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論文

簡易モデルを用いた津波に対する立木の抵抗性の評価

鳥田宏行止1・佐藤 創1・真坂一彦I・阿部友幸1・野口宏典2

坂本知 己2・木村公樹3

東北地方太平洋沖地震津波の発生後，海岸林現地調査により，海岸林の被害状況が詳しく報告されてきた。本研究では，こ

れらの現地調査の結果を力学的な見地から検証するため，青森県三沢市織笠のクロマツ海岸林を対象に簡易モデルを用いて現

地の被害状況を解析すると共にモデルの有用性を検証した。その結果，立木に根返りや幹折れが発生するときの津波の限界流

速が求められ，この値が小さい立木において実際に被害が発生したことが示された。特に，枝下高約 6m以下の立木は，被害

を受けやすく相対的に限界流速が小さかった。立木の被害形態に関して予測された結果は，ほとんどが根返りを示し，現地調

査の結果と定性的に一致した。形状比が限界流速に及ぼす影響については，明確な関係性がみられなかった。今回用いた簡易

モデルは，各地の被害調査結果を相互に関連性をもって解析する際の一つの手段であり，これにより各地の被害状況を比較検

討することが可能となると考えられる。

キーワード.限界流速，津波，根返り，幹折れ，枝下高
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(ω20削14ω)Evaluation of Tsunami Resistance of Trees Using a Simple Dynamics Model. J Jpn For Soc 96: 206-211 Field 

experiments conducted on coastal forests after the 2011 Tohoku earthquake tsunami revealed that the甘eesize inf1uenced the t閃 edamage 

rate and its sta加s(uprooting or stem breakage). In this study， to examine these resuIts企omthe physical standpoint， the critical f10w 

velocities for uprooting and stem breakage were calculated using a simple dynamics model and using field data企omMisawa， Aomori 

Prefecture， Japan. The calculations showed that the damaged trees in the field experiments had relatively low critical f10w velocities. In 

particular， trees with crown base heゆtsof壬6m suggested relatively low critical f10w veloc印 s.Accord時 tothe predic旬dstatus 

obtained using calculations， most of the trees were uprooted. This result was consistent with those of the field experiments. The inf1uence 

of slenderness ratio on the critical f10w v巴locitywas not apparent. This approach can facilitate the comparisons of tree damage 

mechanisms in respective forests. 
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1 .はじめに

2011年3月 11日の東北地方太平洋沖地震津波により，

東北から関東にかけての沿岸部を中心に甚大な被害が発生

した。この津波に対し，海岸林は津波エネルギーを減衰さ

せ(野口ら 2012)，海からの漂流物を捕捉するなど(坂本

ら 2012)，程度の差は様々であるが住宅などの被害を軽減

させた(小林ら 2012;岡田ら 2012)。これらの機能は，

一般的には防潮機能と呼ばれ 飛砂防止機能と並んで海岸

林の重要な基本的機能となっている(石川 1988)。海岸林

がこの防潮機能を発揮するためには，海岸林を構成する各

立木が根返りや幹折れなどの被害を受けずに残存すること

が重要であるが，今回の津波に対してはクロマツ海岸林自

体にも被害が発生した(菊池ら 2011;田村ら 2011;星野

ら 2012;寺本ら 2012;山中ら 2012)。報告によれば，あ

る一定範囲の直径サイズにおいては，直径が相対的に大き

な個体で幹折れが多く発生している例(佐藤ら 2011;寺

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: torita-hiroyuki@hro.or.jp 

本ら 2012)や根返りが多く発生する例(寺本ら 2012;山

中ら 2012) など，被害形態の特徴は場所ごとに異なり，

個体サイズと被害形態の関係については明確な見解が得ら

れていない。さらに海岸林における立木の被害分布に着目

してみると，林分構造等の違いにより被害の大きさに差異

が生じたことが報告されているが(佐藤ら 2012;寺本ら

2012) ，どのような林分において被害が大きくなるのかに

ついては，今後，詳細な研究調査が必要とされるところで

ある。以上のように津波の規模，林分構造，立地条件など

異なる環境下においては海岸林被害の状況は様々である。

しかし結果として生じた被害の状況が異なるとしても，

その背後には共通したメカニズムが存在するはずで、あり，

そのメカニズムを定式化することで，これらの被害状況に

関する差異の説明や被害の予測などが，ある程度可能とな

ると考えられる。また，被害が発生するときの流速を一つ

の指標とすれば，海岸林を構成する各立木の津波に対する

抵抗性も定量的に評価することができ，今後の海岸林造成

1地方独立行政法人北海道立総合研究機構林業試験場 干079-舟198 北海道美唄市光珠内町東山 (HokkaidoResearch Organization， Forestry Re 

search Institute， H伊 shiyama，Ko山 mai，Bibai， Hokkaido 079-{)198， Japan) 

2独立行政法人森林総合研究所 干305-8687 茨城県つくば市松の里 1(Fores町 andForest Products Research Institute， 1 Matsunosato， Tsukuba， 
Ibaraki 305-8687， Japan) 

3地方独立行政法人青森県産業技術センター林業研究所 干039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道46-45(F orestry and F orest Prod-

ucts Research Institute， Aomori Prefectural Industrial Technology Research Center， 46-45 Shinmichi， Kominato， Hiranai， Aomori 039-3321， Japan) 
(2013年 11月18日受付， 2014年5月12日受理)



207 簡易モデルを用いた津波に対する立木の抵抗性の評価

図-2.簡易モデル

左図は浸水深入が枝下高Hcより低い場合 (λ<Hc)，右図は浸水深 λが枝

下高Hc以上の場合 (λ孟Hc)を示す。

仮定することができ(酒井 2001)，ここでは慣性力項を省

略して簡易化を図った。すなわち，立木が津波によって受

ける力 (F)は，一様流を仮定して水に沈んで、いる幹部お

よび樹冠部の投影面積をぷとすれば， (2)式で表すことが

できる。

F=÷G山 2

このとき，水面からある深さ Xにおける曲げモーメン

トMxは，浸水深が枝下高までの場合 (λ<Hc) と浸水深

が枝下高以上の場合(入注Hc) に分けると以下のように表

せる。

(2) 

(入<Hc)I 
(λ孟Hc)I 

一 | 一王手Hax
川 x-I -FxHax-Fc(Hac+X-L) 

ここで，Haxは水面から深さ X区間の幹部の投影面積の

重心位置，Hacは水面から深さ X区間の樹冠部の投影面積

の重心位置，Fxは深さx区間における樹冠部以外の幹部

に作用する流体力，Fcは水中にある樹冠部に作用する流

体力，Lは浸水した樹冠の長さを表す。また，この曲げ

モーメントにより樹幹内には曲げ応力が生じ，Xにおけ

る曲げ応力 σxは以下のように表すことができる。

凶ゐ|

σx-Zx 

ここで，Zxは断面係数であり，深さ X における直径Dx

を用いると πD1/32となる。

さらに津波による流体力により，立木には根返りを引き

起こす倒伏モーメント M，が発生する。このときの倒伏

モーメント M.を，浸水深が枝下高までの場合 (λ<Hc)

と浸水深が枝下高以上の場合 (λミHc) に分けると，以下

のように表すことができる。

(3) 

に必要な知見を提供することも可能であろう。

そこで本研究では，被害発生のメカニズムを簡易モデル

により定式化し前報(佐藤ら 2012)の林分被害調査結

果を用いて簡易モデルの有用性を検証した。

1.調査地概況

青森県三沢市織笠のクロマツ海岸林において，海岸林を

横断するように汀線と直交する方向に帯状の調査区 (260

mx2m) を設定し残存林分および被害林分の状況，津

波の痕跡高，地下水位等を調査した。現地調査では，東北

地方太平洋沖地震津波による津波の痕跡高は最大で 8.5m

であった(佐藤ら 2012)。この痕跡高と地盤高の差が浸水

深であり，実際に立木が海水に浸かった高さである。本研

究では，痕跡高は一定とし最大値を用いた。林分構造の概

略右 前報(佐藤ら 2012)から一部改変して図一lに示す。

2. 簡易モデル

本モデルでは，深さ方向に速度勾配がない一様流を仮定

し浸水深λが枝下高Hcより低く津波の力が幹部のみに

作用する場合 (λ<Hc) と，浸水深入が枝下高 Hcより高

く津波の力が幹部と樹冠部に作用する場合 (λ孟Hc) に分

けて検討を進める。また，立木の樹冠形状は円錐とし，幹

の形状は地表から枝下高までおよび枝下高から梢までを，

それぞれ円錐台，円錐と仮定した(図一2)。

円柱構造物や立木が津波に接して受ける力は，モリソン

式により表すことができる(堀川 1991;酒井 2001;原田

ら 2003;野口ら 2012)。

lul ， ，~ ou 
dF = Cop '2' uds + CMP 'a-; dV 

ここで，dFは微少部分に働く力，uは流速，dsは津波

の進行方向の微少投影面積，dVは微少部分の体積， COは

抗力係数，CM は慣性係数，Pは流体の密度を表す。 (1)式

における右辺第一項は抗力を，第二項は慣性力を示してい

るが，津波は波浪に比べて周期が長く，短い時間で考える

とその時間内での流れの速度を持つ定常な流れによる力と

法11.方

)
 

T
E
A
 

/
'
t

、、

(4) 

120 

100 

80 E 
<) 

'*刊
60 誼

1日E
40 霊

ーーー地盤高(m)

ーーー痕跡高(m)

ー一一樹高(m)

-・枝下高(m)

一一一胸高直径;(cm)

30 

25 

。

:g 15 

択~ 10 
1日E

5 

20 

同|一 I -F，Ha 

iλI -F，Ha-Fc(Hac+品)

20 

0 
400 

開5

-10 
0 (5) 

F，は水面から地表までの樹冠部以外の幹部にここで，

200 300 

汀線からの距離 (m)

図-1.帯状区における林分構造



208 鳥田・佐藤・真坂・阿部 ・野口・坂本 ・木村

作用する流体力，HGは水面から地表までの樹冠部以外の

幹部の投影面積の重心位置を表す。本簡易モデルでは，計

算に必要な抗力係数 CDの値は，幹が0.85，校が 0.81，葉

がO.056である(野口ら 2012)。強風に対しては，実際の

立木を対象に野外観測した結果では，投影面積を風速に対

して一定とすると，風速の増加に対して抗力係数は減少す

ることが知られている (Koizumiet al. 2010)。しかし津

波においては，この点における知見が少ないため，本モデ

ルにおいては，流速が増加しでも抗力係数は一定と仮定し

た。したがって，抗力係数が流速に対して顕著に減少する

場合は，本モデルによる限界流速は過小評価となる可能性

があり，今後の研究の進展を待ち，改良すべき点である。

(2)式より求められる樹冠部が受ける流体力の算出につ

いては，投影面積と校下直径の関係式 (野口ら 2012)に

より l本当りの枝および葉の投影面積を求め，校張り w
を用いてこれらの投影面積を配分した。校下直径および枝

張りについては，すべての立木に対して直接測定すること

が望ましいが，本研究ではすべての立木について測定を

行っていない。そこで，枝下直径については，樹冠長，樹

高および胸高直径の関係式を用いて推定し (Sumidaet al. 

2009) ，枝張りについては，現地で測定した 10本の立木に

ついて，胸高直径D (m)と枝張り W (m)の関係式 (W=

19.4D-0.3 r=0.78 (P<O.Ol))を求めて推定した。

被害形態の判別と立木に被害が発生するときの限界流速

は，倒伏モーメント U，樹幹内の曲げ応力 σ，根系の根

返り抵抗モーメント R， 曲げ強さ MOR (modulus of rup-

ture)の値を比較検討することで推定することができる。

すなわち，流速をゼロから徐々に増加させて U>Rかっ

σ<MORならば根返りが発生，U.<Rかつ σ>MORなら

ば幹折れが発生，U>Rかつ σ>MORならば根返りと幹

折れが同時に発生すると推定される。この被害が発生する

ときの流速が限界流速であり，立木の津波に対する抵抗性

を示している。流速は 0.1m/sずつ増加させて計算した。

3.根返り抵抗モーメントR と曲げ強さ MOR

根系による根返り抵抗モーメントは，これまで様々な樹

種およびサイズにおいて， 立木の引き倒し試験を実施する

ことにより求められてきた (Fredericksenet al. 1993 ; Pel-

tola et al. 2000 ; Nicoll et al. 2005 ; Nicoll et al. 2006 ;鳥

田 2009;鳥田ら 2010; Urata et al. 2012)。本研究におい

ても，根返り抵抗モーメントは引き倒し試験により実験的

に求めた。引き倒し試験を実施した場所は，現調査地に隣

接した被害が軽微なクロマツ海岸林で、行った。試験木のサ

イズは胸高直径 6~13 cm，樹高 6~8m の合計 8 本である 。

幹折れ被害の解析に関して，必要な情報である MORは，

ヤング率E を測定し，以下の式から算出した(津田 1983)。

MOR =5.3 x 1O-3xE (6) 

ヤング率は，引き倒し試験を実施した場所において，胸

高直径 10~20 cmのクロマツ立木5本に対して非破壊試験

(小泉 1987)により測定した。

III.結果

現地調査結果では，無被害木が 98本，被害木が 65本で

あった。被害木のうち，根返り木 (傾きを含む)は56本，

幹折れは 9 本で，幹折れした立木の折損高は，地上高 O~

1mにおいて 8本，3.5 mが l本である。

L 根返り抵抗モーメン卜および曲げ、強さ

根返り抵抗モーメント R (kNm)と胸高直径の累乗あ

るいは材積指標との聞には，相関関係があることが報告さ

れている (例えば，深見ら 2011;森岡 1983; Peltola et al. 

2000)。本研究では，根返り抵抗モーメント R (kNm)と

の相聞が高かった材積指標 D2H (111
3
) との関係式を用いた

(Peltola et al. 2000)。

R =67. 2D2H (r=0.98) (7) 

ここで， Dは胸高直径を H は樹高を表す。

ヤング率E を測定した結果，その平均値は 9.5::!:1. 5 

GPaであった。よって，ここでは平均値を用いて (6)式か

ら求められた曲げ強さは，約 50MPaとなった。

2.限界流速

根返りおよび幹折れ発生時の流速を比較して，その値が

低い方を限界流速として以下では記載する。汀線からの距

離に対する限界流速の分布と汀線から 10m区間ごとの本

数被害率を示す (図-3)。限界流速は，今回の調査地にお

ける津波の高さ8.5mに対する各立木の津波に対ーする抵

抗性を示しており，この値が大きいほど抵抗性が高いと考

えられる 。 汀線からの距離 110~ 160 m区間では，相対的

に限界流速の値が小さく ，これ以降は距離 240111前後の

区間で一度低下するものの，徐々に限界流速の値が大きく

なって行く傾向があった。この結果を現地調査の結果と比

べてみると ， 汀線からの距離 120~160 m区間は被害が集

中しており，限界流速の値が小さいところで実際に被害が

集中している結果となった。 ただし， 林縁 110m付近は，

計算上は限界流速が小さいにもかかわらず実際の調査では

被害が発生していなかった。汀線から 10m区間ごとの平

均限界流速と本数被害率を求め，本数被害率が 100%と
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なった区聞から本数被害率が 0%となった区間(汀線から

の距離 130~220 m 区間)において，平均限界流速と本数

被害率の関係を調べてみると，両者の間には有意な負の相

関が認められた(図-4)。
被害形態は，根返り(傾きを含む)，幹折れ，根返り幹

折れ同時の三つに分類される。計算の結果では，被害形態

としては根返りが 74%，幹折れが 17%，根返り幹折れ同

時が 9%となり，根返りが大勢となった。現地調査(佐藤

ら 2012) においても，根返り被害は被害木全体の 86%で

あり，根返り被害が大勢を占めた傾向は一致した。また，

幹折れ発生時の樹幹内応力の分布を調べてみると，立木の

ほとんどが根元付近で応力が最大になっており，幹折れ被

害が発生するのは根元付近の部位であると推定された。

図-5に，樹高 7.6m，校下高 4.7m，胸高直径 7.4cmの

立木の計算例を示す。

3 枝下高および形状比

直径サイズは，立木の津波に対する抵抗性に影響するこ
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図-4 本数被害率と平均限界流速の関係
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とが，(4)式および(7)式から理論的に推測される。一方，

枝下高が立木の津波抵抗性に与える影響は，モデル式から

理論的に直接評価することはできないため，限界流速と枝

下高の関係を図 6(a) に示した。これに よると林縁部を

除けば，被害立木は，校下高約 6m以下の立木において

多く，限界流速も相対的に小さいことが示され，枝下高は

立木の津波に対する抵抗性に影響する一つの因子であるこ

とが示唆された(図-6(a))。さらに校下高と浸水深の関係

を調べるため，浸水深が枝下高よりも高くなる(立木の樹

冠に津波が達した :λ注Hc)場合と，低くなる場合(立木

の樹冠に津波は達しない :λ<Hc) について，限界流速を

区別しその分布を調べると，樹冠部にも津波が達した立木

は，被害が発生した区間付近に集中し，限界流速も小さく

抵抗性が低くなることが示された(図-6(b))。そこで， 浸

水深が立木の抵抗性に与える影響を調べるため，樹高 7.8

m，枝下高 5.2m，胸高直径 1l.5 cmの立木を例に， 浸水

深を変化させて限界流速を求めた。これによると，浸水深

が増加すると限界流速は減少するが，浸水深が枝下高を超

えると限界流速の減少がより大きくなり，立木の津波に対ー

する抵抗性をより低下させる結果となった(図一7)。

森林における風雪害では，形状比が大きくなると被害を

受けやすくなる傾向が示される場合もあるが (e.g.，Cremer 

et al. 1982)，今回の解析結果では，形状比に関係なく限界

流速が小さな立木に被害が集中 した(図-8)。現地調査の

結果では，被害発生の有無は形状比よりも校下高が強く影

響していた。
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能性がある。林縁木が被害を受けなかった理由を解明する

には，今後，詳細な調査を行う必要がある。

林縁部の立木を除けば，限界流速が小さい立木におい

て，実際に被害が発生しており，本モデルによる解析は，

津波に対する海岸林の抵抗性を評価していると考えられ

る。また，被害形態に関しては，方法で示したように，根

返り抵抗力，樹幹内応力 曲げ強さなどを定量的に解析

しそれぞれの値を被害発生のメカニズムを考慮して比較

することで判断した。その結果 根返り立木が大勢を占め

る結果を得たが，この点については現地調査の結果に一致

しており，本モデルは被害形態について考察手段のーっと

なりうると考えられる。根返り被害が体勢を占めたこと

は，幹折れに対する耐力が根返りに対する耐力よりも大き

かったことを意味するが，立木のヤング係数がもっと小さ

な樹種等であれば，幹折れ木が増加するものと考えられ
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IV考察

林縁部の立木では，樹冠部は完全に水中にあり限界流速

が小さいにもかかわらず実際の調査では被害が発生してい

なかった。原因としては 津波時は深さ方向に速度勾配が

生じ，地面近くでは津波の速度が小さく林縁部の立木は被

害を免れた可能性や，林縁部の立木の幹の剛性が影響した

可能性等が考えられる。林縁部の立木は， もともと風衝形

をなしており，また幹のヤング係数が測定結果よりも小さ

く，津波を受けたときに幹が変形して，津波による外力を

受けにくくなったのではないかと推察される。カラマツな

どの調査結果では，間伐などを行って肥大成長を促すと年

輪111Mが大きくなるが，晩材幅や晩材密度の値が大きくなる

ため年輪密度の低下はみられず，無間伐区に比べて間伐区

は動的ヤング係数が大きいことが報告されている(安久津

ら 2012)。本調査地の林縁部では肥大成長が不良で、，胸高

直径は平均 5.2cmであった。このため，ヤング係数の値

を上昇させるのに重要な晩材の形成等が不十分であり，ヤ

ング係数の値が測定結果よりも小さく変形しやすかった可

る。

現地調査による被害形態については，ある一定範囲の直

径サイズにおいては，直径が相対的に大きな個体で幹折れ

が多く発生している例(寺本ら 2012;佐藤ら 2011)や根

返りが多く発生する例(寺本ら 2012;山中ら 2012)な

と直径と被害形態との関係は不明である。しかし本簡

易モデルで検討したように，幹折れするか，根返りするか

は，幹と根系の抵抗性を定量的に解析して相対的に比較す

ることにより説明が可能で、ある。

立木の津波に対する抵抗性と形状比については， 一定の

関係がみられず(図-8).形状比よりも校下高との関連性

を注視した方が，被害発生との関係をより理解しやすい結

果となった。風害では，樹高が高いほど風を強く受け，ま

た根返りを引き起こす回転モーメントも大きくなるため，

樹高の増大は被害促進要素となり， 一方，直径の増大は，

(4)式お よび (7)式に示 したように，幹折れおよび根返り

被害の抑制要素となると考えられる。したがって，形状比

は被害促進要素と被害抑制要素の比であると考えると，形

状比が小さな立木は被害が小さくなると大まかに理解する

ことが可能である。しかし津波の場合，校下高付近の浸

水深である場合は，直径の増大は被害の抑制要素となりえ

ても，樹高の増大によって風害のような被害促進のメカニ

ズムは働かないと考えられ，形状比の物理的な意味が陵昧

となりうる。本研究では津波高を 8.5mの条件の下で

計算したが，津波高がより高くなった場合における形状比

との関連性などは，今後，更なる検討が必要であろう 。

本モデルでは，津波の実際の流速そのものを直接的に推

定するものではないが，計算から求められた限界流速を用

いて，おおよその流速を推定することは可能だと思われ

る。図-4において. 130~220 m区間では平均限界流速が

増加すると本数被害率が減少することを示したが，この区

間では，限界流速と実際の津波の流速が近い値であったと

考えられる。この区間の本数被害率と流速との関係を調べ

てみると，限界流速が約 2m/sでは被害率は 100%を示

し 実際の流速はこれよりも大きな値であり ，さらに， 限
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界流速が約 6m/sでは被害率は 0%となり，津波の速度は

この値よりも小さかったと推定される(図-4)。つまり，

130~220 m 区間における津波の流速はおおよそ 2~6m/s 

の間にあると本モデルによる計算では推定される。また，

汀線から 250m付近では平均限界流速が一時的に 3.6

m/sまで減少して，被害が発生しているレベルまで低下し

ているにもかかわらず，被害が発生していない。このこと

から林帯は流速減殺効果を発揮し徐々に波力を弱めてい

ると考えられる。

V.おわりに

東北太平洋沖地震津波の発生後の海岸林現地調査によ

り，海岸林の被害状況が詳しく報告されてきた。これらの

報告は，今後の海岸林のあり方について検討する貴重な資

料である。本研究では，これらの現地調査の結果を物理的

な見地から考察するため，簡易モデルを用いて現地の被害

状況を解析するとともにモデルの有用性を検証した。その

結果，限界流速が小さい立木において，実際に被害が発生

しており，本モデルによる解析は，津波に対する海岸林の

抵抗性を評価していると考えられる。また，簡易モデルに

よる被害形態の解析結果は，現地との定性的な一致を得て

おり，被害形態の要因の解明においても物理的な根拠を提

示することができると思われる。

今回用いた簡易モデルは，各地に存在する各被害調査結

果を相互に関連性をもって解析する際の一つの手段でもあ

り，これにより各地の被害状況を比較検討することが可能

となるであろう。今後，津波と海岸林の被害との関係性を

より明確にするため，災害後に残された貴重なデータを，

さらに有効に活用することが重要で、あると同時に，詳細な

被害解析には，より精巧なモデルの開発が望まれる。

本研究は JSPS科研費 24510262の助成を受けたものである。
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