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１．はじめに 
 平成 23 年に発生した東北地方太平洋沖地震では、津波により人命、財産に未曽有の被害が生じ、下水道施

設も壊滅的な被害を受けた。これを受けて、内閣府からは南海トラフの巨大地震による被害想定が公表され

ており、沿岸部に位置する下水道施設の津波対策が喫緊の課題となっている。本稿は、耐津波対策計画策定

に向けて、下水道施設を対象としたシミュレーションを実施する際の留意事項について考察を行ったもので

ある。 
２．津波シミュレーションの概要 
 津波浸水シミュレーションは、地形等の基礎データを構築

して、震源域の地殻変動から計算された初期水位のもとで、

外洋から沿岸への津波の伝播・到達、沿岸から陸上への津波

の遡上を計算実施するものであり、このシミュレーションに

よる計算結果から下水処理場等の対象施設の浸水深や津波

波圧を算定して、耐津波対策計画策定や下水道 BCP 策定に

活用する（図 1）。 
（1）計算モデルの構築と条件設定 
 津波解析に必要となる基礎データ（地形、粗度、堤防、初

期水位、津波断層モデル）は、内閣府「南海トラフの巨大地

震モデル検討会」から提供されている他、各都道府県の津波

浸水想定で用いられたデータを活用できる。また、シミュレ

ーションには、東北大学で開発され、我が国の多くの津波解

析で採用されている TUNAMI モデルを用いた。 
（2）解析結果の出力 
 解析結果として浸水深だけでなく、図 2 に示すように任意

地点の流速や流向についても算出し、時系列で表示すること

が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2 解析結果例（左：浸水区域図、右：時系列浸水深・流速波形図） 
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図 1 津波シミュレーションを活用 
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３．津波シミュレーションを実施する上での留意事項 
 「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版-」（以下、「耐

震指針」）では、東北地方太平洋沖地震による被害を受けて

耐津波対策に関する項目が新たに盛り込まれ、対策検討に必

要な諸元として表 1 の項目を示している。津波シミュレーシ

ョンに基づき耐津波対策策定を行う場合の留意事項を以下

に示す。 
３．１ 想定津波の設定 
 各都道府県では最新の知見に基づき、最大クラスの津波を

もたらすと想定される地震を数ケース選定して津波浸水想

定を検討している。このため、同一都道府県内でも地域や施

設ごとに最大クラスとなる地震が異なる場合がある。シミュ

レーションにより下水道施設内の浸水深・流速を求める際

は、各都道府県が選定したケース間で水深・浸水面積等の比

較を行い、対象施設に対して最大クラスの津波をもたらすケ

ースを明確にする必要がある。 
 また、各都道府県の検討では、津波浸入の有無の判断に必

要となる「基準水位」や津波流速のデータが作成されていな

いケースがある。シミュレーションを行わずに耐津波対策を

検討する際は、事前に津波浸水想定に関するデータについて

確認する必要がある。 
３．２ 基準水位の算定 
 基準水位(hfmax)は、想定津波浸水深に建築物等に衝突する

津波のせき上げを加えて算出される値である（図 3）。津波

シミュレーションでは任意地点の時系列水深・流速が出力で

きることから、基準水位を時系列で算定することが可能であ

る。一方、津波流速が得られない場合の基準水位の設定方法

として、「下水道施設耐震計算例-処理場・ポンプ場編-2015
年度版」では津波浸水深の 1.405 倍という値が示されている。 
 津波浸水深 hbmax に対し基準水位 hfmax がどの程度の割合で

かさ上げされるか、O 県の下水道施設を対象に行ったシミュ

レーション結果から、津波浸水深と基準水位の比を算出した

結果を図 4 に示す。算出の結果、hfmax/hbmax の最大値は約 1.4
で、多くの施設は 1.2 以下の値となった。また、hbmax が 2.0m 以下の場合に hfmax/hbmax は 1.0～1.4 の値をとる

が、hbmax が 2.0m を超えると最大で 1.1 程度となる。津波浸水深が大きいほど、基準水位に対するせき上げ高

さの比率が小さくなる傾向が示された。このように、シミュレーションを用いることで、施設に応じて流況

を反映した適切な基準水位の設定が可能となる。 
３．３ 水深係数の設定 
 津波波圧を算定する際に用いる水深係数（a）について、耐震指針では堤防や建築物等による軽減効果を考

慮して図 5 に示す設定値が示されている。一方で「フルード数 Frが算出される場合は適宜水深係数を設定す

ることができるものとする」との記述があり、設定方法として「津波シミュレーションモデル利活用マニュ

アル-2015 年 6 月一部改訂-」では図 6 の考え方が示されている。 

図 3．基準水位の概念図（耐震指針より抜粋）
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図 4．シミュレーションより算定した 

津波浸水深 hbmaxと基準水位 hfmaxの比 

hfmax/hbmax＝1.405 

表 1．耐津波対策で必要となる諸元 

項目 諸元の内容

想定津波
中央防災会議等の検討により示された「最大クラ
スの津波」

想定津波浸水深
「最大クラスの地震」に対し、都道府県知事が公表
する「津波浸水想定」で定める値

津波荷重
（津波波圧）

「津波浸水想定」に定める水深に「水深係数」を乗
じた津波波圧を用いる。

構造物開口部への
津波浸入の有無の

判断

建築物等に衝突する津波の水位の上昇（「せき上
げ」）を考慮して必要と認められる値を加えて定め
る水位（「基準水位」）を用いる。



図 5．津波波圧の設定の考え方 

(耐震指針より抜粋) 

■水深係数の設定値 

 シミュレーションを用いた水深係数の設定例として、O
県の算定結果を図 7 に示す。算定の結果、施設の立地条件

に関わらず a=3.0（Fr>1.5）をとるケースは無く、大部分が

a=1.5（Fr<1.0）となる結果であった。下水道施設の多くは

海岸・河川沿いに位置することから、フルード数に基づか

ない場合は a＝3.0 をとるケースが多いと考えられるが、シ

ミュレーションを用いて詳細な浸水深・流速を算出するこ

とで、水深係数を低減できる可能性がある。 
３．４ 浸水開始時間・継続時間 
 シミュレーション結果より、地震発生から浸水開始まで

の時間や浸水解消までの所要時間を把握可能であり、避難

場所・ルートの検討や下水道BCPに活用することができる。 
 ここで、シミュレーション結果には地震による地殻変動

の影響が含まれていることから、低地部の施設では地殻変

動の影響で地盤が沈下し、津波襲来後に浸水が解消しない

場合があることに留意が必要である。 
４．おわりに 
 津波シミュレーション結果に基づき、被害想定・津波対

策策定を実施する際に留意すべき事項を以下に示す。 
①同じ都道府県内でも、施設によって最大クラスとなる津

波断層モデルが異なる可能性がある。 
②シミュレーションを用いて基準水位を設定することで、

流況を反映した基準水位の設定が可能となる。 
③水深係数をフルード数に基づき設定することで、水深係

数を低減できる可能性がある。 
④シミュレーション結果には地震による地殻変動の影響が

含まれるため、下水道 BCP 等に利用する際には注意が必要

である。 
 なお、本稿は O 県の下水道施設を対象に実施したシミュ

レーション結果を基に考察を行ったものであり、他の都道

府県で解析を行った場合は、本稿に示す傾向と異なる可能

性があることに留意が必要である。 
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図 6．フルード数を用いた 

水深係数設定フロー 
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図 7．O県シミュレーション結果に 

基づく水深係数 aの判定 
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