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研究背景（１） 

釜石港湾口防波堤 大津波で決壊した釜石港湾口防波堤 

 2011年3月11日の東日本大震災では，釜石港湾口のケーソ
ン式防波堤「世界最大水深の防波堤」が津波で破壊された． 

 

 最大水深６３ｍの海底からのケーソン工法により立ち上げられ，海上に
高さ約８ｍ、厚さ約２０ｍでそびえ、港湾を守っていた． 
 

 ケーソンの一部が決壊、破損し、水面にとどまるのは北堤で2割、南堤
で半分という状況になった． 

 

 波の性質を失い高速流体と化した津波（水深が約4000mの場合，津
波の時速は約720kmと音速を超える）を真正面から直接受け止める防
波堤は欠損・決壊すか，津波は位置エネルギーに転換し越波する． 



研究背景（２） 

 従来の「波を堰き止める」防波堤の津波防災機能の限界 
 

 高潮・高波とは性質を異にする津波（高速流体と化した水塊）は破壊力
を失わないまま，防波堤を破壊あるいは越波し，国土に被害を与える． 
 

 今後，益々高まる想定津波に対して防波堤自体の大規模化・
肥大化による自然環境破壊と建設コスト増加が大きな問題 

 

 海水・流砂の循環を妨げるなど自然環境の破壊 
 

 防波堤によって海洋景観が遮断されるといった「海の見えない海岸」の
景観損失は近隣住民や観光産業にとって大きな問題であった． 
 

 東日本大震災による被災地域の復興のためには安全の確保
が第一に求められる． 
 

 被災地および今後津波が到来する恐れのある地域で生活する
人々が安心して日常生活を行えるよう防災環境を整備する事
が大変重要である．主要な防災環境の一つが津波対策である． 



研究背景（３） 

 従来，気象庁を始めとする高波・津波予測シミュレーターでは，
複雑な海岸線と極浅海域における海洋波動の非線形性を正
確に表現できないため，沿岸線で数十から数百mで発生する
高波の局所的な集中予測までには至っていない． 

 

 2008年2月24日，富山県入善・芦崎地区沿岸で発生した『寄り
回り波』により住民が行方不明 となり，甚大な被害をもたらした． 

 

 富山湾特有のうねる高波 
 

 主に冬、暴風によって日本海で発生 

 した波が伝わり、湾内に侵入して起こる． 
 

 ２００８年２月の高波では死者２人、 

 負傷者１６人、家屋全半壊５７棟、 

 浸水１６１棟の被害を及ぼした． 
 

 従来、気象庁など従来の高波・津波予測は浅い海域における海洋波動
を正確に把握できず、局所的な予想は難しかった． 

 

 
 

写真：富山市科学文化センターＨＰより 



研究成果（１） 

 海底微地形を考慮し，湾内沿岸での地域差（数十mオーダー）
をふまえた高波・津波の発生メカニズムを解明するシミュレー
ション・テクノロジーを研究開発した． 
 

 国内に限らず全球のあらゆる海岸浅海域の津波・高波を高精
度かつ高速にシミュレートすることが可能となった． 

 

 本研究では海洋波動の数理モデルとして， 

 非線形保存型の浅水長波方程式に対して 

 有限要素法に基づく計算力学手法を採用 

 することにより，深海波の性質（分散性）と， 

 極浅海域での非線形性を同時に考慮する 

 ことができる． 
 

 本研究のアプローチにより，富山湾に代表 

 される深海域からの急激かつ複雑な波の 

 浅水変形を正確に捕捉することができる．これまでの研究では，海底谷
と急激に立ち上がる浅水域のレンズ効果などにより，波が局所的に高く
なる現象を再現し，多くの興味深い知見を考慮した計算結果が得られた． 

●  黒部川河口 

寄り回り波シミュレーション結果 
（入善・芦崎地区） 



特性法に基づいた新しいシミュレーション・テクノロジー 

 特性有限要御法という新しい発想から数値解析のボトルネックで
あった時間刻み Δt の制約がない． 
 

 さらには連立方程式を解かないマトリクス・フリーのシミュレータであ
るため、津波の長時間予測を高速かつ高精度に行うことができる． 

 

新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 

完全3次エルミート三角形要素 

 



粗い水深データから高精度な海底地形データを 

復元するデジタル技術の開発 

 
高波・津波予測のシミュレーション精度は海底地形データの
精度に大きく依存している。 
 

本研究ではデジタル画像のアップコンバート技術で用いられ
るシャノンの標本化定理による補間（エルミート要素およびシ
ンク関数に基づく補間）を用いる。 
 

この技術により、現在利用可能な空間スケールの粗い海底
地形データを本来の富山湾海底地形に極めて近いデータに
復元することができる。（富山湾のみならず国内の海底でも） 

 

研究成果（２） 



復元した富山湾の海底地形図        富山湾海図（海上保安庁海図） 
  

富山湾の平均水深は約350m，最大水深は1900m以上もあり（例えば，東京湾では
平均水深が約17m，最大水深は約70m），最終氷期までに形成された急峻な海底地
形勾配とおよそ19ヶ所の海底渓谷からなっており，富山湾特有の海底地形により
『寄り回り』が発生する 

 



富山湾の等水深図（等値線は深さ50mピッチ） 

富山湾の水深が全体的に深いため，湾内に侵入したうねりは，海岸近くまで深海波の性質
（分散性）を持って接近し，岸から1～5kmの沿岸域内で複雑な等深線による『屈折』を起こし，
波エネルギーの収束する場所と発散する場所がそれぞれの海底谷付近で生じ，結果的に
波高の局所分布が複雑になる. 

湾が全体的に深いため、湾内に侵入したうねりは、海岸近くまで深海波の性質
（分散性）を持って接近し、岸から１～５ｋｍの沿岸域内で複雑な等深線による
『屈折』を起こし、波エネルギーの収束する場所と発散する場所がそれぞれの海
底谷付近で生じ、結果的に波高の局所分布が複雑になる。 

 



 

寄り回り波の発生予測ハザードマップ 

富山湾沿岸における波のエネルギー分布図：  
色の赤い部分に波のエネルギーが集中していることを表している．富山湾沿岸に高波
災害が過去に発生した特定の箇所（入善・芦崎地区，黒部，魚図，滑川，四方，新港，
新湊，氷見など）に一致している． 
 



過去に富山県海老江で発生した寄り回り波発生時（2009年11月
16日）のデジタル録画ビデオ（ＶＴＲ）が現存することから、これを
観測値として本シミュレーターの精度と健全性を検証した 

 

波が顕著な浅水変形をする 
エリア：水深14~15m以内 

富山県 海老江 付近の海図（海上保安庁海図W1183） 



 

ビデオカメラによる観測エリアと海図から得られた海老江付近の等水深図：
等水深線からも明らかなように、水深間隔10m以外の海底の正確な形状は分からないため、精
度の高い海底の水深デジタルデータの復元が必要となる． 



 

富山高専 射水キャンパス 

復元した海底地形 （北東方向からの鳥瞰図） 

デジタルアップコンバート技術により復元した海底地形データの鳥瞰図： 
完全3次Hermite要素近似を用い，海底勾配（微係数値）をL2写像による数学的変換により算
出することにより，粗い等水深データから高精度な海底地形データを復元することができる． 



海老江付近の寄り回り波発生       
（VTR）再現シミュレーション結果 

 



寄り回り波発生のメカニズム 

 顕在的要因 

 富山湾海底の急激な傾斜が波のエネルギーを集中させ、氷見、
伏木、新湊、入善、滑川などの特定の海岸付近で寄り回り波が顕
在的に生じる可能性がある。（波の屈折とレンズ効果） 
 

 

 

 

 

 

 偶発的・複合的要因 

 低気圧により発生した約４０分周期のうねりが、北東から富山湾内
に侵入することにより、富山湾内の海水面全体が約３～４ｍ上昇
する「共振現象」が発生する。 

 さらに、沿岸付近で15～17秒周期の近い２つのうねりが重なると、
「ビート現象」が起こり、波高がさらに約1.2～2.0倍程度上昇する。 
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『顕在的要因』に『偶発的・複合的要因』が重なると・・・ 

寄り回り波の発生へ 



津波を消散させる新しい防波堤の発明 

• 近年開発された，波の「干渉」を有効利用し波のエネ
ルギーを低減することで非常な高速化を実現した船
舶「双胴船」の流体力学的（翼）形状に着目した． 

• 波を堰き止めるのではなく，干渉で波を弱める発想 

• 波抵抗を最小にする翼形状を有する防波堤 

• 環境と人にやさしい未来型の防波堤 

 

"HSV-1 Joint Venture"  

実験用の巨大な軍用高速双胴船 

波向 
反射 

 

干渉 

 

相殺 

 

防波堤の断面 

研究成果（３） 



 高い壁に津波を衝突させるという従来の防波堤の発想とは異なり，波の干渉を利てし
て津波の力を低減させようというアイディアに基づいている．このアイディアは2つの翼
間での波の「反射」・「干渉」・「相殺効果」のメカニズムを利用する． 

 

 

 一見，超音速流と津波は結びつかないと感じられるが，実は超音速流と陸地近くの海
底が浅い場所の流れは、類似な流体方程式で表現できる．これまでの申請者の研究
から（文献１），超音速流れと海洋の流れに類似性があるため，超音速翼の抵抗低減
アイディアや理論式を津波流れにも応用することで，有効に津波の破壊力を消散させ
ることができる．双対の堤防胴体を適切な間隔で配置し，この流体力学的形状を持っ
た堤防間を津波が流れる間に発生する波の「反射」・「干渉」・「相殺効果」の現象を利
用することで，津波エネルギーを減衰させるものである． 

 

 

 従来の防波堤では想定する波を堰き止めるためにその高さや規模が肥大化し，海水
の循環を妨げるなど自然環境の破壊が問題となっている．また，防波堤によって海洋
景観が遮断されるといった「海の見えない海岸」の景観損失は近隣住民や観光産業に
とって大きな問題であった．従来の防波堤に散見するこれら諸問題を大きく緩和させる
未来型の防波堤として「双胴型」防波堤は大きな可能性があり，学術的にも産業利用
上の観点からも卓越した成果が期待できる． 

 

 

 

津波を堰き止めるのではなく，波の「干渉」を利用して津波を低減させる 

津波に代表される波動のメカニズムと超音速流れの類似性に着眼 

津波防災技術のイノベーション．そして，人と環境にやさしい未来型防波堤の発明 

新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 



• 波が防波堤を通過した直後の水位（波高）が大幅に減少して
いることから発明した双胴型防波堤の有効性を確認できる． 

双胴型防波堤断面を通過した後
の水位のコンター図 

波
向 

双胴型防波堤断面を通過した後の
水位の鳥瞰図 

新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 



• 波の基本的性質（スネルの法則）により，沖合の波は海岸線に対して
垂直に波が到来するので，海岸線に垂直に設置する双胴型防波堤は
津波をより効果的に消散することができる． 

• 景観を考慮した環境と人にやさしい未来型の防波堤 

• 間が空いていることにより，港内外での海水循環が可能 

• また，２体以上からなる複数組のブーゼマン型堤防を設置する場合に
は「複胴型」防波堤（ダイヤモンド断面）として，広範な海岸域において
も有効な津波防波堤として提供できる． 

• 双胴型／複胴型防波堤を従来の防波堤よりも沖合に設置することに
より，現存の防波堤を生かした２重の津波防災・減災技術となりうる． 

 

 

波向 反射 

 

干渉 

 

相殺 

 

「複動型」防波堤の断面 複動型防波堤を複数以
上組み合わせることで，
より大きな津波の波高を
効果的に減少させる． 

想定される用途 



海岸線 

• 現在、数値シミュレーションにより
『双胴型／複胴型』防波堤の効果
を検証したが，実用化に向けて，
今後は水槽実験に検証が必要． 

 

• 更にいろいろなケースのシミュ
レーションを行い,その結果を流体
力学の理論に基づいて分析し，効
率的な防波堤設計を行える信頼
性の高い数理モデルを構築する． 

 

• 最終的に，堤防の形状とその効
果を系統的に分類できるパラメー
タの同定を行う．同定したパラメー
タを利用することで効率的な防波
堤の設計が可能になる． 

実用化に向けた課題 



本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：消波構造体 

• 出願番号 ：特願2011-194299 

• 出願人  ：富山大学 

• 発明者  ：奥村 弘 



想定される技術移転 

本研究は、突然襲ってくる自然災害の中でもその規模の予想がし 

にくい、高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム 

を予測シミュレーションするもので、波が局所的に異常に高くなる 

現象を再現できる。 
 

東日本大震災の津波の反省から防波堤を高くすることを第一の対 

策として検討されている。しかし高さだけで津波の威力を減ずる事 

は、巨大な防波堤となりかつ巨額な費用もかかる。 

本技術の応用で計算流体力学から波の『反射』『干渉』『相殺効果』 
などのメカニズムを上手に利用することで、効果的に津波エネルギ 

ーを減ずることが出来、環境と人に優しい防波堤が可能となる。 
 

国内外の沿岸は勿論、河川にも応用でき、その地域スポットの 

ハザードマップ作成や水害対策にも広く活用できる。 
 

悲惨な自然災害を未然に防止する為にも地域住民に安心・安全を 

与え、国の防災上も重要な技術であり、広く防災対策として展開 

することを大きく願っております。 
 

  ご関心のある方は、ぜひご連絡をお願いします。 
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