展示の状況 
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②Prediction of Inundation Disaster due to Storm Surge under Global Warming Scenarios：

地球温暖化シナリオ下での高潮による浸水とその被害予測（防災解析部 鈴山） 

施設の長寿命化計画や将来の高潮対策を考える場合、地球温暖化による高潮リスクの増

大を把握することが重要です。本研究では、USACEの論文やIPCC第4次報告書等の成果を

利用して、将来気候下の「海面上昇量」と「台風強度」を簡易的に推定できる方法を提案

しました。この方法を用いて2100年までの海面上昇と強大化した設計台風を推定し、高潮

浸水計算を実施し、地球温暖化による浸水リスク（浸水被害）を推定しました。 

③The Numerical Analysis of Wave Overtopping and Water Overflow over the Coastal Levee 

in the Storm Condition：台風条件下での海岸堤防上の越波と越流の数値的解析（技術本

部 柴木） 

高潮と高波が発生する場合の越波と越流の共存過程における海岸堤防の通過流量を推定

するために、数値シミュレーションを行い、その結果をもとに定式化を試みました。現地

観測や水理模型実験では扱えない現象を、数値シミュレーションモデルを利用して明らか

にしようとしたものです。 

④Numerical Analysis of Tsunamis Generated by Sea Bottom Eruptions of the Sakurajima 

Volcano：桜島の海底噴火により発生する津波の数値解析（調査解析部 坂井） 

本研究は，安永年間や大正年間に桜島北部海域において発生した桜島の海底噴火に起因

する津波の伝播と発生を数値解析により検討したものです。結論として、海底噴火地点の

水深が深く、海底地形変動の勾配が大きくなるほど、津波波高が大きくなり、閉鎖性海域

であるため湾内の多重反射により継続時間の長い津波変動が生じる結果を報告しました。

講演会では各国の研究者が様々な視点から研究発表を行い、議論が活発に行われたのが印

象的でした。個人的には英語力向上の重要性を再認識し、入社１年目で貴重な経験をしま

した。 

⑤Effective Design of a Double Parapet Permeable-type Seawall Using the CADMAS-SUR

F Simulation：二重パラペット型護岸（透水型）の数値波動水路を用いた効果的な設計（構

造設計部 石本） 

高潮に対する防護機能、海岸の利用、自然環境に配慮した里浜づくりを目標に、別府港

 海岸において老朽化した既設護岸を、利用と防護効果の両立する二重パラペット型護岸と

 して改良する計画を報告しました。この護岸は、反射波低減のための直立消波ブロックと、

 越波排水のための透水層構造で構成しました。これら機能を評価するために、CADMAS-SUR

 F による解析を実施し、数値解析による効率的な断面検討技術が可能であることを報告し

 ました。 

⑥Field Investigation of Long-Term Mooring Chain System Durability of The GPS 

Tsunami-Wave Meter： GPS海洋ブイ係留系の長期耐久特性に関する実証調査（取締役 永

井） 

  本研究は、GPS海洋ブイ係留系の設計にあたり基礎的な参考情報を提供したものです。

室戸岬西方沖13km地点（設置水深132m）に3年7か月間設置された実証試験用GPS海洋

ブイの引き上げ時に係留系を調べ、摩耗損傷状況を確認した結果を報告しました。ブイ下

端のチェーンとシャックルの摩耗量や、中間部の高波時に離着底する海底立ち上がり部の

チェーンの摩耗量は、設計想定摩耗量より小さかったことが確認され、係留系設計の安全

性が実測データから示されました。 

４．次回のICCE2016について 

次回2016年のICCEは、トルコのイスタンブールで開催されます。トルコは親日家が多く、日本人観光客

からの人気も高く、日本の海岸工学に携わる研究者、技術者も多数参加することが予想されます。まだICCE

に参加されていない方は、一度、参加されてはいかがでしょうか。 
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●表 彰
１．平成２５年度業務等表彰 

(1)優良業務表彰 

件 名 表彰者

青森港複合一貫輸送ターミナル検討外業務 国土交通省東北地方整備局青森港湾事務所

敦賀港防波堤性能検証調査 国土交通省北陸地方整備局敦賀港湾事務所

係留施設の耐震性能照査手法に関する検討業務 国土交通省国土技術総合研究所

鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務 国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所

平成25年度名古屋港ポートアイランド護岸耐震性能評価検証業務 国土交通省中部地方整備局

中城湾港地形変化調査検討業務 沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所

 (2)優秀技術者表彰 

技術者名 件 名 表彰者

白井英一 青森港複合一貫輸送ターミナル検討外業務 国土交通省東北地方整備局青森港湾事務所

安田将人 係留施設の耐震性能照査手法に関する検討業務 国土交通省国土技術総合研究所

石本健治 鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務 国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所

石本健治 平成25年度名古屋港ポートアイランド護岸耐震性能評価検証業務 国土交通省中部地方整備局

安田将人 平成25年度三河港防波堤（北）基本設計 国土交通省中部地方整備局名古屋港湾空港技術調査事務所

２．港湾功労者表彰

受賞者名 表彰内容 表彰者

児玉理彦
港湾功労者 公益社団法人日本港湾協会

中山政勝

●発表論文紹介

１．土木学会論文集B3（海洋開発）特集号（Vol.70，No.2） [2014.6] 

沖縄海域の現地観測にみられる流動特性について 白木喜章、柴木秀之

拘束波由来の港内長周期波を考慮した港内静穏度解析 宇野喜之

ブシネスクモデルに導入したネスティング計算の適用性 岩瀬浩之

沖合と沿岸における長周期波の周波数特性の違い 仲井圭二、額田恭史

波浪が越流量に与える影響の見積と特徴 鈴山勝之、柴木秀之

沖縄諸島及び先島諸島における高精度波浪推定手法に関する研究 柴木秀之、鈴山勝之

海底噴火に伴う桜島北部海域内の津波の数値解析 坂井良輔

リーフ上の防波堤の耐津波安定性 長谷川巌、田中聡、安田将人

港湾における風力発電の導入および風力発電によるスマートエネルギー利用
への展望

永井紀彦

北九州市沖における洋上風力発電事業の実現を目指した実証研究 永井紀彦、仲井圭二

（執筆者欄は，共著であっても当社社員のみを記載） 
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