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熱帯や亜熱帯の沿岸部には，珊瑚や石灰岩からなる巨礫が存在しており，津波石や台風石と呼ばれている．これらは科学

的もしくは文献記録が残っていない，過去数百年から数千年にわたる歴史的な津波や大型台風の発生の証拠として重要であ

る．しかし津波や高波による巨礫の移動限界や空間分布の観測記録は限られており，詳細な移動メカニズムは不明であるた

め，既往の数値モデルでは巨礫移動やその駆動力の定量的な評価が困難である．本研究では，巨礫移動現象を数値モデルで

推定するために，水理模型実験結果を用いて適用範囲の把握とモデル化を行った．孤立波と不規則波による石の移動距離の

計算結果は，いずれも水平床部が水没している条件で過大評価となったが，干出条件では概ね良好な結果が得られた．抗力

係数と質量係数には，実験で使用した石の形に準ずる係数を使用することで，良好な結果を得られることがわかった． 
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1. はじめに 
 津波により打ち上げられた巨礫は「津波石」（英語では

tsunami boulder）と呼ばれている．2004年 12月 26日に発生

したインド洋大津波など，近年の様々な調査 1) により，津波

石が複数地域で報告されたことをきっかけに，津波石研究は

世界的にも大いに注目を集めるようになった 2)．図-1に，世

界各地で報告された主な巨礫分布を示す．数百年～数千年ス

ケールという低頻度で発生する巨大津波のリスク評価に，津

波堆積物研究がきわめて重要だと再認識され，津波石も長期

リスク評価材料の一つとみなされている．2009年以降，熱帯

や亜熱帯地方の沿岸部で，台風等の高波により発生・移動し

た巨礫群（代表径 1～8m 程度）の観測事例 3) が増え，「台

風石」（storm boulder）と呼ばれるようになり，その実態が

明らかになってきた．文献記録が残っていなくても，過去数

百年から数千年にわたる歴史的な津波や大型台風の発生の

証拠になる可能性があるが，津波や高波による巨礫の移動限

界や空間分布の観測記録は限られており，詳細な移動メカニ

ズムは不明であるため，定量的な巨礫移動の数値モデル化が

行えていない．そこで本研究では，巨礫移動現象を数値モデ

ルで検討するために，木曽ら 4) が行った水理模型実験結果を

用いて，数値モデルの適用範囲の把握とモデルの改良を行う． 
 
2. 巨礫移動実験概要 
 木曽ら 4) は，長さ 45 m，幅4 m，高さ 2 mの津波再現水槽

を実験で使用した (図-2 参照)．造波板から 14 m の位置から

1/10勾配斜面が設置されており，斜面の高さ 0.8 mの部分か

らリーフ地形を想定した長さ 8 m の水平床が接続されてい

る．水平床の沖側端をリーフエッジと見なして，実験で使用

する石を設置した．巨礫模型は，石の体積の 3乗根で定義し

た代表径約 2 ~ 11 cmで，琉球石灰岩を計18個用意した．3種類

の最大長辺と形状の石に分類して，7A，7B，7Cのような形式で番

号をつけた．図-3に3DスキャンしたSTLデータを示す．実験の縮

尺は1/50で設定した．津波を模擬した孤立波と高波を模擬した

不規則波を石に作用させ，最終移動位置までの直線距離をス

チールメジャーで測定した．図-2 に示す位置に波高計を 10
台設置しており，表記は沖側から順にWG1 ~ WG10である．

なお，実験では流速計を設置しておらず不明なため，本研究

ではこの水位データを入力値として，XBeach モデルによっ

て流速を計算する． 
 
 

 
3. XBeachモデル 
 XBeachモデル 5) (以下，XBeach) は，デルフト工科大学に

よって開発された平面 2 次元の波浪と長周期波の海浜にお

ける浅水変形・砕波・減衰と海浜変形を解析可能なモデルで

ある．XBeach は非定常波作用量平衡式もしくはブシネスク

方程式に roller エネルギー平衡式と非線形浅水方程式などを

組み合わせて解くことで，砕波や波群の伝播・減衰とともに

流れ相互作用を考慮できる．XBeach の非静力ブシネスク方

程式を用いて流速および水位を計算した． 
 図-4 および図-5 は，水深 h=0.84 m孤立波 η=0.1 mの場合

の水位および流速を示したグラフである．図-4は，水平床部

に設置した各波高計位置におけるXBeachの出力結果と実測

値との比較を示しており，高い精度で再現できていることが

確認できる．図-5はXBeachによる流速の出力結果を示した

ものである．XBeach では空間的・時間的な流速変化を出力

 
図-1 世界各地で報告された巨礫分布（Goto et al.2)） 

 
図-2 津波再現水槽断面図および波高計設置位置の概要 
 

 
図-3 STLデータの一例（左から 7A，7B，7C） 



 

 

することが可能であり，縦軸は津波再現水槽の造波板位置を

基準とした水平方向の距離，横軸は時間変化，カラーバーを

流速で設定した 3次元データを平面化したグラフである．図

-2の断面図より，造波板から22 mの位置で水平床が 1/10勾
配と接続しており，勾配上で浅水変形し，水平床部で流速の

ピークを確認することができる．さらに，水平床部で急激に

減衰することなく，流速のピークを保ったまま遡上している

こともわかった． 
 
4. 巨礫移動モデルへの適用 
(1) 計算フロー 
 巨礫移動モデルの計算には，式(1)に示す野路ら 6) によって

算出された運動方程式を用いた． 

m b gV X F F Fρ − −


ｓ ＝  (1) 

ここで，Fm，Fb，Fgはそれぞれ，巨礫模型に作用する流体力，

底面摩擦力，重力の設置床に沿う方向成分を表す．Morison
式にならい，非定常流場での流体力 Fmを抗力と付加質量力

から成るものとすれば，次式で表される． 
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ここに，ρs：巨礫模型の密度 (= 2238 kg/ m3)，V：巨礫模型の

体積，X：巨礫模型の水平方向移動座標，CD：抗力係数，ρf：

流体の密度 (= 1025 kg/ m3)，A：段波の流れに対する津波石

模型の投影面積（長軸を含む面），U：巨礫模型の位置での

流速 (m/s)，CM：質量係数である． 
 図-6に，巨礫移動モデルの計算フローを示す．まず，巨礫

移動モデルの計算には，水位・流速を始めとする入力値が必

要である．本研究では，XBeach によって出力した水位と流

速の結果を使用した．この入力値に基づき，運動方程式へ代

入することで，時々刻々の流体力・摩擦力の計算が行われる．

各抵抗力の計算後，運動方程式へ代入することで，石の加速

度が算出される．その後，石の加速度の時間積分を行うこと

で，石の移動速度，移動距離が算出される．以上が，巨礫移

動モデルによる石の移動計算の一連の流れである． 
 
(2) 入力値の代入 
 巨礫移動モデルの入力値には，水位・流速・地形・石の特

性を代入する必要がある．水位と流速には，XBeach の出力

結果を使用した．また，地形には，津波再現水槽の断面図を

使用した (図-2参照) ．実験では，津波石模型は水平床沖側

端に設置しているため，勾配のない地形条件となっている．

運動方程式には重力の斜面方向成分を加味する必要がある

が，この計算の重力の設置床に沿う方向成分は 0である．ま

た，石の特性は実験で使用した石の測定値に基づき，3軸の

長さ，質量，体積，摩擦係数等を入力値として，それぞれの

石について計算を行った． 
 
(3) 運動方程式への代入 
 外力条件を入力し，計算を実行する．入力値に基づき，ま

ずは時々刻々の流体力と摩擦力を計算する．図-7は，流体力

と摩擦力の時間変化の関係を示した図である．流体力と摩擦

力の関係は相反する関係にあり，流体力の増加と共に摩擦力

が減少していることが確認できる．式(2)から，流体力は抗力

項と慣性項からなり，流体力のピークは流速に依存している．

ここで，式(1)に石の質量，流体力，摩擦力を代入することで

石の加速度が算出される．算出された加速度の時間積分に基

づき，石の移動速度及び移動距離が計算される． 

 
図-5 水深 h=0.84 m孤立波 η=0.1 mの場合の流速分布の

時空間分布（濃淡：流速[m/s]） 
 

 
図-4 水深 h=0.84 m孤立波 η=0.1 mの場合の水平床部に

おける各波高計位置での水位の時間変化の比較 

 
図-6 巨礫移動モデルによる石の移動計算フロー 

 



 

 

 
5. 孤立波の解析結果 
(1) 津波石の移動距離分布図 
 石の最終移動距離と流体力の関係を入射波の振幅 η，初期

位置（水平床沖側端）からの石の最終移動距離X，石の代表

径D，一様水深 hの条件でまとめた．実験と計算で得られた

石の最終移動距離と波高・水深の関係を図-8に示す．ここで，

Δh は一様水深から地盤高を引いた値と定義され，入射波振

幅 η，移動距離 X をそれぞれ石の代表径 D で除算し無次元

化している．Δh がプラスの値は水平床部が干出，マイナス

の値は水平床部が水没していることを示している．また，こ

れらの図では，黒丸が実測値および計算値であり，線形内挿

で補間した結果を濃淡図で示す． 
 孤立波において，X/D が大きくなる時をΔh/D に注目して

比較した．実験値の石の最終移動距離と波高・水深の関係を

示す図-8(a)では，Δh/D がプラスの値の条件で，水平床部の

干出時にX/Dが大きくなる結果となった．これより，孤立波

による石の移動は，砕波位置に大きく影響することが考えら

れる．砕波が 1/10勾配斜路で発生するΔh/Dがマイナスの条

件において，移動距離が最も小さくなっている．一方で，Δ
h/D が 2 ~ 3 といったΔh が石の代表径よりも大きな値にな

るときはリーフエッジよりも水平床部で砕波が起きるため，

Δh/D が 1 付近のときと比べると X/D は小さくなった．Δ
h/D が 1 付近では，砕波した波が直接石に当たるため，X/D
が最も大きくなった．次に，計算値の石の最終移動距離と波

高・水深の関係を示した図-8(b)では，Δh/Dがマイナスの値

の条件でも，水平床部の干出時にX/Dが大きくなる結果とな

った．式(3)より，摩擦力を計算する際に浮力を考慮する必要

があるため，水平床部が水没している条件では，相対的に摩

擦力が小さくなる．そのため，汀線付近で流速が大きくなる

Δh/D が 1 付近に加えて，Δh/D がマイナスの値の条件でも

X/Dが大きくなる結果となった． 
 図-9は，計算値の石の最終移動距離から実験値の石の最終

移動距離を引いて，石の代表径で無次元化したX/Dと波高・

水深の関係を示すグラフである．このグラフから，計算値の

石の最終移動距離は，水深が深くなるにつれて過大評価であ

ることがわかる．なお，η/D = 4，Δh/D =1付近では濃淡図が

線形的に変化していないが，これは h = 0.74 mと 0.84 mの実

測値の分布がほぼ上下対称なのに比べて，h = 0.79 mの分布

が異なるためと考えている． 
 
(2) モデル係数の鋭敏性評価 
 孤立波及び後述の不規則波の計算では，流体力を計算する

際に使用する，抗力係数CD値・質量係数CM値を，大窪ら 7) 

の津波石移動計算において良好な結果を得た，立方体ブロッ，

クに用いられる一般的な CD 値 (=1.05)・CM 値 (=1.67) を使

用した．本来，これらの係数はレイノルズ数に依存し，物体

の形状によって異なり，一般化は難しい．特に，津波石の形

状は多様であり，これらを正確にパラメタライズすることは

現実的ではない．そのため，係数の鋭敏性を感度分析により

評価した． 
 立方体の計算結果に加えて，岡田ら 8) のタイ・パカラン島

における現地調査の結果，津波石の形状は直方体や楕円体に

近似できるものが多かったことから，直方体の CD 値 
(=1.17) ・CM値 (=2.0) も使用した．なお，楕円体のCD値は

 
(a) 実験結果 

 
(b) 計算結果 

図-8 移動距離と波高，移動距離と水深の関係 
 

 
図-9 計算値から実験値を引いた移動距離と波高，移動距

離と水深の関係 

 
図-7 流体力と摩擦力の時間変化（青：流体力，赤：摩擦

力） 
 



 

 

代表的な値がないため，その代用として球の CD値 (=0.5)・
CM値 (=1.5) を使用した． 
 これらの係数を用いた巨礫移動モデルによる計算結果を，

図-10にそれぞれ形状の異なる 7A，7B，7Cの石 (図-3参照) 
について示す．石の最終移動距離X，目標振幅 ηとして，そ

れぞれ石の代表径Dで除して無次元化した．また，計算値と

実験値との比較を行うため，同ケースで 2回測定した実験値

をエラーバーで示す．図-10より，水深が0.84 mのケースで，

立方体もしくは直方体のCD・CM値で計算した場合，すべて

の石で計算値が過大評価となった．波高の小さなケースでは

概ね良好な結果を得ているが，水深 0.79 m の波高の大きな

ケースで，7Aと 7B の石では，立方体もしくは直方体のCD・

CM 値で計算した場合では，計算値が過小評価となった．ま

た 7C の石では，立方体もしくは直方体の CD・CM値で計算

した場合，計算値が過大評価となり，球形のCD・CM値で計

算した場合に概ね良好な結果となった．図-3 の STL データ

から，7A・7B の石の形は立方体や直方体に，7Cの石は球に

近い形をしており，これらの係数を断定することまでは至ら

ないが，計算結果と照らし合わせてみると，ある程度の整合

性を確認できた． 
 
5. 不規則波の解析結果 
 孤立波と同様の手順で，不規則波の解析を行った．基本的

な計算の流れは孤立波と同様であるが，不規則波は連続的に

波が作用するため，反射波の影響を強く受ける．入射波を完

全透過条件で計算した場合，石の移動距離が極端に増加した

ケースがあった．実験では，透過条件に近い条件で行われた

が，実際には石を止めるためのネットや斜路のフレームによ

る弱い反射が見られたため，弱反射条件で計算した．反射率

は，実験結果を参考にして感度分析で決定した． 
 図-11 は，不規則波による石の最終移動距離の計算値から

実験値を引いて，石の代表径で無次元化したX/Dと波高・水

深の関係を示すグラフである．不規則波の場合でも，孤立波

と同様に，計算値の石の最終移動距離は，水深が深くなるに

つれて過大評価であった．しかし，H1/3/D が 3以上の条件を

除き，X/Dが 0に近いことを示す，カラーマップが白で表記

されている範囲が広く，Δh/Dがプラスの水平床部が干出し

ている条件では概ね良好な計算結果が得られた． 
 
6. 結論 
 本研究では，ブシネスク方程式と巨礫移動モデルを組み合

わせて，巨礫移動過程の再現性の評価を行った．以下に，本

研究で得られた主要な結論を示す． 
(1) 孤立波と不規則波による石の移動距離の計算結果は，

いずれも水平床部が水没している条件で過大評価とな

った．干出条件では概ね良好な結果が得られた． 
(2) 流体力を計算する際に使用する抗力係数CD・質量係数

CMについて，直方体・立方体・球のそれぞれの値で計

算した結果，実験で使用した石の形に準ずる係数を使

用することで，良好な結果を得られることがわかった． 
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図-10 各係数毎の移動距離の計算結果（左：0.79 m，右：

0.84 m，上段：7A，中段：7B，下段：7C） 
 

 
図-11 計算値から実験値を引いた移動距離と波高，移動

距離と水深の関係 


