
 １ 

戦略的国際科学技術協力推進事業 

国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-RAPID） 

 

１．研究・調査課題名：「2011年東北地方太平洋沖地震津波の伝播・沿岸挙動と海岸施設の

防災効果に関する研究」 

２．研究・調査期間：平成 23年 6月～平成 25年 3月 

３．支援額： 総額  4,598千円 

４．主な参加研究者名： 

日本側（研究代表者を含め６名までを記載） 

 氏名 所属 役職 

研究代表者 佐藤愼司 東京大学大学院工学系研究科 教授 

研究者 田島芳満 東京大学大学院工学系研究科 准教授 

研究者 
劉 海江 

元・東京大学大学院工学系研究

科 
准教授 

研究者 
高川智博 

元・東京大学大学院工学系研究

科 
助教 

研究者 岡安章夫 東京海洋大学海洋科学部 教授 

研究者 下園武範 東京海洋大学海洋科学部 助教 

参加研究者 のべ  ６ 名 

 

相手側（研究代表者を含め６名までを記載） 

 氏名 所属 役職 

研究代表者 Hermann Fritz Georgia Institute of Technology Associate 
Professor 

研究者 Harry Yeh Oregon State University Professor 
研究者 Costas Synolakis University of Southern California Professor 
研究者    

研究者    

研究者    

参加研究者 のべ  ３ 名 

 

５．研究・調査の目的 

 

2011 年東北地方太平洋沖地震津波の伝播特性と沿岸挙動を解明するとともに、海岸堤防や

津波防波堤の防災効果を検証し、効率的な津波防災対策を検討した。 

 

 

６．研究・調査の成果 

 ６－１ 研究・調査の成果 

 

● ｢当該研究･調査が有していた緊急

性に対する対応」 

 

・短期間で消失する津波痕跡を科学的

に記録 

津波の科学的なデータは、高い信頼性

を有する潮位計の配置密度が低いこと

から、地震の揺れの記録に比べて、圧
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倒的に不足している。また、津波浸水地域では、大多数の生存者は避難していることから、

津波の挙動を詳細に記録しておくことは困難である。したがって、津波の科学的なデータ

を残すには、津波浸水後に痕跡が消失しないうちに、可能な限り速やかに痕跡調査を実施

する必要がある。本研究では、岩手県および福島県を中心に、米国の研究者と共同調査を

複数回実施し、科学的な記録を取得することに成功した。 

 

・被災地の復興支援 

東北三県を中心とする被災地では、復興に向けた町づくりの議論が進んでいるが、津波対

策はその前提となるものであり、緊急に策定する必要がある。本研究では、津波調査に基

づき、津波の規模と浸水範囲の記述に貢献した。さらに、今後の津波対策のあり方につい

ても検討した。 

 

・南海トラフ巨大津波への対応方針の策定 

南海トラフ地震では、約百年に一度の頻度で発生する津波に加えて、数百年の頻度で連動

型の巨大津波が発生している。2011 年の東北津波も、約千年前に発生した貞観地震津波以

来の巨大津波と同じタイプの巨大津波が発生したと解釈されている。本研究では、このよ

うな低頻度の自然現象に備えるためには、二段階のハザードレベルを設定し、対策を検討

することが合理的であることを議論した。これらの議論は、速やかに、全国的な津波防災

対策の方針策定に活用されている。 

 

 

● ｢新しい知の創造/画期的な科学技術の進展/新分野の開拓｣  

 

・津波が越流する海岸堤防の破壊機構の解明 

2011年東北津波では、多くの堤防や防

波堤が破壊された。これらの構造物に

対しては、設計条件を超える巨大津波

に対する検討はされておらず、今後は

津波が越流する条件に対しても、粘り

強く機能を発揮する構造物を開発す

ることが重要である。本研究では、段

波津波発生装置を導入した造波水路

において模型実験を実施し、堤防内部

の空気圧の上昇と、越流時の遠心力の

作用が本質的であることを解明した。

このような知見は、世界的にも初めて

もたらされたものであり、海岸構造物

の設計概念を革新する新しい技術の

進展につながる。 

 

 

・広域から狭域までのシームレスな津波解

析技術の確立 

従来の津波計算では、波源を含む広域の津

波伝播計算と陸上への氾濫計算を接続す

る必要があった。本研究では、衝撃捕捉法

を導入した新しい津波計算スキームを開

発し、広域から狭域までをシームレスに効

率的に解析する数値計算手法を開発した。 

越流する津波により、裏法部が浮き上がるように破

壊する堤防の様子 

福島県に来襲した津波の再現計算 
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・ビデオ映像と現地調査を組み合わせた津波災害分析技術の開発と適用 

津波の科学的な記録は取得しがたく、避難しながら撮影されたビデオなどの分析が重要と

なる。しかしながら、これらの映像の多くは断片的で、科学的な分析は困難であった。本

研究では、米国の研究者らと共同した調査を実施し、LIDARによる詳細地形計測などをビデ

オ分析と組み合わせる分析技術を開発した。これにより、従来は活用されなかった情報か

ら科学的で信頼度の高い情報を抽出することができるようになった。 

 

 

● ｢相手側との協力による研究・調査への相乗効果｣  

 

・環太平洋地域の津波調査に豊富な経験を有する研究者との共同調査 

米国側研究者は、ニカラグア津波、パプアニューギニア津波、サモア諸島津波などで、津

波調査の経験があり、地盤変動を有する海溝型地震による津波における調査に精通してい

る。本研究では、岩手県および福島県において、二度にわたり、日米の研究従事者が共に

参加する共同調査を実施した。日本側は主として構造物の防災効果に着目し、米国側はビ

デオ解析による津波挙動の把握に着目したが、それぞれが相互に密接に関連するため、密

接な情報交換を実施することにより、両者の研究・調査が相乗的に推進できた。 

 

・LIDARを活用したビデオ画像解析の適用 

前項でも記述したが、日米共同調査

により、宮古市および釜石市におい

て、LIDAR による詳細地形計測を実

施した。これにより、断片的なビデ

オ映像を三次元化することが可能と

なり、詳細な津波挙動を捉えること

ができた。特に、海岸構造物周辺の

津波の挙動把握は、日本側の構造物

の防災効果の分析において、貴重な

情報を提供することとなった。 

 

・地盤内間隙水圧変動を考慮した洗

掘現象のモデル構築 

津波は、洪水と異なり、短期的に水

位が変動するため、地盤内の間隙水

圧が平衡状態とはならず、これによ

る有効応力の変動が、地盤の流動現

象に大きな影響を与える。本研究では、大規模な盛土崩壊が見られた釜石市鵜住居地区の

津波被害調査に基づき、洗掘現象のモデル化を実施した。米国側の研究者は、波浪による

瞬間的な地盤液状化に研究実績があり、本研究では、同研究者とも共同調査を実施するこ

とにより、最先端の知見を統合した洗掘モデルを提案することができた。 

 

● ｢当該研究・調査の今後の展開見込、社会への波及効果｣  

 

・津波特性の科学的な把握 

正確な記録が残りにくい大規模津波災害において、国際的な調査を実施するとともに、全

国的な津波調査を主導し、津波特性を科学的に把握することに貢献した。 

・東北津波が残した防災・減災上の教訓の整理 

上記調査および活動により、東北津波が残した防災・減災上の教訓を整理した。 

気仙沼における LIDAR地形計測と現地の状況写真 
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・二段階の津波レベル設定を導入する根拠資料の提供 

本研究で記録された津波特性に基づき、二段階の津波レベル設定による津波対策が合理的

であることが示された。 

 

・粘り強い防災施設の提案 

津波が越流する場合においても粘り強く機能を発揮する防災施設について、水理模型実験

により、破壊機構を解明するとともに具体的な構造形式を提案した。 

 

・被災地復興計画策定における津波想定情報の提供 

津波調査に基づき、東北三県を中心とする被災地の復興計画の前提となる想定浸水域情報

を提供することができた。 

 

・南海トラフ津波に対する対策検討における基礎的データベースの構築 

東北津波の調査資料データベースをもとに、南海トラフ津波に対する対策検討のためのフ

レームワークを構築することができた。 

 

７．主な論文発表・特許等（５件以内） 

相手側との共著論文については、その旨を備考欄にご記載ください。 

 

論文 

or 

特許 

・論文の場合： 著者名、タイトル、掲載誌名、巻、号、ページ、発行年 

・特許の場合： 知的財産権の種類、発明等の名称、出願国、出願日、 

出願番号、出願人、発明者等 

特記

事項 

論文 Takenori Shimozono, Shinji Sato, Akio Okayasu, Yoshimistu Tajima, 

Hermann M. Fritz, Haijiang Liu andTomohiro Takagawa: Propagation 

and Inundation Characteristics of the 2011 Tohoku Tsunami on the 

Central Sanriku Coast, Coastal Engineering Journal, 54(1), 

Special Issue of 2011 Tohoku Tsunami, 2012. 

米国

側研

究者

と共

著 

論文 Fritz, H.M., Phillips, D.A., Okayasu, A., Shimozono, T., Liu, H., 

Mohammed, F., Skanavis, V., Synolakis, C.E., Takahashi, T., 2012. 

The 2011 Japan tsunami current velocity measurements from 

survivor videos at Kesennuma Bay using LiDAR,. Geophysical 

Research Letters, 39, L00G23, doi:10.1029/2011GL050686. 

米国

側研

究者

と共

著 

論文 Liu, H., Shimozono, T., Takagawa, T., Okayasu, A., Fritz, H.M., 

Sato, S., Tajima, Y., 2012. The 11 March 2011 Tohoku tsunami survey 

in Rikuzentakata and a historical review. Pure and Applied 

Geophysics, Springer, 2012. 

米国

側研

究者

と共

著 

論文 佐藤愼司・武若 聡・劉 海江・信岡尚道：2011年東北地方太平洋沖地

震津波による福島県勿来海岸における被害，土木学会論文集B2（海岸

工学）, Vol. 67，No. 2, pp. I_1296-I_1300, 2011. 

 

論文 中尾秀之，佐藤愼司，Harry YEH：津波の越流による海岸堤防の破

壊メカニズムに関する研究，土木学会論文集B2 (海岸工学)，第68

巻，pp.281-285. (2012) 

米国

側研

究者

と共

著 

 


