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北海道厚真川を遡上した 2011 年東北沖地震津波による堆積物の形成過程お
よび津波波形との対応
Depositional process in response to waveform of the 2011 Tohoku oki tsunami inundated the
Atsuma gawa River in Hokkaido, Northern Japan
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The 2011 Tohoku-oki tsunami inundated the Atsuma-gawa River
on the Paciﬁc coast of Hokkaido, Japan, to 6.2 km inland from shore
line and left tsunami deposits on the sand bars. In this study, we reconstruct the formation of the river tsunami deposits using sedimentology, and observations of the development of the tsunami waves.
We divide the tsunami deposits into three main units (Unit 1 to 3,
where Unit 1 is the lowermost deposit). Unit 1 comprises a mixture of
shallow marine sand and fluvial deposit, involving fallen plants at
the base indicating the current direction towards the sea. We interpret Unit 1 as a return ﬂow deposit; extensive return ﬂow occurred
after the initial inundation, following a large drop in the level of the
tide and rapid erosion of river mouth bar blocking the river channel.
Unit 2 consists of shallow marine sand, which rapidly thins and ﬁnes
inland, and cross laminae indicate the sand was transported by landward ﬂow. We interpret it mainly as a run-up deposit, which formed
from tsunami waves that encroached inland, losing energy, wave amplitude, and velocity. Unit 3 comprises alternating layers of shallow
marine sand and silt (mud drapes), and represents small variations
of the grain size between seaward and landward. Current directions
estimated by cross laminae indicate mainly landward, and partially
seaward. We interpret Unit 3 formed from repeated long-period runup and return flow cycles in the latter stages of the tsunami, and
mud drapes were deposited from ﬂuid mud. Return ﬂow concentrated in topographic lows and the channel. By documenting the formation processes of tsunami deposits correlate with recorded tsunami
waveforms, we aim to improve our understanding of how tsunamis
interact with onshore river systems, in Japan and elsewhere.
Keywords: 2011 Tohoku oki tsunami, tsunami deposit, river inundation,
formation process, waveform
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いて堤防から越流し，甚大な被害を多数生じた
［URL1］
．

は じ め に

3.11 津波を契機として，津波堆積物にもとづく浜堤列平

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に東北地方太平洋沖で発生
（以降, 3.11 津波とする）
した MW 9.0 の巨大地震による津波

，津波堆
野での津波挙動の検討
（Takashimizu et al., 2012）
積物の多重級化構造の形成過程の検討
（Naruse et al., 2012）

が北海道の太平洋沿岸にも襲来し，勇払郡厚真町の厚真川で

および津波堆積物と津波浸水範囲との関係の検討
（菅原,

．以降，河川
は河川敷内を津波が遡上した
（Figs. 1A, 1B）
を遡上および流下した津波を河川津波と呼ぶ．河川津波は河

2014）など，津波堆積物に関する研究は急速に進展した．陸

川以外の陸上津波より流速が速く，高い波高を維持しながら

積物が継続的に堆積する環境で，砂質のイベント堆積物を認

より内陸まで到達することが知られている
（例えば, 盧ほか,

識しやすい浜堤列平野や沿岸湖沼で実施されている
（澤井,

2012）．このため，東北地方では 3.11 河川津波が内陸にお

2012）．河川津波の堆積物については，洪水堆積物との区別
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Fig. 1. Maps of the Atsuma-gawa
River study area. (A) Index map
showing the study area in Hokkaido, northern Japan, and the
epicenter of the 2011 Tohoku
Earthquake. (B) Topographic map
of the area around the Atsumagawa River, central Hokkaido．(C)
Map of the lower reach of the Atsuma-gawa River, showing the
tsunami inundation area, locations
of tsunami deposit survey sites,
and the current directions of the
tsunami indicated by traces on the
ground surface.

が難しいことから詳細な堆積学的な研究はごくわずかしかな

波の波形である．したがって，陸上を遡上した津波堆積物の

い
（ 例 えば, 七 山・ 重野, 2004; Nanayama and Shigeno,
2006; 川上・地質研究所津波堆積物調査班, 2011）．厚真川

形成過程について，その堆積物をもたらした津波の波形記録

では，河川を遡上する津波を地元住民が 3 月 12 日に目撃し

を遡上した津波の詳細な波形記録は，通常は存在しない．た

ており，3 月 19 日の現地踏査で津波による砂層が倒伏植生

だし，日本の河川では河川管理機関により水位が常時観測さ

上に堆積していることを確認した．

れているため，河川を遡上した津波については波形が記録さ

と対応させて詳しく論じた既往研究は知られていない．陸上

一方，津波堆積物の形成過程について観測された津波波形

れている．そこで本論では，厚真川の津波堆積物について堆

にもとづいて詳しく議論した研究もほとんどない．Fuji-

積学的な検討行ない，河川津波の波形記録と対応させること

wara and Kamataki（2007）は，房総半島南部に位置する縄
文海進期の内湾に堆積した津波堆積物を 4 つのユニットに

によって津波堆積物の形成過程を考察した．

区分し，それぞれが津波の初期，中期，後期，末期における
津波の増幅と減衰の過程に対応していると考えた．ただし，

厚真川付近の地理概要
北海道勇払郡厚真町は北海道中央部の太平洋岸に位置す

彼らが津波堆積物との対応を検討したのは，縄文時代にも同

る．厚真川は夕張山地南部に源を発する二級河川で，流域面

様の津波が発生していたと想定される 1923 年の関東地震津

積 367 km2，主流路長 52 km である
（Fig. 1B）
．厚真川河
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Fig. 2. Photographs of the Atsuma-gawa River study area and tsunami deposits.（A）Satellite photograph of the Atsuma-gaw a R i v e r t a k e n o n F e b r u a r y 2 6 , 2 0 11 [ h t t p s : / / b r o w s e . d i g i t a l g l o b e . c o m / i m a g e f i n d e r / n a v i g a t o r.
do?navAction=ZOOMBOX&x=31 7.44000244140625&y=239.44000244140625&width=0&height=0].（B）Collision
marks on the sides of tree trunks in the riparian forest made by drifting ice ﬂoes (bold arrows).（C）Imbrication of stacked
ice ﬂoes indicates landward ﬂow direction of the tsunami at Loc. 5. White arrow shows the ﬂow direction of the tsunami.
（D）Current ripples and bent plants indicating the ﬂow direction.（E）Current direction indicators (plants entwined around
trees, marked by bold arrows) formed at the time of the maximum water level. They indicate seaward ﬂow at Loc. 5.（F) A
large number of fallen plants indicating the current direction toward the sea at Loc. 2.（G）As for photograph (F), but at
Loc. 4.（H）Photograph showing a side wall of the pit (P1) at Loc. 2. The plastic sheet was put in place on March 11, 2011,
to cover the surface of the tsunami deposit.（I）Ice ﬂoes transported by the return ﬂow were held back by the Kami-Atsuma
Intake Weir (Photograph was taken by Mr. Kenichi Usuzawa on the morning of March 12, 2011).（J）Frozen snow on the
sand bar overlain by a thin bed of ﬁne sand, 5.1 km inland from the shoreline.
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口の西側には厚真漁港と苫小牧東港が隣接しており，東側は
．厚真川の下
砂丘を伴う砂浜海岸からなる
（Figs. 1C, 2A）
（0.03°）とゆるく，3.11 津波の
流域の河川勾配は約 1/1700
遡上限界である 6.2 km 上流地点と河口との標高差は 2.3 m
かみあつ ま

である．河口から 5.6 km 上流地点には上 厚 真取水堰が位置
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1 に 1 箇所，Loc. 2 に 29 箇所，Loc. 3 に 3 箇所，Loc. 4
と Loc. 5 に 2 箇所，Loc. 6 と Loc. 7 に 1 箇所とした．津
波堆積物の層厚が最も大きい Loc. 2 のピット位置 P1 では，
長さ 6 m のトレンチを上下流方向に掘削した．
津波遡上範囲では砂州上の植生の多くが倒伏したため，泥

している．堰の上流側と下流側には 0.7 m の落差があり，

質の氾濫堆積物とその上に倒伏する植生の存在により津波堆

津波遡上域内での急激な地形変換点となっている．津波遡上

．また，厚真川では
積物の基底面を認定した
（Figs. 2F, 2G）
2011 年 4 月 22 日の大雨による氾濫のため，前年秋以降に
初めて砂州面が冠水した．Loc. 2 の P1 トレンチで氾濫の
前日に 3 m×6 m のブルーシートを津波堆積物の表面に固
定し，2011 年 3 月 11 日の時間面を保護した．ブルーシー

域における河川堤防間の横断距離は約 200 m であり，河川
敷内は護岸ブロックで仕切られた低水路と高水敷からなる．
低水路は，ゆるやかに蛇行した河道と砂州
（ポイントバー）
か
らなり，3.11 津波堆積物はおもに砂州上に分布する．
河口から JR 日高本線と国道 235 号線の間までは感潮域

ト上に堆積した氾濫堆積物と津波堆積物との層相の違いか

にあり，干潮時にのみ複数の砂州が出現する．これより日高

（Fig.
ら，P1 トレンチ以外の津波堆積物の上面を認定した

自動車道付近までの間では氾濫時以外には多くの砂州が分布

れらの砂州上に過去の氾濫によるシルトが堆積していた．積

2H）．
試料採取 各ピットにおいて，Lunch Box 法
（七山・重
（2）
により定方位試料を採取し，定方位試料とピット
野, 1998）
壁面からはぎ取り標本を作成した．P1 トレンチでは上下流

雪深は 10〜20 cm で，地表には草本植生が繁茂していた．

方向に層相変化があったため，複数の定方位試料を採取し

しており，日高自動車道付近より上流では河道が直線的なた
め小規模な砂州が点在するのみである．津波襲来時には，こ

平均的な河道底面と砂州面および，砂州面と高水敷面の比
高は 1.0〜2.0 m であり，平均的な河道水深は淵で 1.0〜1.5

た．また，津波後半年を経過した前浜堆積物と河道内の堆積
物についてもスコップで分析用試料を採取した．

m，瀬で 0.5 m 程度である．集水面積が小さく，上流に厚

堆積相の観察 ピットとトレンチの壁面，定方位試料と
（3）

真ダムが存在しているため，平年における氾濫時の流量は少

はぎ取り標本を観察し，堆積物の色調，粒度，淘汰度，構成

ない．河川水の表面は，厚さ 20〜40 cm で結氷している部

粒子および堆積構造について記載した．堆積構造が不明瞭な

分が多かった．また，3.11 津波襲来時の厚真川の河口は，
冬期の強い波浪で打ち上げられた浅海砂による河口州により
．
大部分が閉塞されていた
（Fig. 2A）

ものについては，軟 X 線写真を撮影し参考とした．
粒度分析 分析試料は，津波堆積物の分布域の海側に位
（4）
置する Loc. 2-P1 から 22 個，陸側に位置する Loc. 4 料か

厚真漁港内に設置してある苫小牧東検潮所での平時の平均

ら 16 個を，各 20 g 程度採取した．比較のために，前浜堆

（東京湾平均海面）
−1.0 m，高潮位は
的な低潮位は T.P.

積物と河道内の堆積物も分析した．分析には
（地独）
北海道立

T.P.＋0.5 m 程度であり，津波到達直前の潮位は T.P.−0.33
m であった．

総合研究機構地質研究所および信州大学理学部のレーザー回

研 究 方 法

折式粒度分析装置
（Coulter 社製 LS230）を用いた．試料を
開口径 1.4 mm のふるいで分別し，ふるい通過分のみを分
析対象とした．1.4 mm 以上の粒子としては，径 1.5〜3

1．河川津波の痕跡調査
厚真川付近における 3.11 津波の痕跡調査と測量を 2011
年 4 月〜5 月に行った
（太田ほか, 2011）
．津波の浸水深と流

mm の軽石粒が 5% 程度含まれていた．1.4 mm ふるい通
過試料にも発泡のよい軽石粒が 10〜20% 程度含まれてお

向を示す痕跡は，建物や護岸などの泥水付着痕
（ウォーター

多い．このため，粒度分析で一般的に用いられる中央値，尖

マーク）
と漂着物，植生の倒伏とその方向，氷板
（津波により

度，歪度などの統計量で粒度特性を表すことが困難なことか

破壊された河道結氷からなる一片 1〜4 m の氷塊：阿部ほか，

2012）による河畔林への衝突痕の高さと方向（Fig. 2B）およ
，津波堆積物表面の
び氷板のインブリケーション
（Fig. 2C）
，河畔林への漂流物の巻き付き
カレントリップル
（Fig. 2D）
からなる．地形と津波痕跡の測量作業はトー
方向
（Fig. 2E）
タルステーション
（
（株）トプコン社製 GPT-3005Hiper）に

り，堆積物内ではシルトや植物片と同様の挙動を示すことが

ら，粒度曲線の形態により比較した．
（5）珪藻分析 珪藻分析試料は Loc. 2-P1 から 6 個，Loc.
4 から 5 個を，各 5 g 程度採取した．珪藻プレパラートは嵯
峨山ほか
（2010）にもとづいて作成した．1,250 倍の生物用
顕微鏡で 1 試料につき 100 個を目途に遺骸の同定を行い，
産出率が低い試料は 1 ないし 2 枚のカバーグラス全域の観

を用いた．

，Kramer and
察で終了した．種の同定には小杉
（1988）
Lange Bertalot（1986, 1988, 1991a, b）を用い，海棲種，

2．津波堆積物の堆積学的検討

海棲〜汽水棲種，汽水棲種，汽水〜淡水棲種，淡水棲種，絶

よって行ない，基準点は北海道胆振総合振興局の河川基準点

ピット調査と津波堆積物の識別 2011 年 5 月〜12 月に，
（1）
と砂州
（Loc. 2〜Loc. 7）
の7
津波遡上域の高水敷き
（Loc. 1）

滅種，不明種の 7 つに区分した．

3．河川水位記録と検潮記録の検討

地点において 39 箇所のピット
（縦横幅 1.5 m, 深さ 40 cm

厚真川の水位観測所では，水位計が凍結していたため冬期

程度）を人力で掘削し，津波堆積物の産状を観察した
（Fig.

間の記録が得られていない．3.11 津波による河川水位変化

1C）．ピットは高水敷きと砂州の規模に応じて配置し，Loc.

を記録した最寄りの観測所は，19 km 東に位置する沙流川
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Fig. 3. Longitudinal proﬁle of the tsunami inundation area in the Atsuma-gawa River. The water depth of the tsunami decreased gradually inland, and rapidly decreased upstream of the Kami-Atsuma Intake Weir. Most surface traces indicate
landward current directions. Locations of survey sites are shown in Fig. 1 (C), and the pits at Loc. 2 are shown in Fig. 4.

Fig. 4. Map of the distribution of tsunami deposits on the sand bar at Loc. 2, showing isopach contours and locations of the test pits.
The thickness of tsunami deposits increases inland along the sand bar, reaching a maximum
around pit P1, and then decreases landwards.
の富川観測所である
（河口から 2.7 km 上流 ; Fig. 1B）
．ま
た，厚真漁港内に設置されている苫小牧東検潮所は津波初期

川における最大浸水深の痕跡を結んだ包絡線を Fig. 3 に示
す．汀線付近での最大浸水深は 3.2 m であり，Loc. 1 まで

に破損したが，15 km 西に苫小牧西港検潮所が位置してい

の平時河川水位からの浸水深は 3.0〜2.0 m だった．Loc. 2
〜Loc. 4 間の浸水深は河道で 2.0〜1.5 m，砂州面上で 1.5

る．両検潮所は陸上および海底の地形が類似していることか
津波堆積物の形成過程をこれらの水位記録と検潮記録を用い

〜0.9 m であった．Loc. 5 より上流での浸水深は河道で 1.5
〜0.8 m，砂州面上で 0.7 m 以下であり，Loc. 7 付近より

て解釈した．

上流では河道内のみを遡上した．

ら，類似した潮位変化があったと推定される．本研究では，

河川津波の遡上現象

津波後の地表に残された痕跡は陸側方向の流向を示すもの

厚真町付近を遡上した 3.11 津波の到達距離は，河川と河

，河口から 3.5 km 上流の Loc.
が大半であり
（Figs. 1C, 3）
5 では多量の氷板が砂州上に集積し，陸側方向を示すインブ

．海岸
川以外の海岸平野で大きく異なった
（太田ほか, 2011）
平野では汀線から 0.3〜0.7 km で停止したのに対し，厚真

．海側方向を示す痕
リケーションが発達していた
（Fig. 2C）
跡は部分的であったが，Loc. 5 の最大浸水深を示す痕跡は

（Fig. 1C）
．厚真
川では河口から 6.2 km 上流まで到達した

．また，河口から 5.6 km
海側方向の流向であった
（Fig. 2E）
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Fig. 5. Geological cross-sections of the tsunami deposits in the Atsuma-gawa River. (A) Longitudinal cross-section through
the tsunami deposits (shown in Fig. 3). (B) Transverse cross-section at Loc. 2. Locations of transect lines and test pits are
shown in Fig. 4. In both cross-sections, all three main deposit types that we identiﬁed (Unit 1, Unit 2, and Unit 3) are present, and the tsunami deposits have a wedge or lenticular shape.

上流の上厚真取水堰では，多数の氷板を伴いながら遡上した
津波が堰き止められていた状況が，2011 年 3 月 12 日に地
．
元住民により撮影されている
（Fig. 2I）

河川津波堆積物の分布と層相

1．分布と層厚
河口から Loc. 1 までは侵食区間であり，Loc. 2〜Loc. 4
間の砂州上では層厚 5〜20 cm の津波堆積物が連続的に堆
．Loc. 5 より陸側の砂州では，灰褐色シル
積した
（Fig. 3）

北海道厚真川での河川津波堆積物の形成過程と津波波形との対応

Fig. 6. Photographs of the sides of the test pits, together with interpretive sketches of the sedimentary structures. Unit 1 comprises a mixture of sand, silt, and pumice, and
fallen plants at the base, indicating the current ﬂow was towards the sea. Unit 2 is composed of ﬁne sand (Unit 2c), which rapidly ﬁnes inland, and transitions to silt with
pumice and plant fragments (Unit 2f). Unit 3 consists of alternating thin layers of ﬁne sand and silt.
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Fig. 7. Sites of samples taken for grain size and diatom analysis. Multiple samples were taken from each unit (Pre-Tsunami,
Post-Tsunami, Unit 1, Unit 2, and Unit 3) at Loc. 2-P1 pit and Loc. 4.

トの薄層を最上部に伴う厚さ 1 cm 以下の暗灰色細粒砂層が
，遡上限界付近では雪氷面上に細粒砂が付
堆積し
（Fig. 2J）
着するのみであった．Loc. 5 より陸側の細粒砂の薄層は津
波後の河川氾濫により流失したため，ピット調査では認めら
れなかった．高水敷は河口から Loc. 2 まで浸水したものの，

真と堆積構造のスケッチを Fig. 6 に示す．
津波前堆積物
（Pre-T） 灰褐色のシルトを主とし，細粒
（1）
〜粗粒砂の薄層が部分的に挟在する．シルトは不明瞭な腐植
質の葉理を伴い，植物根が多数侵入する．

大部分が浸水深 0.5 m 以下で，厚さ 0.5 cm 以下の細粒砂層

（2）ユニット 1 ユニット 1 の層厚は 5〜7 cm で変化が少
なく，下面は氾濫堆積物を侵食する．暗灰色の細粒〜中粒砂

が地表を薄く覆うのみであった．ただし，最下流に位置する

と，黄褐色の粗粒砂〜細礫サイズの軽石粒が混在する．基質

Loc. 1 の高水敷では浸水深が約 1 m であり，海側方向への

はシルト質で，植物片や木片を含み著しく淘汰不良である．

カレントリップルが卓越する厚さ 8.5 cm の暗灰色細粒砂層

陸側ほどシルトと植物片が多い．基底部に海側に倒伏した多

が堆積した．また，河道には津波堆積物は認められなかっ

，海側向きの流向
量の植生を巻き込んでおり
（Figs. 2F, 2G）
を示す斜交葉理が部分的に見られる．

た．

Loc. 2 には津波遡上域内で最大の砂州（長さ 700 m, 幅
50 m）が存在し，砂州上での津波の最大浸水深は約 1.3 m
であった
（Fig. 4）
．Loc. 2 での津波堆積物の層厚は，砂州

（3）ユニット 2 ユニット 2 は層厚 2〜8 cm で，下位層を
侵食する．Loc. 2 の上流側で陸側に向かって薄層化すると
から細粒相
（ユニット 2f）
に急
ともに，粗粒相
（ユニット 2c）

の中央部を縦断する氾濫時の流路沿いに，海側から陸側に向

．粗粒相
（ユニット 2c）は淘汰良好
激に変化する
（Fig. 5A）

かって 5 cm から 15 cm に徐々に増加し，P1 付近で 20〜

な暗灰色の細粒〜中粒砂を主とし，軽石と植物片の濃集部の

25 cm となるが，P14 付近より陸側では 10〜15 cm に急激

挟在により厚さ 1〜3 cm の 2〜4 枚のサブユニットに区分

する．このため，Loc. 2〜Loc. 4 間の砂州上の津波堆積物
は，河川縦断方向では氾濫堆積物間に挟まれたレンズ状の形

．各サブユニットは
される
（Figs. 6, 7：ユニット 2 ①〜④）
下面が侵食面であり，サブユニット内部にはやや不明瞭な平

．Loc. 2 における河川横断方向の
態を呈している
（Fig. 5A）

行葉理が多い．Loc. 2 の砂州の下流側と河道側では，黄褐
色の軽石質砂礫が多量に混じる．

断面では，津波堆積物は河道側から堤防側に薄層化する楔状
．
の形態を示す
（Fig. 5B）

2．津波堆積物と河川堆積物の層相

細粒相
（ユニット 2f）は植物片と軽石粒を多含するシルト
質砂からなり，陸側ほどシルトと植物片が多い．不明瞭な級

津波堆積物は，粒度と堆積構造によりユニット 1〜ユニッ

化を示し，1〜3 枚のサブユニットに区分され，サブユニッ

ト 3 の 3 ユニットに区分される．代表的な定方位試料の写

トの最上部にシルト薄層を部分的に伴う．粗粒相，細粒相と
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Fig. 8. Grain size compositions. (A) Foreshore sand and river channel deposit. (B) Pre-T, Unit 1, Unit 2, Unit 3, and Post-T
at Loc. 2-P1 pit, and Loc. 4. Unit 1 consist of poorly sorted silty sand, similar to that of Post-T. Unit 2 consists of well-sorted ﬁne sand (Unit 2c), and changes to muddy sediment at Loc. 4 (Unit 2f). Unit 3 consists of alternating layers of sand and
silt, and represents small variations of the grain size between upstream and downstream sources.

もに，陸側方向を示す斜交葉理と軽石のインブリケーション

堆積物の分布域の全体に連続して分布し，層相変化が少なく

が見られる．
ユニット 3 ユニット 3 は層厚 6〜10 cm で，下面はユ
（4）

均質なことが特徴である．Loc. 2 の P1 トレンチでは各サ
ブユニットの上部に軽石からなる陸側方向への斜交葉理が発

ニット 2 を侵食する．厚さ 0.5〜2 cm の淘汰良好な暗灰色

達し，その側方はシルト層に漸移する．また，ユニット最上

細粒砂と，厚さ 1〜3 mm の灰褐色シルトまたは植物片濃集

部では，海側方向の斜交葉理も認められる．

層との繰り返しからなり，3〜7 枚のサブユニットに区分さ

（Post-T） 黄褐色で軽石質の中粒〜極粗
（5）津波後堆積物

．シルト層は塊状で，
れる
（Figs. 6, 7：ユニット 3 ①〜⑦）
砂層との境界面はシャープである．砂層，シルト層とも津波

粒砂を主とし，細礫サイズの軽石を混じえる．海側方向の流
向を示す斜交葉理が顕著に発達する．ブルーシートを設置し
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Fig. 9. Results of the diatom analysis of Unit 1, Unit 2, Unit 3, Pre-T, and Post-T deposits from pits at Loc. 2-P1 and Loc. 4.
The proportion of marine and brackish water species in Unit 1–Unit 3 is 30%–40%, 3%–6% in Pre-T, and 15%–20% in
Post-T. The proportions in the tsunami deposits are notably higher than the ﬂood deposits.
たトレンチ以外では，下面はユニット 3 を侵食する．
前浜堆積物と河道堆積物 前浜堆積物は暗灰色の淘汰良
（6）

（3）
津波堆積物の粒度組成 ユニット 1 は Loc. 2-P1 ではシ
ルト質砂からなり，粒径のピークは 0.18 mm 程度である．

好な細粒砂からなる．河道堆積物は黄褐色の砂礫と砂からな

大半が軽石からなる中粒〜粗粒砂サイズの粒子とシルトが混

る．礫は流域に広く分布しているテフラ起源の軽石がおも

じり，下部ほど淘汰がより不良である．ユニット 1 の粒度

で，後背山地を構成する新第三系の砂岩とシルト岩が混じ

は，Loc. 2-P1 では津波後堆積物の上部と類似し，Loc. 4
では上位のユニット 2 に類似する．

る．礫径は 0.2〜2.0 cm が主である．3.11 津波襲来時の河
道には，前年秋に厚真ダムの貯水地から放流された灰褐色シ
ルトが砂礫上を覆っていた．
粒度分析と珪藻分析結果

Loc. 2-P1 と Loc. 4 のユニット 1〜ユニット 3 と津波前
．
後の堆積物から分析試料を採取した
（Fig. 7）
1．粒度分析結果
津波堆積物のユニットおよびサブユニット内の垂直方向の
粒度変化を検討するために，ユニット 1 の下部と上部，ユ

ユニット 2 とユニット 3 では，各サブユニットの下部，
上部，シルト部の粒度組成はそれぞれほぼ同様であった．こ
のため，サブユニットの上部，下部，シルト部の粒度の平均
．ユニット 2 は，Loc.
値をユニットごとに示す
（Fig. 8B）
2-P1 では淘汰良好な砂層からなる（ユニット 2c）．各サブ
ニットの粒径のピークは 0.17〜0.18 mm にあり，上部と下
部に明瞭な粒度差はないが，上部に中〜粗粒砂サイズの軽石
が混じる．Loc. 4 ではシルト質細粒〜粗粒砂からシルトに
．
級化している
（ユニット 2f）

ニット 2 のサブユニット①〜④の下部と上部，ユニット 3

ユニット 3 は Loc. 2-P1，Loc. 4 とも砂，シルトの細互

のサブユニット①，③，⑤の下部，上部，シルト部から分析

．各
層からなり，上下流方向の粒度変化が少ない
（Fig. 8B）
サブニットの砂層の粒径のピークは下部，上部とも 0.17 mm

試料を採取した．
（1）前浜堆積物と河道堆積物の粒度組成 前浜堆積物は径

程度で淘汰良好である．各サブユニットのシルト層は津波前

0.20 mm に単一ピークをもつ細粒砂であり，中粒砂がわず

堆積物のシルトと類似するが，極細粒砂が混じりやや粗粒で

．河道堆積物は中粒〜極粗粒砂からな
かに混じる
（Fig. 8A）

ある．

る．

2．珪藻分析結果
Loc. 2-P1，Loc. 4 の津波堆積物ユニット 1〜ユニット 3
には，Thalassiosira hyalina
（Grun.）
Gran，T. nordenskiordi Cleve などの海棲種，汽水にのみに生息する Melosira
lineata（Dillwyn）Agardh，Navicula eidrigiana Carter，
（Grun.）
海棲および汽水棲種である N. halophira
Cleve，N.
protracta（Grun.）Cleve な ど が 15〜31% 含 ま れ る（Fig.
9）．一方，津波前後の堆積物ではこれらの割合は 3〜7% で

津波前堆積物と津波後堆積物の粒度組成 津波前後の堆
（2）
積物はそれぞれ，Loc. 2-P1 と Loc. 4 間で類似した粒度を
．津波前堆積物は径 0.04 mm 付近にピーク
示す
（Fig. 8B）
をもつシルトからなり，極細粒砂が混じる．津波後堆積物は
シルトと砂の混合物からなり，淘汰不良である．砂の粒径の
ピークは 0.18 mm 程度であり，中粒〜粗粒砂サイズの粒子
が多量に混じる．
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Fig. 10. (A) Astronomical tide and tide gauge records from Tomakomai Higashi Port and Tomakomai Nishi Port. (B) The
water level record of the Saru-gawa River. We divide the tide level records of Tomakomai Nishi Port and the water level records of the Saru-gawa River into stage 1, 2, and 3 using observations of amplitude and wave period. At stage 1, the river
water level rose. At this point the Tomakomai Higashi Tide Gauge Station was damaged by the strong return ﬂow caused by
the secondary ebb of the tsunami.

あ る． 淡 水 棲 種 で あ る Achnanthes lanceolata Bréb.，
Cymbella silensiaca Bleisch，N. contenta Grun. や汽水

苫小牧東検潮所では津波第 1 波〜2 波が特異な波形を示し
た．第 1 波では短周期波の振幅が特に大きく，最大波高を

（C. Ag.）
から淡水に生息する N. lanceolata
Cleve，N. mutica Kütz. などは，河川成堆積物，津波堆積物に関わらず産

の間に振幅 1 m 程度の短周期波が 3 回繰り返した．その後，

出している．このように津波堆積物は，上下の河川氾濫堆積

潮位が T.P-2 m 以下に大きく低下し，これにより発生した

物に比べて海水または汽水にのみに生息する種を多く含むと

強い戻り流れで検潮所が破損した．

いう特徴をもつ．なお，Loc. 2 と Loc. 4 の津波前堆積物に
含まれる海棲種のうち 5 個体が Actinocyclus ingens Rat.

2．近隣河川の水位記録

s.l. などの絶滅種であった．

勾配が大きくなり，先端部で最も波高が大きく後続部で徐々

検潮記録と河川水位記録の検討

3.11 津波襲来時における近隣河川の水位観測記録と検潮
記録を用いて，厚真川付近の津波波形の特徴を検討する．

1．検潮記録
苫小牧西検潮所では，2011 年 3 月 11 日 16 時から 2011
年 3 月 12 日 11 時にかけて 16 回の潮位変化が記録されて

記録した．第 2 波では長周期波の周期が 110 分で長く，こ

陸上の津波は，遡上に伴って地表面の抵抗などにより波形
に低下することが一般的である
（津波の前傾化：例えば, 吉
．そこで，水位記録での津波の波数は，水位
川ほか, 2013）
の急上昇とその後の緩やかな低下により判断した
（Fig.

10B）．苫小牧西港で津波の潮位変化が観測された時間内に，
沙流川の水位観測所では 15 回の水位変化が記録されている
．各回の水位変化は，周期 60〜90 分の長周期
（Fig. 10B）
波と周期 20〜40 分の短周期波の組み合わせからなることが

．各回の潮位変化は，周期 60〜80 分の長
いる
（Fig. 10A）
周期波と周期 20〜30 分の短周期波の組み合わせからなる．

1〜ステージ 3 に区分される．ステージ 1 とステージ 2 では

本論では，長周期波と短周期波の振幅の増減パターンによ

水位の上昇と低下が頻繁に繰り返し，戻り流れ時の水位が平

り，津波波形をステージ 1〜ステージ 3 に区分した．長周期

時河川水位より約 0.3 m 高かった．これは，戻り流れが平

多い．これらは，苫小牧西港の潮位変化に対応したステージ

波の振幅はステージ 1 で約 3〜4 m と大きく，津波の最高お

時水位まで低下する前に後続の遡上流が到達したためと考え

よび最低潮位を記録した．ステージ 2 では振幅が約 1〜1.5

られる．津波第 2 波は遡上流の水位が連続的に上昇する特

m に減少し，ステージ 3 では 3 m 程度に増加した後に徐々
に減少した．ステージ 1 とステージ 2 では短周期波の振幅
が約 0.5〜1 m で大きく，潮位の上昇と低下が頻繁に繰り返
した．ステージ 3 では短周期波の振幅が 0.3 m 以下で長周

異な波形を示し，苫小牧東港の第 2 波における振幅の大き

期波が卓越し，潮位変化は緩やかだった．

な短周期波の繰り返しに対応すると考えられる．ステージ 3
の前半は長周期波のみで，水位の上昇と低下は緩やかだっ
た．後半は短周期波との組合せとなるが，戻り流れ時の水位
はほぼ平時河川水位まで低下した．
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Fig. 11. Schematic model of the formation of the tsunami deposits in the Atsuma-gawa River. Before the tsunami hit: Most
of the river mouth was blocked by a mouth bar and the water surface was frozen. Stage 1-1: The force of the tsunami broke
the frozen river ice. Stage 1-2: The main tsunami up-ﬂow was impeded by the intake weir and the river mouth bar, but the
water level continued to rise. Most clastic particles were suspended in the turbulent ﬂow. Stage 1-3: Major return ﬂow and
deposition of Unit 1. Stage 2-1: Unit 2 deposited from run-up ﬂow. Stage 2-2: Return ﬂow concentrated in topographical
lows and the channel. Stage 3-1: Unit 3 deposited by repeated run-up and return ﬂow. Stage 3-2: Mud drapes formed at dynamic equilibrium of the tsunami inundation cycles. Stage 3-3: Return ﬂow concentrated in topographic lows and the channel.

考

察

1．津波堆積物の起源
津波堆積物の層相，粒度組成，珪藻分析結果と津波波形に
もとづき，津波堆積物の起源を考察する．津波堆積物に含ま

含まれ，絶滅種を伴う
（Fig. 9）
．Loc. 4 の砂州面の標高は
T.P.＋1.2 m 程度であり，暴浪時に海水の影響を受ける可能
性がある．このため，津波前後の堆積物の海棲および汽水棲
種は暴浪時の海水起源のものと，後背山地を構成する新第三
系の海成層起源のものからなると考えられる．

れる細粒砂の粒度と色調は，前浜堆積物と同様である
（Fig.

これらの状況から，津波堆積物の砂層の起源はおもに前浜

8）．厚真町付近の沿岸は遠浅の砂浜海岸であり，前浜から

付近からもたらされた浅海砂であり，河川下流部では河床堆

陸棚にかけての底質は細粒〜中粒砂からなる
（片山ほか，

積物が混じると考えられる．河川津波の遡上流の堆積物が海

2014）．河口を閉塞していた河口州は，津波により大部分が
侵食された．また，ユニット 2c の海側と河道側では黄褐色

でも
成砂と河床堆積物からなることは，七山・重野
（2004）

の軽石質砂礫を多量に含んでいた．
海水または汽水にのみに生息する珪藻種は，ユニット 1〜
ユニット 3 で割合が高く，津波前後の堆積物にもわずかに

報告されている．また，陸上を遡上する津波が海岸側の表層
土を侵食して，内陸へ運搬する現象は多数報告されている
．
（例えば, Takashimizu, 2012）
ユニット 3 のシルト薄層は，砂州上の津波前堆積物と類
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砂州上のシルトがおもな起源と考えられるが，海域の底質起

1 は上昇した水位が大規模な戻り流れに転じて堆積したと考
えられる．苫小牧東港では津波第 2 波の引き波時に潮位が
，その際に厚真川の河口
大きく低下したことから
（Fig. 10）

源のシルトが混じる可能性もある．ユニット 3 のシルト層

州の大半が流失して大規模戻り流れを生じたと考えられる．

は砂層とほぼ同率の海棲〜汽水棲の珪藻を含んでいることか

津波第 1 波〜第 2 波での振幅の大きな波の繰り返しにより，

ら，浅海砂と河川堆積物が懸濁状態で運搬され，粗粒な砂礫

厚真川では流速の大きい遡上流と戻り流れが頻繁に繰り返し

は海側で堆積したと考えられる．シルトはマッドドレープと

たことと，ユニット 1 以前の津波堆積物が観察されないこ

考えられる．ただし，河川津波では，河川水の流下と津波の

とから，砕屑物の多くは懸濁状態のまま戻り流れとなったと

遡上という逆方向の流れが混合するため，水位，流速と流向

．アイスジャムの発生した鵡川で
考えられる
（Fig. 11, 1-3）
砂州が流失しなかったのは，砂州が河口より約 2 km 上流に

似した粒度と色調を示す．また，津波襲来時の河道にも同様
のシルトが堆積していた．このため，シルト層は河道および

が変化しやすいことが知られている
（例えば, 吉川ほか,
2013）．沙流川の津波波形でも，遡上流と戻り流れの境界に
明瞭な停滞時間が認められない．
一方で，エスチュアリーなどの河口域では，海水と淡水の

位置しているためと考えられる．
ステージ 2 ユニット 2 には陸側への流向を示す斜交葉
（3）
理が見られるが，戻り流れを示す堆積構造は認められない．

混合による凝集作用で懸濁粒子が濃集し，高濃度の泥質流体

このため，主として遡上流による堆積物と考えられる
（Fig.

（例えば，
（ﬂuid mud）が形成されることが知られている
Dalrymple et al., 2003）．Fluid mud 堆積物の特徴として
ブリックが粒状構造を示すことなどが挙げられている
（西田・

11, 2-1）．海側では粗粒相からなり陸側に向かい急激に薄層
化〜細粒化するのは，津波第 3 波〜第 5 波の振幅が小さく，
遡上流の流速が低下しやすかったためと考えられる
（Fig.
10）．粗粒相のサブレイヤーの最上部には軽石粒と植物片を

は，塊状なこと，上下の境界面がシャープなこと，粒子ファ
．ユニット 3 のシルト層は塊状で砂層との境界
伊藤, 2009）

混じえるものの，マッドドレープはない．遡上流と戻り流れ

面がシャープなことから，ﬂuid mud 堆積物の可能性がある．

が頻繁に繰り返し，動的な平衡状態が生じにくかったためと

以上の状況から，津波の遡上と河川水の流下により動的な平

考えられる．また，戻り流れ堆積物がないことから，戻り流

衡状態が生じ，ﬂuid mud 起源のマッドドレープが堆積した
と考えられる．

れはおもに河道などの地形的な低所沿いに流下したと考えら

2．河川津波堆積物の形成過程と津波波形

．ステージ 2 で大規模戻り流れが生じな
れる
（Fig. 11, 2-2）
かったのは，津波の振幅が小さく，河川水位の上昇量が少な

津波の遡上現象，津波堆積物の分布と層相，および津波波

かったことと，河口州が流失していたためと考えられる．戻

形にもとづいて，厚真川での河川津波堆積物の形成過程を津

り流れが地形的な低所に沿って選択的に流れたことは多くの

（ユニット 1 の堆積）
，ステージ 2
（ユ
波襲来前，ステージ 1
，ステージ 3
（ユニット 3 の堆積）
の 4 段階
ニット 2 の堆積）
．
に分けて考察する
（Fig. 11）
津波襲来前 3.11 津波襲来前の厚真川は河道表面が結氷
（1）
しており，河口は河口洲により大部分が閉塞されていた．砂
州上には草本植生が繁茂していた．
ステージ 1 津波襲来により浅海域と下流部の河道は侵
（2）
食され，河道表面の結氷は破砕され氷板となった
（Fig. 11,
1-1）．苫小牧東港の津波第 1 波〜第 2 波では周期が短く振
，取水堰で津波が
幅の大きな波が繰り返し襲来し
（Fig. 10）

．
事例で知られている
（例えば, Umitsu et al., 2007）
ステージ 3 ユニット 3 は陸側への流向を示す斜交葉理
（4）
が発達し，海側へのものを部分的に伴う．このため，大半が
．ユニット
遡上流による堆積物と考えられる
（Fig. 11, 3-1）
は淘汰良好な細粒砂とマッドドレープの繰返しからなり，
3
．津波第 6
全域にわたって層相変化が少ない
（Fig. 11, 3-2）
波以降は短波長の波が少なく，長周期波が卓越している．津

．東北地方の
きく上昇し続けたと考えられる
（Fig. 11, 1-2）

波の周期が長いほど動的な平衡状態も生じやすく，ﬂuid
mud からなるマッドドレープが形成されやすいと考えられ
る．戻り流れは，ユニット 2 と同様におもに河道などの地
．
形的な低所沿いに流下したと考えられる
（Fig. 11, 3-3）
Nanayama and Shigeno（2006）では，1993 年北海道南

北上川と阿武隈川でも，遡上する 3.11 津波が取水堰で反射

西沖地震に伴う北海道大成町
（現せたな町）
の臼別川における

堰き止められた．このため，厚真川では他河川より水位が大

し，堰から約 2 km 下流までの河川水位が上昇したことが知

河川津波堆積物から津波挙動を復元した．臼別川の津波堆積

．また，10 km 東に位置する
られている
（茅根ほか, 2012）
，津波第 1 波と第 2 波の戻り流れによる
鵡川では
（Fig. 1B）

り返しからなる．その際，遡上流堆積物は部分的に戻り流れ

氷板が砂州の位置で大量に集積し，戻り流れの堰き止めが発

で侵食されて再堆積したと考えられている．これに対して厚

生した
（アイスジャム現象）
．これにより，堰き止め箇所より

真川では，異なる周期の組み合わせからなる津波の振幅と潮

上流側の水位が上昇し続けたことが知られている
（阿部ほか,
2011; 吉川ほか, 2012）．
ユニット 1 は津波堆積物分布域の全域に分布する淘汰不

位の変化および，河川での堰き止めにより大規模戻り流れ堆
では，厚真川を含む胆振低地に分布する 17 世紀の津波堆積

良な堆積物で，海側への流向を示す．浅海砂と河川堆積物と

物が遡上流堆積物のみからなり，その成因は海岸砂丘による

の混合物からなり，津波堆積物を侵食して流下した津波後堆

戻り流れの堰き止めによると考えている．これらから，津波

．また，上厚真取水堰付近で
積物と粒度が類似する
（Fig. 8）
は最高浸水痕跡の流向が海側方向だったことから，ユニット

の周期，振幅などの波形特性と，戻り流れを阻害する地形的

物は，遡上流堆積物と戻り流れ堆積物のセットの 2 回の繰

積物が形成されたことを示した．また，高清水ほか
（2013）

要因の有無が，津波挙動と津波堆積物の形成過程に大きく影
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太田

査に協力いただいた．
（地独）
北海道立総合研究機構地質研究

響すると考えられる．
ま

2017―7

勝一ほか

と

め

所の仁科健二氏には厚真付近の海域の底質についてご教示い
ただくとともに，レーザー回折式粒度分析装置を使用させて

北海道厚真町に襲来した 3.11 津波は最大浸水深が 3.21
m で，厚真川では河口から 6.2 km 上流まで到達した．津波

いただいた．信州大学の村越直美准教授には，津波堆積物の

襲来時の厚真川河口は河口州により大部分が閉塞されてい

学の吉川泰弘博士と
（独）
土木研究所寒地土木研究所の阿部孝

形成過程について有益な議論をしていただいた．北見工業大

た．厚真川の 3.11 河川津波堆積物は層厚 5〜20 cm でレン

章博士には，河川津波の水理学的挙動についてご教示いただ

ズ状〜楔状を呈し，ユニット 1〜ユニット 3 に区分される．

いた．
（有）
風水土の永田秀尚博士には，理学地質と応用地質

ユニット 1 は細粒砂と河床堆積物の不淘汰な混合物からな

のはざまで論文を執筆することの意義について，ご教示と激

り，大規模な戻り流れの堆積物と考えられる．ユニット 2

励を終止いただいた．また，北海道開発局室蘭開発建設部に

は海側では河床砂礫を混じえた淘汰良好な細粒砂からなり，

は河川水位記録と検潮記録を提供していただいた．厚真町在

マッドドレープを欠く．陸側では急激に薄層化してシルト質

住の臼澤賢一氏には，厚真川を遡上している津波の写真を提

の細粒相となる．ユニット 3 は淘汰良好な細粒砂とシルト

供していただいた．以上の方々に厚くお礼申し上げます．

薄層の繰り返しからなり，上下流方向の層相変化が少ない．
ユニット 2 とユニット 3 は，遡上流の堆積物を主とすると
考えられる．津波堆積物の細粒砂は前浜の砂と同じ色調と粒
度であり，津波堆積物の砂層とシルト層には海棲と汽水棲の
珪藻種が高い割合で含まれている．このため，津波堆積物は
浅海砂と河川堆積物をおもな起源としていると考えられる．
ユニット 3 のシルト層は，遡上流と河川水の間で生じた動
的な平衡状態における ﬂuid mud から堆積したマッドドレー
プと考えられる．
厚真川付近での検潮記録と河川水位記録による津波波形は
長周期波と短周期波の組み合せからなり，ステージ 1〜ス
テージ 3 に区分される．ステージ 1 では周期が短く振幅の
大きい波が頻繁に襲来し，取水堰による堰き止めと河口州に
よる戻り流れの阻害により河川水位が急上昇した．その後の
大きな潮位低下に伴い，河口州が流失して大規模な戻り流れ
が発生しユニット 1 が形成されたと考えられる．ステージ 2
では津波の振幅が小さく，遡上流の流速が低下しやすかった
ため，ユニット 2 が急激に薄層化〜細粒化したと考えられ
る．また，遡上流と戻り流れが頻繁に繰り返し，動的な平衡
状態が生じにくかったため，マッドドレープが形成されな
かったと考えられる．ステージ 3 は長周期波が卓越し，遡
上流と戻り流れの変化が緩やかで，動的な平衡状態が生じや
すかった．このため，ユニット 3 では連続性良好な砂泥互
層が形成されたと考えられる．ステージ 2 とステージ 3 の
戻り流れは，河道などの地形的な低所沿いに流下したと考え
られる．
津波堆積物の堆積学的特徴と観測された津波波形にもとづ
いて形成過程を復元することは，河川および陸上を遡上する
津波の挙動を理解するための重要な観点になると期待され
る．また，ﬂuid mud から形成されたマッドドレープの存在
は，河川または湖沼を遡上した過去の津波堆積物を認識する
ための指標の一つになると考えられる．
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北海道の厚真川では，2011 年東北地方太平洋沖地震津波が 6.2 km 遡上し津波堆積物を

形成した．本論では，堆積学的手法と津波波形を用いて津波堆積物の形成過程を復元した．
津波堆積物を下位からユニット 1 〜ユニット 3 に区分した．ユニット 1 は浅海砂と河床堆
積物の混合物で，海側への流向を示す倒伏植生を伴う．戻り流れの堆積物で，津波初期の
大きな潮位低下により形成された．ユニット 2 は浅海砂からなり，陸側に向かい急激に薄
層化〜細粒化し，陸側への流向を示す斜交葉理を伴う．遡上流による堆積物で，流れの振
幅が減衰した津波の中盤に形成された．ユニット 3 は浅海砂とマッドドレープからなり，
上下流方向の粒度変化が少ない．斜交葉理の示す流向は陸側が主で，部分的に海側を伴う．
長周期波が卓越した津波後半に形成され，マッドドレープは ﬂuid mud 起源と考えられる．
津波波形を用いて津波堆積物の形成過程を論じることは，河川津波の挙動の理解に貢献す
る．

科学論文では，学説の検証可能性を保証することが重要です．そのため，地質学雑誌掲載論文には，重
要な証拠となった試料がどこで得られたかを示しているものがあります．言うまでもないことですが，
見学や採取を行う場合，各自の責任において地権者や関係官庁への連絡と許可の取得の必要があること
にご注意下さい．詳しくは，以下のサイトをご覧ください．
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