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１．背景と研究目的

３．研究

東日本大震災では，沿岸部の下水道施設は津波
により壊滅的な被害を受けて機能停止に陥り，水
洗トイレの使用自粛願いや下水の簡易放流等，住
民生活および環境に甚大な影響を及ぼした。
大分県では，東日本大震災を受けて見直しされ
た津波浸水想定によって，県内のいくつかの既設
下水処理施設が浸水被害を受ける結果となった。
そこで本研究では，効果的かつ効率的な津波対策
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表－１ 検討対象とする施設数

0．資料収集整理（都道府県からの情報提供）
１．津波シミュレーション
①解析モデルの構築と対象とする津波の選定
②都道府県津波浸水想定との再現性の確認
③詳細な解析モデルの構築
④詳細な津波シミュレーションの実施

２．下水道施設の被害想定
３．津波対策の検討
（基本方針・対策内容・スケジュール）
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3-1 津波シミュレーションの概要
(1) 詳細な津波シミュレーションについて
本研究では，
「津波浸水想定の設定の手引き（国
土交通省）」（以下，手引き）に準拠した，わが国の
多くの津波解析に適用されている東北大学モデル
TUNAMI を使用した。シミュレーションのデータは
大分県より提供を受けた津波浸水想定データ（解析
格子間隔最小 10m メッシュ）を基に，検討の対象と
する下水道施設の周辺を国土地理院が管理する 2m
メッシュの詳細な地盤高データに置き換えたものを
使用した（モデル構築の詳細な手法は前述のマニュ
アルによる）。図－２，図－３及び表－２に本シミュ
レーションの概念を示す。
特徴として，下水道施設の場内建物及び建物壁面
における津波のせき上げ現象をシミュレーション上
で再現しており，津波浸水対策を実施する基準水位
（せき上げを考慮した浸水深＋地盤高）や各構造物
に作用する波力（耐津波設計値として用いられる波
圧の諸元となる津波の力）を定量的に算定すること
ができる。
※場外の建物については，従前の手引きに従い，
土地利用に応じた地表面の粗度係数としてシ
ミュレーション上に反映されている。
(2) 対象とする津波の選定
大分県では津波浸水想定において，「最大クラス
の津波」として，国（内閣府）が検討した南海トラ
フの地震や，歴史上大きな津波被害をもたらした地
震の再現（別府湾の地震・周防灘断層群主部）等，

図－２
図－２シミュレーション範囲（例）
シミュレーション範囲（例）
表－２
シミュレーションの概要
表－２
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シミュレーションの概要
モデル
モデル

東北大学モデルTUNAMI
東北大学モデルTUNAMI

データ
データ
◇都道府県津波浸水想定ベース
◇都道府県津波浸水想定ベース
（解析格子間隔最小10mメッシュ）
（解析格子間隔最小10mメッシュ）
2
2
◇対象施設の周辺（最大4km
◇対象施設の周辺（最大4km
程）を
程）を
2mメッシュ地盤高※に置き換え
2mメッシュ地盤高※に置き換え

（≒解析格子間隔最小2mメッシュ）
（≒解析格子間隔最小2mメッシュ）
※国土地位院管理データ
※国土地位院管理データ

建 建物 物
◇施設場内の建物を再現
◇施設場内の建物を再現
◇津波のせき上げ現象を再現
◇津波のせき上げ現象を再現

3 つのケースを想定している。
本研究では，下水道施設を対象として最大クラス
の津波を解析した結果，次の傾向が見られた。表－
３に各最大クラスの津波の特徴を示す。
①南海トラフの地震による津波が，大分県の広域に
おいて浸水深が最大となる。
※ただし，別府湾に接する大分市及び別府市につ
いては，局地的に発生する別府湾の地震による
津波が浸水深最大となる。
②震源が近い別府湾の地震による津波が最も早く各
施設に到達する。
③周防灘断層群主部の地震による津波は，比較的津
波高が低く，今回検討対象の下水道施設に及ぼす
被害が小さい。
本研究では，各最大クラスの津波の特徴から，各
対象施設に対し，人命確保の観点より避難等時間に
関わる対策については津波到達時間が最短となる
ケースを採用，施設機能維持の観点より浸水対策に
ついては浸水深が最大となるケースを採用した。
(3) 都道府県津波浸水想定との再現性の確認
詳細な津波シミュレーションに先立ち，本研究で
構築したシミュレーションモデルについて，県の津
波浸水想定との再現性の確認を実施した。
これは，本研究による解析の結果が，津波法及び
手引きに従い県が実施した津波シミュレーションの
解析結果と整合し，同等の妥当性を持つことを確認
するために実施するものである。
再現性の確認は，マニュアルに準拠し，津波浸水

図－３
図－３
シミュレーションの模式図
図－３シミュレーションの模式図
シミュレーションの模式図
表－３
最大クラスの津波
各ケースの特徴
表－３
各ケースの特徴
表－３最大クラスの津波
最大クラスの津波
各ケースの特徴
◇全国的に影響を及ぼす地震および津波
◇全国的に影響を及ぼす地震および津波
◇津波到達は１時間程度
◇津波到達は１時間程度
南海トラフの地震
南海トラフの地震
◇別府湾付近を除いたほとんどの施設で
◇別府湾付近を除いたほとんどの施設で
（内閣府のモデル）
（内閣府のモデル）
津波浸水深が最大となる
津波浸水深が最大となる
※浸水深は沿岸部施設で最大4.8m程
※浸水深は沿岸部施設で最大4.8m程
◇別府湾で局地的に発生する地震および津波
◇別府湾で局地的に発生する地震および津波
◇津波到達が概ね30分以内と非常に早い
◇津波到達が概ね30分以内と非常に早い
◇別府湾付近では津波に加え、
別府湾の地震
別府湾の地震◇別府湾付近では津波に加え、
地盤沈下により浸水被害が甚大
地盤沈下により浸水被害が甚大
※浸水深は沿岸部施設で最大4.5m程
※浸水深は沿岸部施設で最大4.5m程
◇周防灘で局地的に発生する地震および津波
◇周防灘で局地的に発生する地震および津波
周防灘断層群主部
周防灘断層群主部
◇津波高が比較的低いため被害は小さい
◇津波高が比較的低いため被害は小さい
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である。
再現性の確認は，マニュアルに準拠し，津
再現性の確認は，マニュアルに準拠し，津
深・津波浸水範囲・津波到達時間の
3 点を比較した。
0.95＜K ＜1.05，κ＜1.45
波浸水深・津波浸水範囲・津波到達時間の
波浸水深・津波浸水範囲・津波到達時間の
33
その内，津波浸水深は手引きに示される津波痕跡高
点を比較した。その内，津波浸水深は手引き
点を比較した。その内，津波浸水深は手引き
に示される津波痕跡高と計算高の空間的な適
と計算高の空間的な適合度を示す指標を用いた検証
本研究では，グリッドを用いて地点数ｎ を設定し
に示される津波痕跡高と計算高の空間的な適
合度を示す指標を用いた検証を行った（図－
合度を示す指標を用いた検証を行った（図－
を行った（図－４）
。
K 及びκを計算した。その結果，
４）
。
４）
。
指標は次式に示す幾何学平均
K 及び幾何学標準偏
指標は次式に示す幾何学平均
指標は次式に示す幾何学平均 KK 及び幾何学
及び幾何学
差κを用いる。
K ＝1.00，κ＝1.01（ｎ ＝107)
標準偏差
標準偏差κ
κを用いる。
を用いる。
手引きより，
手引きより，
手引きより，

となり，良好な適合度が得られた。
・・・(１)
・・・(１)

…(１)

(4) 詳細な解析モデルの構築
詳細な津波シミュレーションの範囲では，施設場
・・(２)
…(２)
・・(２)
内における詳細な水理量（浸水深，流速，流向等）
図－４
図－４ 再現性の確認
再現性の確認
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対策の
◇水深係数の設定について
命確保お
水深係数は波力（波圧）の計算に用いられ，

震による
いて第一
湾の地震
する津波
最大とな

用いられ，
ある。

水深係数

最大 3.0
により最
ているが，
概ね海岸
的に 3.0

造上の要
フルード
ミュレー
係数を設
深係数は
直撃する
細な津波

る波力の算定までを行うこととした。
とし，立地条件（海岸からの距離等）により最
また，検討にあたり，考え方や検討手法・情
小 1.5 まで低減することが可能としているが，
報の共有を目的に報告会・勉強会を実施した（図
津波被害の恐れがある下水道施設は概ね海岸
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－11）
。
付近に立地しており，水深係数は一般的に
3.0
表－４ 津波対策の目標と基本方針
津波対策の目標と基本方針
を採用することが多い。
施設において水深係数は
1.5 まで低減された。これ
表－４
本研究では，
「津波避難ビル等の構造上の要
は，津波が直撃するような海岸付近の施設において
人命確保および
件の解説（国土交通省）
」に示されるフルード
基本機能維持（揚水・消毒・放流）
目 標
も，詳細な津波シミュレーションを用いることによ
「下水道施設の耐震対策と解説」などに基づく
数に応じた水深係数の低減に従い，シミュレー
り，より適正な波力の設定が可能であることを意味
①人命確保
避難先の確保、避難ルートの設定
する。ションで求めたフルード数から水深係数を設
二次避難や津波到達時間を考慮
定した結果，全ての施設において水深係数は
本結果について，
外部の学識経験者（防衛大学校）
②浸水対策
施設規模に応じたレベルを検討
1.5 まで低減された。これは，津波が直撃する
による確認を実施した。
施工・維持管理・費用の観点で評価
ような海岸付近の施設においても，詳細な津波
③漂流物対策 ◇漂流の指標となる漂流限界を整理
◇津波バリアーの検討
3-2 下水道施設の被害想定
シミュレーションを用いることにより，より適
「津波漂流物対策施設設計ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」などを参考
シミュレーション解析結果及び現地調査を踏ま
正な波力の設定が可能であることを意味する。
え，人命確保と機能維持の観点から各建物について
本結果について，外部の学識経験者（防衛大
津波が建物内に浸入する開口部（窓，扉等）を特定
学校）による確認を実施した。
し，被害を受ける区画・機能を想定した。図－10
に被害想定の例を示す。また，解析結果より津波の
3-2 下水道施設の被害想定
流向・流速が把握できることから漂流物を想定する
シミュレーション解析結果及び現地調査を
ことが可能である。津波被害の程度は施設の地盤高
踏まえ，人命確保と機能維持の観点から各建物
および地震で予想される地盤沈下に大きく左右され
について津波が建物内に浸入する開口部（窓，
る結果となった。
扉等）を特定し，被害を受ける区画・機能を想
定した。図－10 に被害想定の例を示す。また，
解析結果より津波の流向・流速が把握できるこ

図－10 被害想定の例
被害想定の例
図－10

とから漂流物を想定することが可能である。津

図－11 報告会風景
での具体的な対策内容を設定し，施工性・維持管理
性・概算費用の観点から最も適切であるレベルを採
用した。対策の傾向として，浸水深が 50cm 程度と
比較的浅い場合は高潮対策等に用いられる止水板の
採用，浸水深がおよそ 1m 以上と深くなる場合はよ
り強固な防水扉の採用や窓の閉塞等が中心となる。
(3) 漂流物対策
施設周辺で漂流の恐れがある物体について，漂流
の指標となる限界条件（漂流限界）を文献より整理
し，解析結果が限界条件を超える場合に漂流物とし
て想定した。対策は「津波漂流物対策施設設計ガイ
ドライン（沿岸技術研究センター）」に基づいた製
品の採用についてメーカーヒアリングにより検討を
行った。
図－12 に津波対策の検討事例を示す。

3-3 津波対策の検討
波被害の程度は施設の地盤高および地震で予想
対策の目標と基本方針は指針等に基づき，人命確
される地盤沈下に大きく左右される結果となっ
保および揚水・消毒・放流等の必要最小限の施設機
た。
能維持とした（表－４）。なお，既設構造物の耐津
波補強については，別途，耐震診断を踏まえた耐震
3-3
津波対策の検討
補強と併せて実施することが効率的と考えるため，
対策の目標と基本方針は指針等に基づき，人
本研究では補強の諸元となる波力の算定までを行う
命確保および揚水・消毒・放流等の必要最小限
こととした。
3-4 耐津波対策基本計画の策定
の施設機能維持とした（表－４）
。なお，既設構
また，検討にあたり，考え方や検討手法・情報の
各施設の津波対策について，優先順位を定め，耐
造物の耐津波補強については，別途，耐震診断 。 津波対策として可能な限り早期に実施すべき対策
共有を目的に報告会・勉強会を実施した（図－11）
を踏まえた耐震補強と併せて実施することが効
(1)
人命確保
（短期の目標）と，施設 改築更新等に併せて実施す
率的と考えるため，本研究では補強の諸元とな
長時間におよぶ浸水が予想されるため，救難機に
べき対策（中・長期の目標）に判別した。
る波力の算定までを行うこととした。
よる二次避難を考慮して屋上へ移動できる建物を一
また，検討にあたり，考え方や検討手法・情
時避難先とし，解析で得られた津波到達予想時間内
報の共有を目的に報告会・勉強会を実施した（図
に避難できることが可能か現地調査による検証も踏
－11）
。
まえ，避難ルートの確認を行った。検討結果は下水
表－４ 津波対策の目標と基本方針
道 BCP へ反映するため，緊急避難マップとして取り
まとめた。
人命確保および
基本機能維持（揚水・消毒・放流）
(2)目 浸水対策
標
「下水道施設の耐震対策と解説」などに基づく
浸水対策は，対策規模を対象施設全体・建物毎・
①人命確保
避難先の確保、避難ルートの設定
部屋毎・機器毎の四段階のレベルに分け，各レベル
二次避難や津波到達時間を考慮

②浸水対策

施設規模に応じたレベルを検討
施工・維持管理・費用の観点で評価

③漂流物対策 ◇漂流の指標となる漂流限界を整理
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ター）
」に基づいた製品の採用についてメーカ
果のご確認及び御助言を賜りました防衛大学校
ーヒアリングにより検討を行った。
システム工学群建設環境工学科 鴫原良典講師に
図－12 に津波対策の検討事例を示す。
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