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概要 
 沿岸域を襲う津波・高潮等の災害は，ハード対策で計画されている規模を上回る可能性がある．

こうした災害は，発生頻度は低いが，ひとたび生起すると大きな被害をもたらす．本研究では，

災害時に減災効果があり，非災害時（平常時）にも社会的効用がある対策を提案し，こうした多

様な効用を有する施策に関する評価手法，地域住民等と行政との合意形成手法及び高潮・高波対

策施設等の統合的マネジメントシステムの構築を行った．本報告は，その研究成果を取りまとめ

たものである． 
 
キーワード：津波，高潮，沿岸域災害，低頻度メガリスク型沿岸域災害，事業評価，合意形成手法，

マネジメントシステム 
 
Synopsis 

Disasters caused by coastal hazards such as tsunamis and storm surges tend to excess protection target for 
structural design. Such disasters, which frequencies of occurrence are very low, cause severe damages. 
The aim of this research project is to propose reduction measures against the mega-risk type coastal 
hazards which also have social utilities at ordinary times and to establish methods for evaluation of effects 
of these measures and for facilitating consensus-buildings among local residents, administrative bodies 
and other stakeholders ,and to produce an integrated management system for facilities in anticipation of 
flooding from storm surge and high surf. This report presents the final outcome of this research project. 

    
Keywords : tsunami ,storm surge, coastal hazard, isfrequent mega-risk type coastal hazard, evaluation of 

project effect, consensus-building, management system  
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第１章 研究の概要         

 

１ 研究の目的 

沿岸域を襲う津波・高潮等は，津波の原因となる地震想定の不確実性，確率評価に用いられる過去

のデータの制約，地球温暖化による影響などから，計画されている防御レベルを上回る可能性がある．

計画外力を上回る津波・高潮等による災害（以下，「低頻度メガリスク型沿岸域災害」という．）に

対しては，従来からの海岸保全施設による防護等のハード対策に頼るのでは投資額が莫大なものとな

り現実的でなく，沿岸域全体の防災力を高める，より総合的な対策が必要である．こうした対策，特

に，人口，都市機能等の集積が進んだ都市部の沿岸域における対策として，岸壁，上屋・倉庫等の既

存港湾施設，第一線に立地する建物，森林・植林・植栽・砂浜・干潟などによる津波等のエネルギー

の減殺，到達時間の遅延効果によるもの，また，臨海部遊休地の利用転換や再開発時に防潮機能・避

難場所としての機能を有するプロムナードや緑地を配置するもの，減災を考慮した土地利用の規制・

誘導措置の導入等土地利用計画，配置計画によるものが想定される．  

本研究では，発生頻度は低いが，ひとたび生起すると沿岸域の居住者や各種の機能等に大きな被害

をもたらす低頻度メガリスク型沿岸災害対策として、No-Regret-Policy（後悔しない政策）－具体的

には，災害時に減災効果があり、非災害時（平常時）にも社会的効用がある対策－を提案するととも

に，こうした多様な効用を有する対策（図１－１）に関する評価手法，地域住民等と行政との合意形

成手法及び高潮・高波対策施設等の統合的マネジメントシステムの構築を行うことを目的としたもの

である． 
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図１－１ 低頻度メガリスク型沿岸域災害に対する多様な効用を有する対策のイメージ 

 

1



  

２ 研究の背景 

＜低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の必要性＞  

発生の切迫性が指摘されている東海，東南海・南海地震，日本海溝・千島海講周辺地震等巨大地震

及びこれらの地震に伴う津波による被害想定が公表されているが，被害想定は震源の設定など一定の

シナリオに基づくもので，この被害想定を上回る規模の災害が発生する可能性がある．また，海外で

は，インド洋大津波，ハリケーン・カトリーナなど想定を上回る巨大災害が発生しており，我が国に

来襲する台風についても大型化や多頻度化が懸念されている．長期的には海水面上昇による被害拡大

も懸念されている．しかしながら,こうした不確実性が高く長期的な期間での対応が求められる沿岸域

災害に対する減災対策は体系的に整理されていない． 

＜後悔しない政策（No-Regret-Policy）の必要性 ＞ 

低頻度メガリスク型沿岸域災害に対してハード対策により対応することは莫大な投資額の面から現

実的な政策オプションではない．一方,仮に莫大な費用を投じて不可確実性の高い低頻度メガリスク型

沿岸災害に対して各種のハード対策を施しても,巨大災害が生起しない間は減災の効果が発現されず

余計な施策・無駄な投資との批判を受けるおそれがある.こうした背景から,巨大災害時に減災効果が

あり,平常時にも社会的効用がある対策を提案することが求められている．すなわち，将来，災害が発

生した際に「備えを怠っていた」と後悔しない，施設や装置の供用期間に災害が生起しなくても「無

駄な投資をした」と後悔しない，No-Regret-Policy（後悔しない政策）の提案が必要である． 

 

３ 研究内容 

（１） 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策についての基本的な考え方の整理 

 インド洋大津波，ハリケーン・カトリーナなど既往の災害に対するレビューを行い，低頻度メガリ

スク型沿岸域災害対策の必要性，方向性について整理した. 

（２） 沿岸域における各種施設の減災効果評価手法の開発  

沿岸域に整備・立地している港湾施設（防波堤，岸壁，上屋・倉庫等）やその他の建物，森林・植

林・植栽，砂浜，干潟などによる津波・高潮の浸水域，浸水深，流速，到達時間などへの影響を数値

シミュレーション等により解析し，減災効果評価手法を取りまとめた.  

（３） 沿岸域災害対策の多様な効用の評価手法の構築 

臨海部都市インフラの被災メカニズムや，沿岸域災害対策の災害時・平常時の多様な効用をとりま

とめるとともに，この結果に基づき，都市的な利用が行われている沿岸域を対象とするケーススタデ

ィを実施し，災害時の減災効果と平常時の経済効果を併せた多様な効用を持つ対策の評価手法をとり

まとめた．  

（４） 合意形成モデルの構築 

低頻度メガリスク型の沿岸域災害対策においては、従来型の災害対策に比べ、平常時と災害時の効

果の受益の対象が広範囲に及ぶとともに，その対策の実施主体も行政のみにとどまらないこととなる．

このような対策を実施するために必要となる合成形成手法について，他事業の事例や既往の知見から

検討し，合意形成モデルを提案した．  

（５） 統合的マネジメントシステムの構築 

海岸保全施設の危険度の評価と背後地域の脆弱性の評価を統合したマネジメントシステムの構成・

運用についての概念モデルを作成した． 
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４ 研究体制 

本研究は，国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部が実施したものであるが，独立行政法人港湾空港

技術研究所，徳島大学等で構成される検討会を開催するとともに，ケーススタディの実施に当たって

は，国土交通省港湾局、地方整備局，関係自治体等と連携して実施した（図１－２）．また，港湾・海

岸のみならず河川，都市，道路等の他事業の事例を参考にした．本研究に携わった研究者は，小田勝

也(2006年4月～2008年8月)，鈴木武(2008年8月～2010年3月),岡本修(2006年4月～2010年3月),

池田清(2010 年 4月～8月)，根木貴史(2010 年 8月～)の 5名である. 

 

図１－２ 研究体制 

 

５ 研究スケジュール 

 本研究は，平成 18～21年度の 4年間で表１－１に示すスケジュールで実施した． 

 

表１－１ 研究スケジュール 
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第２章 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策についての基本的な考え方 

 

１ 低頻度メガリスク型沿岸域災害の定義 

沿岸域を襲う津波・高潮等は，津波の原因となる地震想定の不確実性，高潮を生起する確率評価

に用いられる過去の台風データの制約，地球温暖化による影響などから，海岸保全施設による防護

等のハード対策で計画されている規模（計画外力）を上回る可能性がある．このような計画外力を

上回る巨大津波・高潮が発生する確率は低いが，一度発生するとその被害は未曾有のものとなるこ

とが予想され，低頻度ながら被害リスクが大きい災害となる．本報告では，このように事象の発生

確率は低いが，大規模災害となる可能性を有する沿岸域災害を「低頻度メガリスク型沿岸域災害」

と定義する． 

ただし，どのくらいの被害規模をもってメガリスク災害と定義するのか，明確な基準はないが，

ハリケーン・カトリーナや台風 MAEMI の後，米国も韓国も 100 年に一度の災害に対する対策を実施

している．日本の河川整備においては，大都市部の河川については 150～200 年に 1度の災害に対応

できる計画を策定している．これらの事例が被害規模の目安となるものと考えられる． 

 

２ 過去の主なメガリスク型沿岸域災害 

過去に発生した主なメガリスク型沿岸域災害は表２－１の通りである．諸外国では，2004 年 12

月に発生したインド洋大津波や 2005 年 8 月に発生したハリケーン・カトリーナによる大規模災害が

発生している．我が国においては，明治三陸地震による津波被害や伊勢湾台風による高潮災害のよ

うな大規模災害は長い間発生していないが，被害軽減施設（堤防や護岸）の老朽化や地震を伴う複

合型災害，地球温暖化による海面水位の上昇等様々な災害リスクを含めて，大規模災害が発生する

可能性は否定できない状況にあると考えられる．ここでは，本研究のきっかけとなった，インド洋

大津波及びハリケーン・カトリーナを事例として紹介し，被害の甚大さと我が国が教訓とすべき事

項を整理する． 

 

表２－１ 過去に発生した主なメガリスク型沿岸域災害 

発生時期 災害名 概 要 

1854 年 12 月 24 日 安政南海地震 震度 6相当の揺れ 

津波の高さは 4～11m 

1896 年 6 月 15 日 明治三陸地震 震度 4相当の揺れ 

津波の最大高さは 38.2m 

犠牲者約 22,000 人 

1934 年 9 月 21 日 室戸台風 気圧 911.9mb 

死者数 2,702 人 

住宅被害（全壊、流出、半壊、一部損壊）

92740 棟 

1959 年 9 月 27 日 伊勢湾台風 死者・行方不明 5,098 名 

推計被害額 5,512 億円 
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1960 年 5 月 23 日 チリ地震津波 Mw9.5 の地震 

津波の高さは 1～4m 

死者・行方不明 142 名（日本） 

1961 年 9 月 15～17 日 第二室戸台風 中心気圧 900hPa 未満 

最大瞬間風速 84.5m/s 以上 

死者 194 人 

住宅全壊 15,238 棟 

2003 年 9 月 12 日 台風 MAEMI（韓国） 死者・行方不明者 130 人 

被害総額約 4兆 8000 億ウォン 

特に馬山市、釜山市で高潮による被害が甚

大 

2004 年 12 月 26 日 スマトラ島沖地震津波 

（インド洋津波） 

Mw9.3 の地震 

死者数 22 万人以上 

2005 年 8 月 25 日 ハリケーン・カトリーナ 勢力はカテゴリー3 

避難者数 200 万人 

死者数 1,863 人 

被害額 84,645 百万ドル 

2008 年 5 月 2～3日 サイクロン・ナルギス 

（ミャンマー） 

中心気圧 962hPa 

被災者 240 万人 

死者 84,537 人 

被害総額約 1.7 兆米ドル 

2010 年 2 月 27 日 チリ中部沿岸の地震 Mw8．8 の地震 

死者数 279 人以上 

 

２－１ インド洋大津波１０） 

（１）概要 

2004 年 12 月 26 日に発生したスマトラ島沖地震は，マグニチュードが 9.1～9.3，震源域の大きさ

は長さ約 1,200km×幅約 150km とされている．高さ 10m を越える津波が数回にわたりインド洋沿岸諸

国に押し寄せた．特に，震源域に近いインドネシア・バンダアチェ西部海岸ではこれまで確認され

ているもので 20m を超える津波の痕跡が 9 箇所見つかっており，うち 3 箇所は 30m を超えている．

最大の津波痕跡は海抜 34.9m である．産業技術総合研究所が公表している震源と津波の到達時間を

図２－１示す．死者・行方不明者は，インドネシア，スリランカ，インド，タイ，モルディブ等の

各国にまたがり，22 万人以上にものぼっている．世界的に著名なマリンリゾートが被災地に含まれ

ていたため，被災国の住民だけではなく世界中からの観光客も数多く被害に遭遇している． 
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図２－１ インド洋大津波の到達時間１）  写真２－１ 係留場所から3km移動したパワープ      

ラント（インドネシア，港湾空港技術研究所提供）       

   

 

（２）教訓 

１）人的被害が大きかった要因 

人的被害が大きかった要因として第一にあげられるのは，防御されていない海岸近くの低平地に

人々が居住するという災害に脆弱な地域構造の場所を巨大津波が襲ったことである． 

次にあげられるのは，地震を感じた震源近くのスマトラ島北部地域の人々に津波が来襲する，避

難しなければならないという意識が無かったことである．また，スリランカなどで大きな被害を引

き起こした要因は，広域的な津波警報のシステムがなく，政府も住民も津波が来るという意識すら

無い状態で津波に襲われたことである． 

２）被害形態 

①津波による海岸・地盤の洗掘・流出 

海岸の大規模な洗掘により海岸地形が大きく変化した箇所が多く確認されている．また，海岸近

くの集落で建物が基礎から押し流され，集落ごと跡形も無くなった事例もある． 

②津波漂流物 

港湾等に係留されていた船舶等が陸上に流出し，建物を破壊するという従来から考えられていた

被害形態（写真２－１）に加え，陸上の破壊された家屋や自動車などを巻き込んだ流れが市街地を

襲い，人的・物的被害を拡大すると言う被害形態が確認された． 

③防波堤・港湾構造物，マングローブ等による津波の減衰効果 

近接する箇所で，港湾や漁港などの防波堤の背後とそうではない箇所で津波による陸上建築物の

被害が大きく異なっている場合があることが確認されている．岸壁など垂直壁を持つ構造物の背後

やマングローブ林のある沿岸部でも津波のエネルギーが減殺されたと考えられる現象が確認されて

いる． 
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２－２ ハリケーン・カトリーナ 

（１）概要 

ハリケーン・カトリーナは，2005 年 8 月 29 日，中心気圧が 918ha という猛烈な勢力を維持したま

ま，アメリカのミシシッピ川河口付近に上陸した．このハリケーンによる高潮と高波は，ニューオ

リンズ市街地やメキシコ湾沿岸地域に希にみる大規模な被害をもたらした．被害額は米国史上最大

（84,645 百万ドル）を記録した．死者 1,863 人，行方不明者 705 人，避難者数は約 200 万人，倒壊

家屋数は 21 万 5000 軒以上であった． 

１）高潮による被災 

ニューオリンズ市及びその周辺地帯は，メキシコ湾に繋がる湖や運河・水路に発生した高潮によ

る堤防の破堤，越流により広範囲に浸水した．ニューオリンズの市街地は，大部分がいわゆるゼロ

メートル地帯である．湖と繋がる運河が破堤し，湖の高潮が破堤箇所から一気に氾濫したことによ

りニューオリンズ市内の約 80％が浸水し，甚大な被害を引き起こした．写真２－２は，破堤箇所背

後の家屋が流出，破壊されている状況の一例である．写真２－３は，ニューオリンズ市南東郊外の

被災状況である．家屋が高潮で押し流され，ミシシッピ川の堤防で止まっている．メキシコ湾で発

生した高潮が，海岸堤防を越流して陸地を浸水させ，さらにミシシッピ川に流れ込んでいたと考え

られる． 

大規模な浸水の原因は，大きく２つに分けることができる．第一の原因は，堤防が越波等により

決壊したことである．これは，主にニューオリンズ市内（市街地）の被災原因である．第二の原因

は，防護施設の計画水準を上回る大規模な高潮だったことである，これは，主に市街地に対して郊

外部の被災原因である．これら以外に排水ポンプを稼働させることができず内水が氾濫したことも

原因の一つである． 

 

写真２－２ 高潮で流出した家屋（国総研撮影） 写真２－３ ニューオリンズ市内の 

                             破堤箇所周辺（国総研撮影） 

 

２）高波による被災 

ミシシッピ州を中心とするメキシコ湾に直接面する沿岸地域では，3～7m と考えられる高潮偏差と，

それに加わる高波によって，海岸線から 200〜300m の範囲で家屋が破壊され，約１km まで浸水した．

これらの地域は人工海浜の背後に道路を挟んで郊外型の住宅，別荘等が立地するという土地利用で，
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海岸に高潮・高波防護のための堤防はない．高潮時に高波で下から衝撃的な波力が作用したことが

原因と考えられる、橋桁落下被害も発生した．海岸に係留したバージが，高潮と高波によって岸に

打ち上げられ，陸上の建物に衝突し，建物を破壊する被害も発生している．                

 

（２）教訓 

１）我が国の学ぶべき点 

カトリーナによる災害からは，①想定を上回る高潮による災害の状況を考えておくこと，②防災

施設の破壊とそれに伴う災害の拡大を考慮しておくこと，③災害時や災害後の防災担当者の行動が

そうした災害の状況に十分対応したものになっていることの重要性，④防御システムの性能・信頼

性をモニタリング・評価し，適切な対応が取れる状態を持続させることなど，我が国の学ぶべきこ

とは非常に多く，教訓を迅速に施策に反映させることが重要である． 

一方，我が国において今後検討すべき高潮・高波災害とカトリーナの被害の違いを明確に意識し

ておくことも重要である．いわゆるゼロメートル地帯の情況など社会的状況，堤防などの構造物の

計画手法などの違い，国・地方政府の役割の違いなども含め，得られた教訓を整理することが必要

である． 

２）復興状況 

国総研沿岸海洋研究部では，ハリケーン直後の 2005 年 10 月と 2006 年５月にニューオリンズの被

災地を調査した．写真２－４は運河の堤防が破堤した箇所背後の同じ場所で撮影した写真である．

堤防はより強固な構造で再建されている．しかし，破堤箇所背後は今も無惨に破壊された住宅がそ

のままで残され，住民も戻っていなかった．  

予め，復旧・復興のプロセスも視野にいれた対策が必要であり，地域経済や雇用の場を如何に確保

するのか，コミュニティの復興支援法策は如何にあるべきかなど，大きな課題が残されている． 

 

                                  （国総研撮影） 

３ 我が国における津波・高潮による災害リスク 

 ここでは，我が国における資産の集積状況や地震・津波や高潮の災害リスク等を整理することよ

り，我が国における低頻度メガリスク型災害対策の必要性について，言及する． 

 

３－１ 我が国における資産の集積状況 

図２－２は，総務省統計局によって整理された我が国の人口分布である．関東から近畿地方の太

写真２－４ ニューオリンズ Inner Harbor Navigation Channel 破堤箇所背後の情況 

2005 年 10 月 2006 年 5 月 
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平洋沿岸にかけての三大都市圏（東京，中部，近畿）において人口が集積している．また，図２－

３は，我が国の事業所数であり，人口分布と同様に三大都市圏の太平洋沿岸に事業所が集中してい

る．このように，我が国においては沿岸域に人口や資産が集中しており，津波や高潮による被害を

受けやすい状況にあると考えられる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局 

図２－２ 我が国の人口分布（左：5 万人以上市町村（2008 年），右：人口分布（2000 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局 

図２－３ 2006 年時点の我が国の事業所数（左：製造業事業所の割合，右：1km2事業所密度） 

３－２ 地震及び津波による災害リスク 

表２－２は，地震調査研究推進本部事務局（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）による地
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震発生可能性の長期評価である２）． 

 この長期評価によれば，今後 30 年以内に津波を伴う可能性のある海溝型地震が発生する確率は，

宮城県沖地震が 99%，想定東海沖地震が 87%，東南海地震が 60～70%，南海地震が 60%程度，三陸沖

北部 90%程度などとなっており，三陸沿岸及び関東から九州にかけての太平洋沿岸においては大規模

な地震・津波災害のリスクが非常に大きい． 

 

表２－２ 海溝型地震の長期評価の概要（抜粋）（算定基準日 2010 年 1月 1日）２） 
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３－３ 高潮による災害リスク 

 我が国においては，1959年の伊勢湾台風が我が国最大の高潮災害であり，死者・行方不明者が5,000

人を越えるなどの被害が生じた．この伊勢湾台風を契機に我が国の高潮対策が本格的に進められて

きた．近年においては，三大都市圏における被害は発生していないもの，四国，九州，瀬戸内海沿

岸地域において，高潮による被害が生じている（表２－３）． 

 

表２－３ 近年発生した主な高潮災害３）４） 

名 称 発生年月日 被害地域 
室戸台風 1934 年 09 月 21 日 ・ 大阪湾，最大偏差 2.9m 

・ 死者 2,702 名，行方不明者 334 名，負傷者 14,994 名，
住宅全壊 38,771 棟，半壊 49,275 棟など 

周防灘台風 1942 年 08 月 27 日 ・ 周防灘，最大偏差 1.7m 
・ 死者 891 名，行方不明者 1,438 名，負傷者 1,438 名，

住宅全壊 33,283 棟，半壊 66,486 棟など 
枕崎台風 1945 年 09 月 17 日 

～09 月 18 日 
・ 鹿児島湾，瀬戸内海，最大偏差 2.0m（鹿児島） 
・ 死者 2,473 名，行方不明者 1,283 名，負傷者 2,452 名，

住家損壊 58,432 棟，浸水 273,888 棟など（理科年表，
河川局 HP より） 

キティ台風 1949 年 08 月 31 日 
～09 月 01 日 

・ 東京湾，最大偏差 1.4m（東京） 
・ 死者 135 名，行方不明者 25 名，負傷者 479 名，住家全

壊 3,733 棟，半壊 13,470 棟，床上浸水 51,899 棟，床
下浸水 92,161 棟など（消防白書より） 

ジェーン台風 1950 年 09 月 03 日 
～09 月 04 日 

・ 大阪湾，最大偏差 2.4m（大阪） 
・ 死者 398 名，行方不明者 141 名，負傷者 26,062 名，住

家全壊 19,131 棟，半壊 101,792 棟，床上浸水 93,116
棟，床下浸水 308,960 棟など（消防白書より） 

伊勢湾台風 1959 年 09 月 26 日 
～09 月 27 日 

・ 伊勢湾，最大偏差 3.55m（名古屋） 
・ 死者 4,697 名，行方不明者 401 名，負傷者 38,921 名，

住家全壊 40,838 棟，半壊 113,052 棟，床上浸水 157,858
棟，床下浸水 205,753 棟など（消防白書より） 

第 2室戸台風 1961 年 09 月 15 日 
～09 月 17 日 

・ 大阪湾，瀬戸内海，最大偏差 2.6m（大阪） 
・ 死者 194 名，行方不明者 8名，負傷者 4,972 名，住家

全壊 15,238 棟，半壊 46,663 棟，床上浸水 123,103 棟，
床下浸水 261,017 棟など（消防白書より） 

台風 8513 号 1985 年 08 月 30 日 ・ 有明海，最大偏差 1.0m 
・ 死者 3名，負傷者 16 名，住宅半壊 589 棟など 

台風 9918 号 1999 年 09 月 21 日 
～09 月 25 日 

・ 八代海，最大偏差 3.9m 
・ 死者・行方不明者 36 名，負傷者 1,077 名，住家全壊 343

棟，半壊 3,629 棟，一部損壊 107,634 棟，床上浸水 4,947
棟，床下浸水 14,697 棟など（防災白書より） 

台風 0416 号 2004 年 08 月 27 日 
～08 月 31 日 

・ 瀬戸内海，最大偏差 1.37m（宇野港） 
・ 死者 14 名，行方不明者 3名，負傷者 260 名，住家全壊

51 棟，半壊 205 棟，一部損壊 9,921 棟，床上浸水 14,456
棟，床下浸水 31,764 棟など（消防白書より） 

台風 0418 号 2004 年 09 月 04 日 
～09 月 08 日 

・ 瀬戸内海沿岸，西日本から北日本にかけての日本海側
沿岸など,最大偏差 2.13m（大浦，佐賀県） 

・ 死者 43 名，行方不明者 3名，負傷者 1,399 名，住家全
壊 144 棟，半壊 1,506 棟，一部損壊 63,343 棟，床上浸
水 1,328 棟，床下浸水 19,758 棟など（消防白書より）

台風 0423 号 2004 年 10 月 18 日 
～10 月 21 日 

・ 土佐湾，最大偏差 2.53m（室戸岬） 
・ 死者 95 名，行方不明者 3名，負傷者 721 名，住家全壊

907 棟，半壊 7,929 棟，一部損壊 12,514 棟，床上浸水
13,341 棟，床下浸水 41,006 棟など（消防白書より） 
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３－４ 海岸保全施設等の整備状況 

平成 16 年 5 月に国土交通省河川局が海岸管理者を対象に行った調査結果５）では，予想津波高を上

回る堤防・護岸の割合は全国で約 53%にすぎず，約 18%が想定津波高より低く，また約 30%の海岸堤

防・護岸においては調査が行われていない状況である（図２－５）．また，施設の老朽化や耐震対

策などの問題があるとともに，設計外力を大きく上回る外力には対応できないことが予想される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ わが国における津波・高潮防護施設の整備状況５)
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４ 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の方向性 

 

４－１ 我が国における低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の必要性 

 我が国では，「３－２ 地震及び津波による災害リスク」で示したように，東海，東南海・南海

地震，日本海溝・千島海溝周辺地震等の巨大地震の発生の切迫性が指摘されている．これらの地震

に伴う津波による被害想定が公表されているが，被害想定は震源の設定など一定のシナリオに基づ

くもので，この被害想定を上回る規模の災害が発生する可能性がある． 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）は 21 世

紀末には海面水位が 0.18ｍから 0.59ｍ上昇すると予測している６）． 海面水位上昇は高潮・津波に

対する沿岸域の脆弱性を増大させる．気候変動・地球温暖化は海面水位上昇だけではなく，台風の

強さの増加，大型化，発生頻度，我が国への来襲頻度の変化等を招く可能性がある．想定津波より

低い堤防も多く，施設の老朽化や耐震対策などの問題があるとともに，設計外力を大きく上回る外

力には十分対応できないことが予想される． 

また，「２ 過去の主なメガリスク型沿岸域災害」で示したように，インド洋大津波とハリケー

ン・カトリーナの被害事例や我が国を含む過去の事例から，改めて，低頻度メガリスク型災害対策

の被害や人々の生活・社会経済活動に及ぼす影響の甚大さがわかる．我が国における沿岸域とりわ

け三大湾に資産が集中している状況を考慮すれば，万が一，メガリスク型沿岸域災害が発生した場

合には，甚大な被害が想定され，社会・経済への影響も計り知れないものになる可能性もある．こ

れらは，メガリスク型沿岸域災害対策を検討することの緊急性・必要性を裏付けるものである． 

 

４－２ 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の方向性 

（１）多様な効用を有する対策の必要性 

日本学術会議の答申７）においては，巨大災害への対応の基本的考え方は，「予想を超える自然現

象による災害への対応」，「設計値を超える外力への対応」であるとして，被害を無くすのではな

く，いかに最小化するかという視点を求めている． 

低頻度メガリスク型沿岸域災害に対して，従来からのハード対策に頼るのでは投資額が莫大なも

のとなる．仮に，低頻度メガリスク型沿岸域災害に対して各種のハード対策を施しても，巨大災害

が生起しない間は減災の効果が発現されず余計な施策・無駄な投資との批判を受けるおそれがある．

そこで，本報告では，将来，現行の対策の防護水準を超える外力による巨大災害が発生した際に「備

えを怠っていた」と後悔しない，と同時に，施設や装置の供用期間に災害が生起しなくても「無駄

な投資をした」と後悔しないことを目指す No-Regret-Policy（後悔しない政策）－巨大災害時に減

災効果があり，平常時にも社会的効用がある対策－を提案する．（詳しくは第４章参照） 

（２）施設の減災効果を考慮した災害対策の必要性 

具体的な対策として岸壁，上屋・倉庫等の既存港湾施設，第一線に立地する建物，森林・植林・植

栽による津波等のエネルギーの減殺，到達時間の遅延効果によるもの，また，臨海部遊休地の利用転

換や再開発時に防潮機能・避難場所としての機能を有するプロムナードや緑地を配置する，減災を考

慮した土地利用の規制・誘導措置の導入等土地利用計画，配置計画によるものが想定される．（対策

のイメージは図１－１のとおり。第一線に立地する建物等の減災効果については，第３参照。） 
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（３）地域住民等との合意形成の必要性 

なお，低頻度なリスクに対する対策としては，保険などのようなリスク移転の有効性が指摘されて

いるが，被害と社会経済への影響の甚大さを考慮すれば，行政としては，リスク移転ではなく，減災

対策のようなリスク低減を図っていく必要がある．また，低頻度メガリスク型沿岸域災害は，被害規

模が甚大で関係者も非常に多いことから，行政のみではなく，地域や民間企業と協力して対応を図っ

ていく必要がある．（詳しくは第５章参照） 

（４）統合的マネジメントの必要性 

ハリケーン・カトリーナの事例では，災害を大きくした原因の１つに，堤防の決壊が指摘されてい

る．我が国の海岸保全施設においても，施設の老朽化や耐震性の問題も指摘されている．このような

状況を踏まえた対策を検討する必要がある．具体的には，海岸保全施設の危険度の評価と背後地域の

脆弱性の評価を統合したマネジメントのしくみを構築する必要がある．（詳しくは第６章） 
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第３章 沿岸域における各種施設の減災効果評価手法の開発      

本章は，沿岸域に整備・立地している港湾施設（防波堤，岸壁等，上屋・倉庫）やその他の第一線

に立地する建物，森林・植林・植栽・砂浜・干潟などによる津波・高潮の浸水域，浸水深，流速，到

達時間などへの影響を数値シミュレーション等により解析し，減災効果評価手法を取りまとめたもの

である．検討フローは以下のとおりである． 

 

減災性能施設とは，現在防災施設として整備されている堤防や護岸の機能が維持できない状況にお

いて，越波や越流による影響を代替的または2次的に低減させる施設のことである． 

地震及び地震に伴う津波の発生は，台風や低気圧に伴う高潮災害のように発生時期を予測すること

は困難であり，津波の発生後に防護や避難等に対応できる時間は極めて短い．このように高潮災害と

津波災害の特徴は異なるため，高い効果を得るためにそれぞれの被害特性を考慮した防護施設の整備

を行う必要がある．例えば，河川スーパー堤防（図３－１）は，計画を超える大洪水による壊滅的な

被害から人口、資産が集中する大都市を未然に守るための事業である．同事業では，越水があっても

「越水に強い」，「どんな洪水が発生しても壊れることのない」堤防の構造に着目されている。 

他方，既往研究成果によれば，防波堤や防潮堤などの構造物以外に樹林帯などの植生による低減効

果が期待されている．また，港湾地区には上屋や倉庫，事務所などの建物がある．本研究では，これ

らの防御施設以外の建物等の減災性能（表３－１）に期待した対策について検討を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省河川局荒川下流事務所資料 

図３－１ 河川スーパー堤防の概要 
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表３－１ 減災性能施設の分類 

減災性能 防護施設 非防護施設 

大 防波堤，防潮堤，護岸 鉄筋コンクリート建築物 

中 人工地盤，地盤嵩上げ 倉庫，上屋，木造家屋，緑地帯（植栽の

密な配置） 

小 砂浜，干潟 鉄道や道路などの高架 

※盛土等によるものは防護効果が高い 

緑地帯（植栽の粗な配置） 

 

 

１ 低頻度メガリスク型沿岸域災害シナリオの想定 

１－１ 高潮災害のシナリオ想定 

（１）モデル地区 

 東京港の防潮施設は，伊勢湾台風級の台風による高潮偏差を想定した防護水準により整備されてい

る１）．伊勢湾台風級よりも強大な台風の来襲に伴う高潮偏差の発生確率は非常に低いものと考えられ

るが，背後のゼロメートル地帯には，都市機能が集積しており，万が一，高潮偏差が防護水準を上回

った場合には広範囲で甚大な被害が発生する可能性がある．このため，高潮のモデル地区としては，

東京湾臨海部を対象にモデル地形を作成し，減災機能の検討を行った． 

（２）想定外力 

IPCC では，2100 年までに温暖化が も進むシナリオとして海面水位が 大で約 0.6m 上昇する可能

性があると予想している２）.IPCC の排出シナリオは表３－２～３に示すとおりである． 

本研究では，表中に示す IPCC 報告の中から，海面水位上昇の予測幅がほぼ同様である A１T～A２シ

ナリオを選定し，この中の 大値である約 0.5m の水位上昇量を地球温暖化による海面水位上昇分を潮

位として考慮することとした． 

表 ３－２ 21世紀末における世界平均地上気温の昇温予測及び海面水位上昇予測結果２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定シナリオ 
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表 ３－３ IPCC の排出シナリオに関する特別報告（SRES）の排出シナリオ２） 

分類記号 シナリオ 

A1 A1 の筋書きとシナリオファミリーは，高度経済成長が続き，世界人口が 21 世紀半

ばにピークに達した後に減少し，新技術や高効率化技術が急速に導入される未来社

会を描いている。主要な基本テーマは，地域間格差の縮小，能力強化（キャパシテ

ィービルディング）及び文化・社会交流の進展で，１人当たり所得の地域格差は大

幅に減少するというものである。A1シナリオファミリーは，エネルギーシステムに

おける技術革新の選択肢の異なる三つのグループに分かれる。この三つの A1グルー

プは技術的な重点の置き方によって以下のものに区分される。すなわち，化石エネ

ルギー源重視（A1FI），非化石エネルギー源重視（A1T），そして全エネルギーのエネ

ルギー源のバランス重視（A1B）である。（ここで，バランス重視は，いずれのエネ

ルギー源にも過度に依存しないことと定義され，全てのエネルギー供給・利用技術

の改善策が同じと仮定している） 

A2 A2 の筋書きとシナリオファミリーは，非常に多元的な世界を描いている。基本テー

マは独立独行と地域の独自性の保持である。出生率の低下が非常に緩やかなため，

世界の人口は増加を続ける。地域的経済発展が中心で，1 人当たりの経済成長や技

術変化は他の筋書きに比べバラバラで緩やかである。 

B1 B1 の筋書きとシナリオファミリーは，地域間格差が縮小した世界を描いている。A1

筋書きと同様に 21世紀半ばに世界人口がピークに達した後に減少するが，経済構造

はサービス及び情報経済に向かって急速に変化し，物質志向は減少し，クリーンで

省資源の技術が導入されるというものである。経済，社会及び環境の持続可能性の

ための世界的な対策に重点が置かれる。この対策には公平性の促進が含まれるが，

新たな気候変動は実施されない。 

B2 B2 の筋書きとシナリオファミリーは，経済，社会及び環境の持続可能性を確保する

ための地域的対策に重点が置かれる世界を描いている。世界の人口は A2よりも緩や

かな速度で増加を続け，経済発展は中間的なレベルに止まり，B1 と A1 の筋書きよ

りも緩慢だが，より広範囲な技術変化が起こるというものである。このシナリオも

環境保護や社会的公正に向かうものであるが，地域的対策が中心となる。 

 

また，IPCC においては，近年の温暖化に伴う海面温度の上昇によって，熱帯低気圧の強度が大きく

なることが予測されている２）．このため，台風規模は，今後台風強度が強大化することを想定し，現

在の東京港の防護レベルである伊勢湾台風級よりもさらに強い勢力の室戸台風級の台風（表３－４）

が来襲することを想定することとした．なお，想定シナリオでは，地球温暖化による海面水位の上昇

分を潮位として考慮し，港湾構造物や防潮堤等の施設は現況とした．表に想定シナリオの条件を示す．

また，潮位は，図３－２に示す東京港における潮位関係図から潮位が高い状態となる朔望平均満潮位

（H.W.L.）を設定した． 
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表３－４ 想定シナリオの詳細 

 東京港の防護水準 想定シナリオ 

想 定 台 風

規模 

伊勢湾台風級 室戸台風級 

台 風 コ ー

ス 

偏差が 大となるコ

ース 

偏差が 大となるコ

ース 

静水面 

（潮位） 

H.W.L.=T.P.+0.97m H.W.L.+0.5=T.P.+1.47m

 

 

 

           図３－２ 東京港の潮位関係図３）  

１－２ 津波災害のシナリオ想定 

 徳島県は東南海・南海地震による影響が懸念されている地域であり，中央防災会議で検討されてい

る東南海・南海地震の発生によって大規模な被害が発生することが考えられる．このため，徳島県の

橘港を �モデル地区とし，津波想定規模は東南海・南 地震同時発生（M8.5 前後／表３－５）による津

波規模とした．なお，高潮災害の想定シナリオでは地球温暖化に伴う海面水位の上昇を考慮したが，「東

南海・南海地震津波」は今後 30 年の発生確率が高く（図３－３），地球温暖化の予測期間よりも早く

発生することが考えられることから，津波災害の想定シナリオでは地球温暖化に伴う海面水位の上昇

を考慮しないものとした. 

 

表３－５ 海溝型地震の長期評価の概要（抜粋）４） 

（算定基準年 平成２２年（２０１０年１月１日） 

地震発生確率 平均発生間隔 

領海または地

震名 

長期評価で想定した地震

規模（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 
１０年以内 ３０年以内 ５０年以内 

最新発生期間（下段、ポアソン

過程を適用したものを除く） 

１１４年（次回までの標準的な時

間９０．１年） 
南海地震 ８．４前後 １０～２０％ ６０％程度 ８０～９０％

６３．０年前 

１１１．６年（次回までの標準的

な時間８６．４年） 

南

･

ト

ラ

フ

の

地

震 

東南海地

震 
８．１前後 

同時８．５

前後 

２０％程度 ６０～７０％
９０％程度

以上 
６５．１年前 
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図３－３ 30 年後までに東南海・南海地震が発生する確率の時間推移４）５） 

 

２ 数値シミュレーションモデルの概要と検討条件 

２－１ 減災効果評価モデルの整理 

 津波・高潮の被害予測においては，2次元平面の長波モデルによるシミュレーションやレベル湛水法

による浸水域の予測結果をもとに評価が行われている.前者は，構造物や森林など津波や高潮の流体運

動の抵抗としてマニングの粗度係数を与えて流体のエネルギー減衰を考慮しているが，建物等の影響

を十分評価しているとは言えず，局所的な水位や流速の変化を評価することはできない.後者において

は，地盤高さと越流（越波）量から浸水範囲を求める手法であり，水際線から浸水域までの浸水過程

を評価することはできない.ここでは、減殺効果の評価に関する検討が可能なモデルとして、長波理論

による津波伝播計算と陸域の遡上計算が可能なものを対象に、既往研究成果を以下に整理する. 

 

（１）安田らの研究事例６） 

 安田らは，航空測量データと CAD データを加工して解析モデルに取り込む方法を提案し，建物周り

の流れの予測精度を向上させている.この論文で述べられているように，都市臨海部は高度に開発され

ており，構造物等による影響を粗度として取り扱うだけでは不十分であり，3次元的な浸水リスクの解

析が必要であると考えられる.特に，防波堤や防潮堤などの外郭施設に加えて港湾施設を含めた減災効

果を検討する場合には，外郭施設に加えて倉庫や上屋，事務所及び植生など複合的な減災効果を精度

良く評価する必要があるため，建物を考慮した 3 次元シミュレーションの実施による検討か 3 次元の

効果を 2次元シミュレーションに取り入れて同等レベルの予測精度を確保する必要がある. 

（２）油屋・今村の研究事例７） 

 油屋・今村は，家屋による抵抗や植生による抵抗を評価する方法として，「合成等価粗度モデル」を

提案している.これは，建物の幅や1メッシュあたりの建物占有率，抵抗係数などから粗度を求め，地

盤の底面粗度と合成して計算上の粗度を与える方法である。研究成果としては，格子幅が 50m（家屋ス

ケールの 5 倍）より小さい場合に最大浸水深と最大遡上距離の予測精度が従来モデル（粗度モデル）

より向上することなどである。特に，居住区規模が大きい（居住区域が広い）場合に予測精度が従来

の粗度モデルに比べて向上する. 

注）四角内の数値はBPT（Brownian Passage Time）分布の相対的なばらつき（標準偏差／平均時間間隔） 

南海地震 東南海地震
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（３）柿沼・富田らの研究事例８） 

 柿沼・富田らは，3次元の連続式と Navier-Stokes 方程式を基礎方程式とする多層レベルモデルであ

る高潮・津波シミュレータ（STOC：Storm surge and Tsunami simulator in Ocean and Coastal areas）

を開発し，津波防波堤の開口部における津波の 3 次元流動や開口部潜堤に作用する津波波圧を計算で

きることを確認してきた.さらに浸水計算が可能なようにモデルを拡張し，津波防波堤の堤幹部の安定

性に及ぼす 3 次元流動の影響や，津波防波堤背後の陸上遡上について検討を行っている．富田らのモ

デルでは，津波や高潮の流動を 3 次元的に再現することが可能であり，特に構造物周りの解析や臨海

都市部における構造物の影響を考慮でき，従来モデルの 2次元平面モデルよりも精度が向上するが，3

次元の計算をすることから、相対的に多くの計算時間を要する. 

 

 本研究では，行政目的に利用することに配慮し、比較的計算時間が抑えられる従来モデルの 2 次元

平面モデルに，港湾構造物や建物等の 3 次元的な影響を取り込むことを目的としている．そこで、平

面 2次元の高潮計算モデルを用いて 

①� 従来モデルである粗度モデル， 

②� 地盤高に建物の形状や高さを加えるモデル（合成地盤高モデル）， 

③� 油屋・今村による合成等価粗度モデル７） 

の三手法で検討を行った.なお、合成地盤高モデルについては、これも扱いを容易にするため、航空写

真がなくても作成できるよう、住宅地図データを用いる方法を用いた（「２－４ 地形データ」参照）． 

 

なお、③の合成等価粗度モデルに関して，本研究で扱った油屋・今村の研究を紹介する． 

図３－４に示す地盤高と建物の高さを考慮する地形モデルの効果を従来モデルである抵抗モデル

（粗度モデル）に反映させるためのモデルの開発を行っている.建物の 3次元性の 2次元平面モデルへ

反映は図３－５に示すように流水の作用力を底面摩擦力R1と家屋の抵抗力R2の合力として求められた

合成粗度を数値計算に用いる方法によって考慮されている７）. 

----------------------------------- (3.1) 

 

------------------------------------ (3.2) 

 

------------------------------------ (3.3) 

 

ここで，nは合成等価粗度 0n は底面粗度，Dは水深，k は家屋の幅，u は流速， 

θは家屋占有率， DC は抵抗係数， dydx, はそれぞれ方向の格子幅である. 
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図 ３－４ 合成等価粗度数値モデルの概念図 

 

 

 

 

図 ３－５ 合成等価粗度の概念図 

 油屋・今村の研究による合成等価粗度nは，抵抗係数 DC ，家屋の占有面積率θ，水深D，家屋幅k
をもとに合理的に算出できる.なお，合成等価粗度を求める際の抵抗係数 DC は，定常流における DC  

を用いると抵抗力を過小評価する可能性があるため，水理模型実験結果による整理が行われている.実

験結果によれば， DC は 3.3～5.1 の範囲であり，津波の規模には依存しないことが明らかにされてい

る６）. 本モデルの適用範囲については，50m格子幅までは予測精度が確保されると評価されているた

め，本研究において想定する格子幅（2．5m）への適用は可能と判断される. 

 

２－２ 数値シミュレーションモデル 

（１）高潮シミュレーションモデル 

高潮シミュレーションモデルは，非線形長波理論による平面 2 次元の高潮計算モデルとし，高潮に

よる越流と波浪による越波を考慮することが可能なモデルとした. 

 高潮シミュレーションの流れを図３－６に示す。 

なお，本調査における高潮シミュレーションモデルは，減災性能の検討を目的とするため，比較的

簡易な単層モデルを用いた.以下に計算モデルの条件一覧を示す. 

・単層計算（密度成層を考慮しない） 

・海上風場は台風モデルとする 

・水位上昇（wave setup）を考慮しない 

 

（２）津波シミュレーションモデル 

津波シミュレーションモデルは，非線形長波理論による平面 2次元の津波計算が可能なモデルとした. 

基本方程式は(3.4)～(3.6)に示す連続の式と運動方程式から構成される. 
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・連続の式 
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ここに， 

η 

Ｍ，N 

h 

D 

g 

n 

ν 

： 水位(m) 

： xおよび y方向の流量フラックス（または線流量，m3/s/m） 

： 静水深(m) 

： 全水深(m) 

： 重力加速度(=9.8m/s2) 

： マニングの粗度係数(m-1/3s) 

： 渦動粘性係数 
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図 ３－６ 高潮浸水シミュレーションの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

● 海上風の推算【① 台風モデル】 

台風条件を基に，波浪及び高潮推算時の外力条件となる海上風の推算を行う。 

● 台風条件の設定高潮浸水シミュレーション時の外力となる海上風の推算に必要な台風諸

元を整理する。 

○台風経路（コース）：各時刻の台風中心位置の緯度・経度 

○台風の中心気圧  ：各時刻の台風の中心気圧 

○移動速度     ：各時刻の台風中心の移動速度 

○台風半径     ：各時刻の台風半径 

● 波浪推算（外洋～対象海域）【② スペクトル法】 

各台風の海上風推算結果を外力条件として波浪推算

を行う。波浪推算には，波の発達と浅海域の波浪変形（屈

折・浅水・砕波・回折変形）を同時に計算可能なスペク

トル法浅海波浪推算法を用いる。 

【④浸水シミュレーション】 

浸水シミュレーションでは，海域の計算とあわせて陸域への浸水計算を行い，浸水域・浸水深・浸

水量・浸水開始時間等の予測を行う。ここで，潮位が天端高を越える（越流）場合の越流量の計算は

本間式を，潮位が天端高を越えないが波浪により浸水する（越波）場合の越波量の計算は合田の越

波流量算定図を用い，２成分を合成した浸水を考慮する。 

【③ 高潮推算】 

○単層モデルによる予測計算 

最小格子領域のみで浸水シミュレーション実施 

波浪諸元 

（波高・周期等） 

● 高潮浸水シミュレーション 
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２－３ 計算範囲 

（１） 東京港における計算範囲 

計算範囲は，図３－７示すように外洋域を 32,400m 格子とし，対象海域までを 1:2～1:5 の比率によ

る格子接続を行った.東京港における 小格子領域の格子幅は 2.5m とした. 

 

図３－７① 東京港における計算領域（大領域） 

 
図３－７② 東京港における計算領域（小領域） 

 

32400m 領域 
16200m 領域 

5400m 領域 

5400m 領域 

1800m 領域 

600m 領域 

200m 領域 

200m 領域 

100m 領域 

50m 領域 

50m 領域 

10m 領域 

2.5m 領域 
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（２） 橘港における計算範囲 

計算範囲は，図３－８に示すように外洋域を 1,350m 格子とし，対象海域までを 1:2～1:5 の比率に

よる格子接続を行った.橘港における 小格子領域の格子幅は 2.5m とした. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 図３－８ 橘港における計算領域 

1350m 領域 

450m 領域 
150m 領域 

50m 領域 

50m 領域 

25m 領域 
12.5m 領域 

橘港 

2.5m 領域 

2.5m 格子領域 
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２－４ 地形データ 

（１）地形モデルの種類 

 数値シミュレーションにおいて用いるモデル地形は，次の 2つのモデルを基本とした． 

１）粗度モデル・合成地盤高モデルにおける地盤高モデル 

  粗度モデル，合成等価粗度モデルにおける地盤高モデルは，シミュレーションで使用する地形を

各格子中央位置の地盤高をもとに再現する地盤高データを基本とし，航空測量データや数値地図デ

ータ（国土地理院），都市計画図（1/2,500）等をもとに作成した． 

 

２）合成地盤高モデル（地盤高＋建造物高モデル） 

合成地盤高モデルは，シミュレーションで使用する地形を各格子中央位置の地盤高をもとに再現

する地盤高データに格子単位で再現する家屋やビル等の建物の高さを加えたデータを基本とした．

データ作成に際しては，航空測量写真から 3 次元化するのではなく，比較的簡単に扱うことのでき

る住宅地図データ（デジタルデータ）から作成した．なお，住宅地図データにおいては，全ての建

物の階層情報が含まれない場合があるため，階層情報があるものは，階層情報をもとに建物高を設

定し，その他については木造及び低層階非木造構造として 2階建ての建物高を設定した． 

 

（２）地形データの作成方法 

モデル地形の作成は，図３－９に示すように 初に地盤高の作成を行う．次に，住宅地図データか

ら家屋やビル等の建物境界線から閉境界を抽出して，建物高を格子点ごとに設定される建物高データ

を作成し，地盤高データと合成した（図３－１０～１２）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３－９ 地盤高データ作成フロー 

数値データ，都市計画図等 
・データのデジタル化 

・データのフォーマット変換 

・データのデジタル化 

・データのフォーマット変換 

・地盤高の格子データ作成 

（スプライン補間によるデータ処理） 
地盤高の格子データ 

住宅地図データ（ゼンリン等） 

・データのフォーマット変換 

・建物境界線の抽出 

・建物高さの設定（建物種別） 

・データのデジタル化 

・データのフォーマット変換 

・建物高の格子データ作成 

（スプライン補間によるデータ処理） 
建物高の格子データ 

・データのデジタル化 ・地盤高，建物高データの合成 
合成地盤高の格子データ 
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図３－１０ 地図上の道路境界線（左）と住宅地図における建物境界線（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※暖色系ほど地盤高（建物高）が高い 

図３－１１ 地盤高データ（左）と合成地盤高（地盤高＋建物高）データ（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３－１２ 合成地盤高データの 3 次元表示例 
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（３）東京港における地形データ 

東京港（芝浦）の 2.5m 格子領域の地盤高分布を図３－１３に示す．また，陸上構造物（建物）

を地盤高としてデータ化した合成地盤高モデルの地盤高分布を図３－１４に示す．地盤高は，都

市計画図（1／2,500）から地盤高をデジタイザで読み取り，デジタル化したデータをもとにスプ

ライン補間により格子点の地盤高データを作成した．    

 

 

図３－１３（左：建物無し，右：建物あり） 

 

図３－１４ 建物形状及び高さを考慮した地盤高の 3 次元表示 

 

防潮堤
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（４）橘港における地形データ 

橘港の 2.5m 格子領域の地盤高分布を図 ３－１５に示す．また，陸上構造物（建物）を地盤高

としてデータ化した合成地盤高モデルの地盤高分布を図 ３－１６に示す．地盤高は，都市計画

図（1/2,500）から地盤高をデジタイザで読み取り，デジタル化したデータをもとにスプライン

補間により格子点の地盤高データを作成した． 

 

 

図 ３－１５ 地盤高（左：地盤高のみ，右：地盤高＋建物高） 

 

 

図 ３－１６ 建物形状及び高さを考慮した地盤高の 3 次元表示 

 

防潮堤
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２－５ シミュレーション条件の概要 

 津波災害の検討対象のモデル港である徳島県橘港と高潮災害の検討対象である東京港におけ

るシミュレーション条件の概要を表 ３－６に示す．また，東京港における計算条件を表３－７に，

橘港における計算条件を表３－８に示す． 

 

表 ３－６ シミュレーション条件の概要 

 津波災害の検討条件 高潮災害の検討条件 

モデル地区 徳島県橘港 東京港 

地形モデル 小格子幅 2.5m による 

・粗度モデル 

・合成地盤高モデル 

・合成等価粗度モデル  

小格子幅 2.5m による 

・粗度モデル 

・合成地盤高モデル 

・合成等価粗度モデル 

想定外力 ・東南海・南海地震津波（中央防災会議

モデル）1ケース 

・室戸台風規模で高潮の偏差が 大とな

るコース 1ケース 

潮  位 ・朔望平均満潮位（H.W.L.） ・朔望平均満潮位（H.W.L.）に温暖化に

よる水位上昇 50cm を考慮 

 

表３－７ 東京港の高潮予測シミュレーションの計算条件 

領     域 A B C～D E F～G 

範     囲 外洋領域 
東京湾口～ 相

模湾領域 
東京湾領域 

接続補助 

領域 
芝浦周辺領域 

計算格子間隔 32,400～1,800m 450m 200m 100～50m 10.0～2.5m 

計算時間間隔 Δt=0.10(s) 

基礎方程式 非線形長波理論式 

沖側境界条件 
外洋水位入射 

自由透過 

他領域と水位・ 流量

を結合 

陸側境界条件 完全反射（100m 格子以上） 
浸水計算 

（2.5m 格子以下） 

海底摩擦 考慮（n=0.025） 

・合成地盤高モデルは

n=0.025 

・粗度モデルは土地利

用に合わせて設定 

潮位条件 H.W.L. =T.P.+1.47m（=A.P.+2.60m） 

計算時間 約 2日 

 

 

 

 

 

32



 

 

表 ３－８ 橘港の津波予測シミュレーションの計算条件 

領     域 A B C～D E F～G 

範     囲 外洋領域 波源領域 
橘港 

周辺領域 

接続補助 

領域 
橘港 

計算格子間隔 1350m 450m 150～50m 25m 12.5～2.5m 

計算時間間隔 Δt=0.10(s) 

基礎方程式 非線形長波理論式 

沖側境界条件 
外洋水位入射 

自由透過 
他領域と水位・流量を結合 

陸側境界条件 完全反射（100m 格子以上） 
浸水計算 

（150m 格子以下） 

海底摩擦 考慮（n=0.025） 
・合成地盤高モデルは n=0.025 

・粗度モデルは土地利用に合わせて設定 

潮位条件 H.W.L. =T.P.+1.130m（=D.L.+2.074m） 

初期条件 中央防災会議による東南海・南海地震同時発生モデルによる海底地盤変位 

計算時間 津波発生後 180 分（3時間） 

 

（１） 東京港における条件 

１）台風条件 

想定外力は，室戸台風級の中心深度，台風半径（表３－１０）とし，移動速度と台風コースは

も危険側となる Case005（図３－１７）とした．１） 

室戸台風の概要９） 

 室戸台風は，1934 年 9 月 13 日頃，カロリン諸島の南東海上で発生し，北西に進みながら次第に

発達した。19 日の夜半には沖縄の南東約 150km の海上に達し，進路を北から北北東に変えた。この

頃の中心気圧は 960 ヘクトパスカルである． 

 台風はその後，南西諸島の東側に沿って進み，20 日夜半には九州，宮崎の南東，約 100km の海上

に達した．その後進路を北東に変え，21 日 5 時少し前に高知県奈曽利町に上陸した。当時の中心気

圧は 893 ヘクトパスカルで，上陸地点に近い室戸測候所では 5時 10 分，911.9 ヘクトパスカルの

低気圧を観測している．同時刻の 大風速は W45.0m/s であった． 

 

表３－９ 高潮予測計算に用いる台風規模の条件 

 室戸台風規模 伊勢湾台風規模 

中心深度 
76～141hPa 

（上陸時 117hPa） 
70hPa 

台風半径 
70～205km 

（上陸時 95km） 
75km 一定 

移動速度 73km/h 一定 73km/h 一定 
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表３－１０ 時間毎の台風規模（既往の設定条件１）と本調査の条件の比較） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図３－１７ 高潮予測計算に用いる台風コース（台風コース Case005）１） 

 

年 月 日 時
中心深度

（hPa）
台風半径

（km）
移動速度
(km/h）

中心深度
（hPa）

台風半径
（km）

移動速度
(km/h）

59 9 26 6 136.457 27.295 70.0 75.0 73.0 126.0 70.0 73.0
59 9 26 7 136.671 27.924 70.0 75.0 73.0 121.0 70.0 73.0
59 9 26 8 136.888 28.554 70.0 75.0 73.0 121.0 70.0 73.0
59 9 26 9 137.106 29.183 70.0 75.0 73.0 121.0 70.0 73.0
59 9 26 10 137.328 29.813 70.0 75.0 73.0 121.0 75.0 73.0
59 9 26 11 137.551 30.441 70.0 75.0 73.0 121.0 80.0 73.0
59 9 26 12 137.778 31.070 70.0 75.0 73.0 121.0 90.0 73.0
59 9 26 13 138.007 31.698 70.0 75.0 73.0 121.0 95.0 73.0
59 9 26 14 138.239 32.326 70.0 75.0 73.0 121.0 95.0 73.0
59 9 26 15 138.474 32.953 70.0 75.0 73.0 121.0 95.0 73.0
59 9 26 16 138.713 33.580 70.0 75.0 73.0 121.0 95.0 73.0
59 9 26 17 138.955 34.207 70.0 75.0 73.0 121.0 95.0 73.0
59 9 26 18 139.200 34.833 70.0 75.0 73.0 117.0 95.0 73.0
59 9 26 19 139.449 35.459 70.0 75.0 73.0 111.0 95.0 73.0
59 9 26 20 139.702 36.083 70.0 75.0 73.0 106.0 95.0 73.0
59 9 26 21 139.959 36.708 70.0 75.0 73.0 101.0 95.0 73.0
59 9 26 22 140.220 37.331 70.0 75.0 73.0 96.0 120.0 73.0
59 9 26 23 140.486 37.954 70.0 75.0 73.0 86.0 150.0 73.0
59 9 27 0 140.756 38.577 70.0 75.0 73.0 78.0 165.0 73.0
59 9 27 1 141.031 39.198 70.0 75.0 73.0 76.0 205.0 73.0
59 9 27 2 141.311 39.819 70.0 75.0 73.0 76.0 195.0 73.0
59 9 27 3 141.596 40.439 70.0 75.0 73.0 80.0 175.0 73.0

室戸台風規模時間
経度 緯度

伊勢湾台風規模

 

東京湾の高潮偏差が高くなる台風コース 
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２）初期水位条件 

シミュレーションにおける初期の水位条件は，海面水位上昇量を考慮したケースとして朔望

平均満潮位より 50cm 高い潮位（T.P.+1.47m）とした（図３－１８）． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３－１８ シミュレーションにおける初期の水位条件 

 

３）流体力の評価方法 

 本検討における流体力の評価は，次式をもとに各格子における 大水位（ 大浸水深）と

大流速値を用いて算定を行った． 

 

 

ここで，ρは流体密度，CDは抵抗係数で 2.0，D は全水深で海域では全水

位，陸上では浸水深，uは断面平均流速である． 

 

（２） 橘港における条件 

１）津波波源 

本研究で使用する津波波源は，内閣府中央防災会議「東南海・南海地震等に関する専門調査

会」における想定東南海・南海地震（同時発生モデル）とした．図 ３－１９に内閣府中央防災

会議「東南海・南海地震等に関する専門調査会」で設定されている震源域を示し１０），図 ３－

２０に内閣府中央防災会議より提供された地盤変動量分布データをもとに作成した初期水位分

布を示す． 

 

T.P.+1.47（A.P.+2.60） 
温暖化による海面上昇を考慮した水位 

( ) ( ) )kN/m(0.203.1
2
1

2
1

max
2

max
2 　　大津波力 DuDuCD ×××== ρ流体力 

35



 

 

 

 

図 ３－１９ 中央防災会議における想定東南海・南海地震の震源域１０） 

 

 

図 ３－２０ 想定東南海・南海地震の初期水位分布 

 

２）初期水位条件 

  シミュレーションにおける初期の水位条件は，陸上における浸水の影響が大きい朔望平均満

潮位（H.W.L.）とした． 

H.W.L. =T.P.+1.130m（=D.L.+2.074m） 

 

２－６ 検討目的毎のシミュレーションケース 

 シミュレーションは目的に応じて２回にわけて実施した。シミュレーション①は，モデルの優

位性の検証と建物による減災効果を検証するために，シミュレーション②は，地盤の嵩上げ+植

栽及び臨港道路の高床化による減災効果を検証するために実施した． 

前者のシミュレーション①については，次項にて議論するが，後者のシミュレーション②につ

いては，模型実験によるシミュレーション精度の検証を行った後で議論する． 
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１）シミュレーション① 

モデルの優位性の検証と建物による減災効果を検証するための検討ケースは，表３－１１①～

②に示すとおりである．  

シミュレーション条件の詳細は以下のとおりである． 
地形モデルについては，既述（「２－４ 地形データ」）のとおりである．防潮堤について

はその有無でケースを分けている． 

表３－１１ａ 減災効果の評価に関する検討ケース（東京港） 

No. モデルの種類 防潮堤 土地利用の表現 備考 

Case1 粗度モデル ○ 粗度係数  

Case2 合成地盤高モデル ○ 地形モデル  

Case3 粗度モデル × 粗度係数  

Case4 合成地盤高モデル × 地形モデル  

Case13 合成等価粗度モデル × 合成等価粗度 Cd=3.3 

Case14 合成等価粗度モデル × 合成等価粗度 Cd=5.1 

   注） ○は防潮堤有り ×はなし（以下、表３－１１～１２において同じ意味） 

表３－１１ｂ 減災効果の評価に関する検討ケース（橘港） 

No. モデルの種類 防潮堤 土地利用の表現 備考 

Case1 粗度モデル ○ 粗度係数  

Case2 合成地盤高モデル ○ 地形モデル  

Case3 粗度モデル × 粗度係数  

Case4 合成地盤高モデル × 地形モデル  

Case13 合成等価粗度モデル × 合成等価粗度 Cd=3.3 

Case14 合成等価粗度モデル × 合成等価粗度 Cd=5.1 

 
２）シミュレーション② 

地盤の嵩上げ+植栽及び臨港道路の高床化による減災効果を検証するための検討ケースは，表

３－１２に示すとおりである． 

表３－１２ａ 減災効果の評価に関する検討ケース（東京港） 

No. モデルの種類 防潮堤 減災施設 

Case1 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 － 

Case2 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 地盤嵩上げ＋植栽 

Case3 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 臨港道路高床化 
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表３－１２ｂ 減災効果の評価に関する検討ケース（橘港） 

No. モデルの種類 防潮堤 減災施設 

Case1 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 － 

Case2 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 地盤嵩上げ＋植栽 

Case3 合成地盤高モデル ○ラインの簡素化 臨港道路高床化 

 

シミュレーション条件の詳細は以下のとおりである． 
シミュレーション②では，橘港及び東京港ともにいずれのケースでも，図３－２１に示すよう

に現況の入り組んだ防潮ラインの影響をなくすために便宜的に直線化（簡素化）した(Case1～3

共通)． 

 

      

                            

 
図３－２１ 防潮ラインの簡素化 

 

防潮堤（現況） 

防潮堤（変更後） 

防潮堤（現況） 防潮堤（変更後） 

東京港 東京港 

橘港 橘港
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Case2 における地盤高の嵩上げは，図 ３－２２，図３－２３に示すように地盤高の嵩上げによ

る減災効果の確認のために基本となる現況地盤の凹凸を考慮して平均的に地盤高が 50cm 高くな

るように地盤高を調整した．その結果，東京港においては，防潮堤の高さが TP+4.0m に対して，

地盤高約+3.0m，橘港においては，防潮堤の高さが TP+4.0m に対して，地盤高約+2.0m となった． 

 

 
 
 
 
 

図 ３－２２ 地盤高の嵩上げ 

 

図３－２３ 地盤高・植栽の変更箇所（緑色の色塗り部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２４ マニングの粗度係数 n と水深 h／植生高 hv との関係１１） 

平均的に 50cm 嵩上げ 

現況の地盤 

嵩上げ地盤 

地盤高・植栽の変更箇所

橘港

東京港 
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また，植栽については，河川洪水流の計算に用いられる粗度係数を参考に高水敷粗度係数を用

いた検討を行った．粗度係数は図３－２４を活用して，草地（高さ 1.0m）の粗度係数 0.08 を用

いた． 

Case3 における道路の嵩上げについては，東京港においては，対象とする道路の天端高は+3.5m

とし，埠頭内道路等は現況の地盤高とした．橘港においては，対象とする道路の交差点部分を地

盤から 3.5m 嵩上げし,埠頭内道路とすりつけを行った（図３－２５）． 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３－２５ 臨港道路高床化箇所 

臨港道路の高床化 
高床化の対象地区 
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３ モデルの優位性に関する検討結果(シミュレーション①に基づく) 

 

減災効果が適切に評価できるモデルの検討のため，粗度モデル，合成地盤高モデル，合成粗度モデ

ルの比較を行った．ここでは，モデル間の相違がより明確だった橘港における結果を詳細に示すこと

とする． 

なお、シミュレーション結果を比較したところ，合成等価粗度モデルにおける抵抗係数Ｃｄの違い

や防潮堤の有無によってモデル間の比較結果に大きな差がなかった．そこで，理論的にはモデルの違

いによる効果が相対的に大きくでると考えられる Case３，４，１４を取り上げ、それぞれのケースを

比較した．概要を次に記す． 

表３－１３ 減災効果の評価に関する検討ケース（東京港） 

No. モデルの種類 土地利用の表現 備考 

Case3 粗度モデル 粗度係数 防潮堤なし 

Case4 合成地盤高モデル 地形モデル 防潮堤なし 

Case14 合成等価粗度モデル 合成等価粗度係数 
防潮堤なし 

Cd=5.1 

 

（１） 大水位の比較（表３－１５ａ～ｄ） 

・粗度モデルでは再現できない建物による背後域の水位の低減効果が，合成地盤高モデルでは確認さ

れた． 

・合成等価粗度モデルは，粗度モデルよりも背後域の水位低減を表現するが、合成地盤高モデルほど

明確ではない． 

・個別エリアにおける水位の時間変化を示す表３－１５ｂ～ｄにおいて，粗度モデル及び合成等価粗

度モデルの方が，合成地盤高モデルよりも遡上が早い傾向に出ている．両モデルの中では，粗度モデ

ルよりも合成等価粗度モデルの方が，合成地盤高モデルに近い結果（遡上範囲）をもたらす場面が多

いことが分かるが，合成等価モデルでも，ある建物の存在により海水が回り込む様子は表現できてい

ない．他方で，浸水範囲に入ったエリアでは，建物と建物の間の浸水深について，合成地盤高モデル

の方が合成等価粗度モデルよりも高く出ており，合成等価粗度モデルでは，建物の減災性能とは裏腹

にむしろ浸水深が深くなる部分があることが表現できていない． 

 

（２）流速及び流体力の比較（表３－１６ａ～ｄ） 

・合成等価粗度モデルでは，等価粗度を与えた建物形状に 大流速が低い範囲が浮かび上がっている． 

・建物に作用する流体力について議論するためには、粗度モデルも合成等価粗度モデルも利用困難で

ある． 

・合成地盤高モデルの結果は粗度モデルや合成等価粗度モデルよりも，建物周囲において流速値が小

さくなっており， 大流速の低減効果の評価も可能と推測される．ただし，建物間で流路が狭まって

いる箇所での縮流効果が出ているか否かが，表３－１８ｂ～d中の図面では読取り困難である． 

 

（３）各モデルの比較検討結果による評価手法の評価結果 

各モデルを用いたシミュレーションの比較検討結果をもとに水位，流速，到達時間，流体力による
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評価指標に関する評価結果を表３－１４に示す． 

水位の時間変化の再現については，面的にはある程度の評価は可能であるが，個々の建物の効果に

ついては難しいものと判断される．本研究で検討した３つのシミュレーションモデルにおいては，合

成地盤高モデルを用いた場合が減災効果の再現性が も高くなると判断される．ただし，建物周りの

水位や流速及び遡上域における減衰率については，実際の現象と比較する必要があるなどの課題が残

る． 

 

表３－１４ 各モデルによる減災効果評価手法の評価 

 大水位 流速 流体力 到達時間 

①粗度モデル × × × × 

②合成地盤高モデル ○ ○ ○ ○ 

③合成等価粗度モデル △ △ △ △ 

○：建物等の低減効果が顕著に現れる 

△：建物等の低減効果を面的に再現できるが，個々の建物の低減効果を再現できない 

×：建物等の低減効果を再現できない 
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表３－１５ａ 橘港における各モデルの比較結果総括表 

比較ケース シミュレーション結果の評価 

 

粗度モデルと

合成地盤高モデ

ルとの比較 

 

（Ｃａｓｅ３と

４の比較） 

【 大水位】（表３－１５ 図３－２６ 表３－２２～２４） 

粗度モデルでは再現できない建物による背後域の水位の低減効果が，合成地

盤高モデルとの比較により確認された．この差は合成地盤高モデルにより，建

物を地盤高さで再現したことによる効果であり，検討対象範囲に建物を配置す

ることによる水位の低減効果を評価することが可能となることがわかる．ま

た，図３－２２に示す水位の経年変化及び表３－２１～２３に示す個別エリア

における水位変化においても，粗度モデルと合成地盤高モデルに水位差がみら

れた．この結果から，合成地盤高モデルでは， 大水位のみならず，到達時間

または 大水位発生時間等の指標の評価も可能であると判断される． 

 

粗度モデルと合

成等価粗度モデ

ルとの比較 

 

（Ｃａｓｅ３と

１４の比較） 

【 大水位】（表３－１６ 表３－２２～２４） 

合成等価粗度モデルは従来の粗度モデルよりも背後域の水位低減がみられ

るが、その差は，合成地盤高モデルほど明確ではない．この結果から合成等価

粗度モデルにおいてもある程度は減災効果の評価は可能であると判断できる．

また，個別エリアにおける水位の時間変化を示す表３－２１～２３において，

両モデルにおける到達時間の違いがみられる箇所もあるが，合成地盤高モデル

ほどの違いはみられない．また，個々の建物による効果は評価できていない．

この結果から合成等価粗度モデルでも面的には，到達時間または 大水位発

生時間等の指標の評価も可能と判断されるが，個々の建物による効果までは評

価できない． 
 

合成地盤高モデ

ルと合成等価粗

度モデルとの比

較 

（Ｃａｓｅ４と

１４の比較） 

【 大水位】（表３－１７ 表３－２２～２４） 

合成等価粗度モデルは合成地盤高モデルよりも建物が密集する地域におけ

る津波エネルギーの低減効果が小さい結果となった．また，比較結果は表３－

２３に示す粗度モデルと合成地盤高モデルの比較結果と同様な傾向となって

おり，個別エリアにおける水位の時間変化を示す表３－２１～２３において，

両モデルによる違いが明確にみられることから，建物の影響による水位の時間

変化の再現については，面的にはある程度の評価は可能であるが，個々の建物

の効果については難しいものと判断される． 

 

なお、東京港においても，同様の比較結果となった．
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表 ３－１５ｂ 大水位分布の比較（合成地盤高モデルと粗度モデルの比較，T.P.基準） 

粗度モデル（Case3） 合成地盤高モデル（Case4） 

差分図（合成地盤高モデル－粗度モデル） 
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表３－１５ｃ 大水位分布の比較（粗度モデルと合成等価粗度モデルの比較，T.P.基準） 

粗度モデル（Case3） 合成等価粗度モデル・Cd=5.1（Case14） 

差分図（合成等価粗度モデル－粗度モデル） 
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表３－１５ｄ 大水位分布の比較（合成地盤高モデルと合成等価粗度モデルの比較，T.P.基準） 

合成地盤高モデル（Case4） 合成等価粗度モデル・Cd=5.1（Case14） 

差分図（合成等価粗度モデル－合成地盤高モデル） 
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表３－１６ａ 橘港における各モデルの比較結果総括表 

比較ケース シミュレーション結果の評価 

 

粗度モデルと

合成地盤高モデ

ルとの比較 

 

（Ｃａｓｅ３と

４の比較） 

【 大流速】（表３－１７） 

 合成地盤高モデルの結果は粗度モデルの結果に比べ，建物周囲において流速

値が小さくなっており， 大流速の低減効果の評価も可能であることがわか

る．ただし，建物間の流れは急縮効果によって早くなることが考えられるが，

合成地盤高モデルでは建物周囲において流速が遅くなっていることから，格子

配置や建物形状の効果により流速が過小評価されている可能性がある． 

 
 

粗度モデルと合

成等価粗度モデ

ルとの比較 

 

（Ｃａｓｅ３と

１４の比較） 

【 大流速】（表３－１８） 

 合成等価粗度モデル結果は粗度モデルに比べ，建物群の背後において流速値

が小さくなっている．このため，合成等価粗度モデルでは，建物による流速の

低減効果の評価が可能と判断される．ただし建物の形状を考慮していないため

建物間の流れの再現はできない． 

 
 

合成地盤高モデ

ルと合成等価粗

度モデルとの比

較 

（Ｃａｓｅ４と

１４の比較） 

【 大水位】（表３－１７ 表３－２２～２４） 

【 大流速】（表３－１９） 

 合成等価粗度モデル結果は合成地盤高モデルに比べ，建物背後において流速

の減衰効果が若干小さい結果となった．合成等価粗度モデルでは，建物による

流速低減効果の評価が可能と判断されるが，建物の形状を考慮していないため

建物間の流れの再現はできない． 

１） なお、東京港においても，同様の比較結果となった． 
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表３－１６ｂ 大流速分布の比較（粗度モデルと合成地盤高モデルの比較，T.P.基準） 

粗度モデル（Case3） 合成地盤高モデル（Case4） 

差分図（合成地盤高モデル－粗度モデル） 
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表３－１６ｃ 大流速の比較（建物なしと合成等価粗度モデルの比較） 

粗度モデル（Case3） 合成等価粗度モデル・Cd=5.1（Case14） 

差分図（合成等価粗度モデル－粗度モデル） 
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表３－１６ｄ 大流速の比較（合成地盤高モデルと合成等価粗度モデルの比較） 

合成地盤高モデル（Case4） 合成等価粗度モデル・Cd=5.1（Case14） 

差分図（合成等価粗度モデル－合成地盤高モデル） 
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表３－１７ａ 橘港における各モデルの比較結果総括表 

比較ケース シミュレーション結果の評価 

 

粗度モデルと

合成地盤高モデ

ルとの比較 

 

（Ｃａｓｅ３と

４の比較） 

【流体力】（表３－２０） 

合成地盤高モデルの結果は粗度モデルの結果に比べ，建物周辺において流体

力値が小さくなっており，その分布は流速分布に近くなっている．この結果か

ら，合成地盤型モデルでは，流体力を評価指標として活用できるものと判断さ

れる． 

なお、東京港においても，同様の比較結果となった． 
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表 ３－１７ｂ 流体力の比較（粗度モデルと合成地盤高モデルの比較） 

粗度モデル（Case3） 合成地盤高（Case4） 

差分図（合成地盤高モデル－粗度モデル） 

 

注）流体力（ 大浸水深と 大流速から評価） 
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図３－２６ 津波水位の断面分布の経時変化（粗度モデルと合成地盤高モデルの比較） 

：水位（粗度モデル） 

：水位（合成地盤高モデル） 

：地盤高 
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図３－２７ 水位の経時変化を示したエリア（橘港） 

注）水位の時間変化を表３－１８ｂ～ｄ に示したエリア． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1 

Area 2 

Area 3 
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表３－１８ａ 水位の時間変化（Area1：防潮堤なし，T.P.基準） 

 粗度モデル（Case3） 合成地盤高（Case4） 合成等価粗度モデル（Case14）

津
波
発
生
35
分
後 

   

津
波
発
生
40
分
後 

   

津
波
発
生
45
分
後 

   

津
波
発
生
50
分
後 

   

津
波
発
生
55
分
後 

   

凡例：  
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表３－１８ｂ 水位の時間変化（Area2：防潮堤なし，T.P.基準） 

 粗度モデル（Case3） 合成地盤高モデル（Case4） 合成等価粗度モデル（Case14）

津
波
発
生
35
分
後 

   

津
波
発
生
40
分
後 

   

津
波
発
生
45
分
後 

   

津
波
発
生
50
分
後 

   

津
波
発
生
55
分
後 

   

凡例：  
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表３－１８ｃ 水位の時間変化（Area3：防潮堤なし，T.P.基準） 

 粗度モデル（Case3） 合成地盤高モデル（Case4） 合成等価粗度モデル（Case14）

津
波
発
生
35
分
後 

   

津
波
発
生
40
分
後 

   

津
波
発
生
45
分
後 

   

津
波
発
生
50
分
後 

   

津
波
発
生
55
分
後 

   

凡例：  
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４ 水理模型実験によるシミュレーション手法の検証 

３．で検討した合成地盤高モデルを用いたシミュレーション手法の適応性と第一線に立地す

る建物の減災効果について検討するため，水理模型実験を実施した． 
 

４－１ 実験条件 

４－１－１ 実験施設 

実験では，幅 50m×長さ 40.0m×深さ 1.5m の水槽を使用し，そのうち，造波板 1ユニット 5.4 m

分を使用した． 

 

４－１－２ 模型縮尺 

模型縮尺は，造波機による発生可能な波諸元と実験水槽の大きさとの関係等を考慮し，１/100

とした．模型縮尺と各物理量との関係を表３－１９に示す．なお，本節における表示は，すべて模

型量で示すこととする． 

 

表３－１９ 模型縮尺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１－３ 模型の配置 

大型平面水槽内における模型の配置は，図３－２８～２９に示す通りである．建物の配列につい

ては，規則配置は，隣接する構造物間隔を 30cm の 3×3の正方格子とした．不規則配置は，規則配

置の 2 列目（以下，岸壁から 1 列目とする．）を 30cm 沿岸方向にずらし千鳥配置とし，2 列目は，

直接，遡上波を受け止める．密集配置は，規則配置の間隔を 30cm から 20cm に縮め，4（沿岸）×3

（岸沖）の配列とした．なお，構造物のない状態でも実験を行った． 

項 目 式 縮 尺

平 面 寸 法 お よ び 波 長 (m ) L r 1/100

水 深 (m ) ｈ r＝ L r 1/100

振 幅 ・水 位 (m ) H r＝ L r 1/100

周 期 お よ び 時 間 (s) T r＝ Lr
1/2 1/10

流 速 (m /s) U r＝ L r/L r1/2 1/10

波 圧 (gf) P r＝ L r3 1/1 ,000 ,000
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図３－２８ 造波機及び模型の配置状況 
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図３－２９ 構造物（建物）模型と配置 

規則配置

波

6@0.30
遡上先端位置

波高計

流速計 単位：ｍ
陸域部
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沖20m②

P11 P15 P16P13 P14P12

P23

P18P17

P27 P28P25P21

6@0.30

波高計

流速計
陸域部

2@0.30
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P24

P12

P23

P18P17

P27 P28P25P21
波
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不規則配置
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流速計
陸域部
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沖20m②

P11 P15P16P13P14P12

P23

P18P17
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波
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遡上先端位置

単位：ｍ
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Ｐ１測線 

Ｐ２測線 

Ｐ１測線 

Ｐ１測線 

Ｐ２測線 

Ｐ２測線 
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４－１－４ 岸壁（護岸）の地盤高 

 東京港および橘港における岸壁地盤高と H.W.L.との関係を示す．なお，「３．数値シミュレーシ

ョン」では東京港は温暖化の影響を考慮し，H.W.L.+0.5m を水位としている．岸壁地盤高と想定水

位との差は，東京港で 1.33m，橘港で 0.67m となることから，実験では 1.0m の差を仮定し，図３

－２８に示すように，模型では 0.01m（1.0m×1/100）のクリアランスとなる地盤高とした． 

 

 

 

図３－３０ 東京港における岸壁地盤高と水位の関係 

 

 

図３－３１ 橘港における岸壁地盤高と水位の関係 
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４－１－４ 水深 

 実験水深は H.W.L.（高潮時は H.H.W.L.相当）を含む水深は 30cm の一様水深とした．岸壁を考え

れば，30cm（現地 30m）の水深は深いと考えられるが，岸壁への入射波を単純化するためには，砕

波しない作用波が好ましいと考えられるため，このように設定した． 

 

４－１－５ 測定方法 

水位測定は，容量式波高計を用いてサンプリング間隔 40ms で行い，1列目に建物のない測線（P1

測線）と建物のある測線（P2 測線）において，30cm(密集配置は 25cm)間隔および構造物背後とな

る 3列目（最後列）直背後の測点 7から 60cm(密集配置は 50cm)離れた位置で測定した．波高計は，

地盤面に孔を開けて設置し，あらかじめ地盤高に水位を合わせて実験を行い，水位ゼロを地盤高と

した． 

流速測定は，可逆プロペラ式流速計を用いてサンプリング間隔 40ms で行った．流速計は一方向

成分しか測定できないため，岸沖成分が比較的明確な構造物間のみ測定し，測定高は地盤から約

4mmとした． 

遡上距離の測定はビデオカメラ等を用いて行った． 

 

４－１－６ 実験波 

 実験波は、①孤立波，②長周期波，③規則波（連続波） の３種類とした． 

① 孤立波 

 岸壁への入射波としては静水面からの高さ 5cm を基準として，7cm,10cm の３種類について各１

波作用させた． 

② 長周期波 

 岸壁へ入射波として 4cmを基準として，3cm,4cm,5cm を引き波初動で作用させた．周期について

は，津波による陸域部の流れを再現することを目的としているので，正弦波としての周期は本来な

いものと考える．そこで、造波水路内で安定的に発生可能なもので，できるだけ長い周期とし，周

期 20s とした．周期が長いため再反射の影響を受け易く，有効波としては最初の 1～2 波程度とし

た 

③ 連続波 

 連続波は、「羽田空港再拡張事業工法評定選定会議」要求水準書(案)を参考に、H1/3=4.0m，T1/3=8.0s

とし、実験水路内においては、波高(両振幅)4.0cm を基準として 4.0cm と 6.0m,周期 0,8s の規則

波を作用させた． 

 

４－１－６ 実験ケース  

 本実験のケースは表３－２０に示す通りである.波位相は正弦波の位相角度を示す. 
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表３－２０ 実験ケース

 
(両)振幅

(cm)
周期
(s)

(両)振幅
(m)

周期
(s)

なし 規則配置 不規則配置 密集配置

5.0 － 5.0 － － T005 T105 T205 T305

7.0 － 7.0 － － T007 T107 T207 T307

10.0 － 10.0 － － T010 T110 T210 T310

3.0 20.0 3.0 200.0 90.0 L003 L103 L203 L303

4.0 20.0 4.0 200.0 90.0 L004 L104 L204 L304

5.0 20.0 5.0 200.0 90.0 L005 L105 L205 L305

4.0 0.8 4.0 8.0 0.0 R004 R104 R204 R304

6.0 0.8 6.0 8.0 0.0 R006 R106 R206 R306

＊長周期波・規則波の振幅は両振幅を示す。

構造物条件

波
条
件

孤立波

長周期波
（引き波）

規則波

諸元

模型量 現地量
波位相
（°）

 

 

４－２ 実験結果 

４－２－１ 陸上部の水位・流速・波圧の経時変化 

（１）水位変化 

１）孤立波 

 図３－３２は，一例として 5cmの孤立波による構造物なし・規則配置・不規則配置の水位変化を

示したものである．建物の 1列目の前面をみると，構造物に入射波が衝撃的にあたり海側に反射す

るため鋭いピークをもち，構造物がない
．．

時よりも水位が高くなっていることがわかる．しかしなが

ら，建物の 2列目後方より上流側においてはピークが次第になくなり，規則配置および不規則配置

とも構造物なし
．．

と同等またはそれ以下の水位となっている． 

規則配置と不規則配置を比較すると，構造物１列目付近におけるピークは大差ないが，不規則配

置の方が水位の低下が速く，ピークが遅れる傾向がみられる． 

２）長周期波 

 図３－３３は，一例として 4cmの長周期波による構造物なし・規則配置・不規則配置の水位変化

を示したものである．孤立波ほどではないが，２波目において，構造物に入射波が衝撃的にあたり

海側に反射するため鋭いピークをもち，構造物がない
．．

時よりも水位が高くなっていることがわかる．

しかしながら，それよりも上流側においてピークはほとんどなくなり，規則配置および不規則配置

とも構造物なし
．．

と同等またはそれ以下の水位となっている． 

規則配置と不規則配置を比較すると、構造物の３列目より上流側において不規則配置の方で水位

の低下が速くなっている． 

L １ ０３

波高：０３(3cm)、０４(4cm)、０５(5cm）、０６(6cm)、０７(7cm)、１０(10cm)
構造物：０（なし）、１（規則配置）、２（不規則配置）、３（密集配置）

波種類：Ｔ（孤立波）、Ｌ（長周期波）、Ｒ（規則波）
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３）規則波 

図３－３４は，一例として 4cmの規則波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の水位変化を

示したものである．孤立波，長周期波にみられたような衝撃的なピークはみられず，規則波の周期

0.8s の水位変化を繰り返す結果となった．構造物なし
．．

と不規則配置が比較的似た経時変化となっ

たが，これは構造物なし
．．

は遡上する水塊量が多く，不規則配置は一度遡上した水塊が戻りにくいこ

とから，結果として平均的な水位は同程度となっているものと思われる．これに対して，規則配置

は遡上する水塊量は少なく，戻り流れもある程度みられることから，全体的に水位が低くなったも

のと考える． 
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図３－３２ 水位変化（孤立波 振幅５ｃｍ 構造部なし、規則配置、不規則配置 P-1 測線） 
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図３－３３ 水位変化（長周期波 振幅４ｃｍ P-1 測線） 
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注）これより上流部の水位はほとんどなし 

図３－３４ 水位変化（規則波 振幅４ｃｍ Ｐ１測線） 

 

（２）流速変化 

１）孤立波 

 図３－３５は，一例として 5cmの孤立波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の陸上部の流

速変化を示したものである．１列目構造物間の，２列目構造物間（不規則配置は測点なし）をみる

と，構造物なしに比べて規則配置・不規則配置ともやや流速が小さい程度であるが，３列目構造物

間，最上流部では，構造物なし
．．

，規則配置，不規則配置の順で流速は遅くなるという結果となった．

密集配列でも，規則配置とほぼ同様の傾向を示したが，規則配置と比べてやや流速は遅くなる傾向

がみられた． 
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２）長周期波 

図３－３６は，一例として 5cmの長周期波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の陸上部の

流速変化を示したものである．１列目構造物間，２列目構造物間（不規則配置は測点なし）をみる

と，構造物なし
．．

，規則配置，不規則配置ともほぼ同様の傾向となっているが、３列目構造物間では

不規則配置で流速は遅くなり，最上流部では，規則配置でも流速は遅くなった． 

密集配置でも，規則配置と比べほぼ同様の傾向を示したが、流速はやや遅く全体に乱れた変化と

なった． 

 

３）規則波 

 図３－３７は，一例として 4cmの規則波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の陸上部の

流速変化を示したものである．１列目構造物間をみると，構造物なし
．．

，規則配置，不規則配置とも

ほぼ同様の傾向となっている．２列目構造物間（不規則配置は測点なし）をみると傾向は似ている

が，全体に乱れていた． 
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図３－３５ 流速変化（孤立波 振幅５ｃｍ） 
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図３－３６ 流速変化（長周期波 振幅４ｃｍ） 
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注）これより上流部の流速はほとんどなし 

図３－３７ 流速変化（規則波 振幅４ｃｍ） 

 

 

 

３－２－２ 水位・流速の分布 

（１）最高水位の分布 

１）孤立波 

図３－３８は，上段に振幅 5cmの孤立波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の最高水位の

分布，下段に同様に構造物なし
．．

，密集配置の最高水位の分布を示したものである．両者は測点間隔

（規則配列等は 30cm 間隔，密集配列は 25cm 間隔）が異なるため，図を分けている．(以下,同じ) 

規則配置・不規則配置・密集配置は、構造物の反射により，最下流側の測点１では構造部なし
．．

よ

りも最高水位は高いが，上流側にいくにつれて急速に低下する．測点５～６（２～３列目）から，

構造物なし
．．

とその他で逆転している．上流側での水位低下は，不規則配列が最も顕著であり，最前

列の配置が大きく影響を及ぼすことがわかった． 

 

１） 長周期波 

図３－３９は，上段に両振幅 4cm の長周期波 1 波目による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置

の最高水位の分布，下段に同様に構造物なし
．．

・密集配置の最高水位の分布を示したものである． 

図３－４０は，同様に，両振幅 4cm の長周期波 2 波目によるものである． 

孤立波と同様の傾向がみられた． 
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図３－３８ 最高水位の分布（孤立波 振幅５ｃｍ） 
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図３－３９ 最高水位の分布（長周期波 振幅４ｃｍ １波目） 
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最高水位（長周期波4cm：2波目）
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最高水位（長周期波4cm：2波目）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 2 3 4 5 6 7 8
測点

水
位

(c
m

)

構造物なし：測線P1

構造物なし：測線P2

密集配置：測線P1

密集配置：測線P2

 
図３－４０ 最高水位の分布（長周期波 振幅４ｃｍ ２波目） 

 

（２）最大流速の分布 

１）孤立波 

図３－４１は，上段に振幅 5cmの孤立波による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の最大流速の

分布，下段に同様に構造物なし
．．

・密集配置の最大流速の分布を示したものである． 

２列目構造物付近の測点Ｐ４から３列目構造物付近の測点Ｐ６の間で最大流速のピークがみら

れ，ピークを過ぎると，最大流速は小さくなる傾向がみられた．その効果は，不規則配置が特に顕

著だった． 

 

２）長周期波１波目 

図３－４２は，上段に振幅 4cmの長周期波１波目による構造物なし
．．

・規則配置・不規則配置の最

大流速の分布，下段に同様に構造物なし
．．

・密集配置の最大流速の分布を示したものである． 

図４－４３は，同様に振幅 4cmの長周期波 2波目によるものである． 

１列目構造物付近の測点Ｐ２から２列目構造物付近の測点Ｐ４の間で最大流速のピークがみら

れ，それを過ぎると，最大流速は小さくなる傾向がみられた． 

その効果の差は１波目では，みられなかったが，２波目では，構造物なし
．．

とその他との差がみら

れ，特に不規則配列で特に顕著だった． 
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図３－４１ 最大流速の分布（孤立波 振幅５ｃｍ） 
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図３－４２ 最大流速の分布（長周期波 振幅４ｃｍ １波目） 
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最大流速（長周期波4cm：2波目）
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図３－４３ 最大流速の分布（長周期波 振幅４ｃｍ ２波目） 

 

（３）岸壁からの遡上距離 

図３－４４～４７は，孤立波，長周期波１波目，長周期波２波目，規則波について、遡上波先端

の最大遡上距離を示してものである． 

孤立波をみると，構造物がない
．．

状態に比べてある
．．

場合の遡上距離抑制効果は明らかであり，波高

が高くなるにつれて，その効果が顕著になる傾向がみられた．また．規則配列に比べ，不規則配置

でその効果がみられた． 

長周期波１波目をみると，両振幅の大きい 5cmで差がみられた．また，規則配列に比べ，不規則

配置，密集配置において，短くなる傾向がみられた．長周期波２波目も同様の傾向となるが、１波

目より入射する両振幅が大きいため、すべての振幅 3～5cm で構造物設置の効果がみられ，その短

縮効果は，振幅が大きくなるにつれて，高くなる傾向がみられた．規則配列に比べて，不規則配列，

密集配列による遡上高の短縮効果が高くなった． 

規則波をみると振幅幅の大きい 5cmで差がみられ，その傾向は長周期波と同様だった． 
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図３－４４ 孤立波による遡上波先端の最上流遡上距離 

図３－４５ 長周期波１波目による遡上波先端の最上流遡上距離 
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図３－４６ 長周期波２波目による遡上波先端の最上流遡上距離 
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図３－４７ 規則波による遡上波先端の最上流遡上距離 
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（４）建物配置による低減範囲（本項のみ実スケールで表記） 

 今回の実験では，建物(立方体)が全くないケースと比べて，建物(立方体)を配置したケースでは，

護岸法線から１５０～２００ｍ辺りで浸水深が下回り始め，遡上範囲は入射波高により変わるが，

建物がないケースで３００～６００ｍ程度の地点まで遡上するのに対して，建物があるケースでは

２００～４００ｍにとどまっている．したがって，今回実験を行ったケースについては，１５０～

６００ｍ辺りの範囲で建物があることによる浸水影響の低減が顕れていることがわかる．ただし、

０～２００ｍ辺りでは，建物があることにより逆に浸水深が深くなっていることには留意が必要で

ある． 

 

 
 

図３－４８ 実験ケースでの建物配置による低減範囲 

低減開始地点 

建物がある場合の遡上地点

建物がない場合の遡上地点 
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（４）最大流量の推定と最大遡上距離との相関 

３列目の構造物間通過後の最高水位ηmaxと最大流速 Vmaxを用い、以下の式により最大流量 Qmaxを

計算した．ここで、Bは沿岸方向で構造物のない延長距離を示す． 

 

        Qmax＝ηmax×Ｂ×Vmax   

 

図３－４８は，上式で求めた Qmaxと測定した最大遡上距離 Lmaxとの関係を示したものである．こ

れによると，孤立波の相関係数Ｒ２は 0.78，長周期波の相関係数Ｒ２は 0.92 と高い値を示している．

すなわち，構造物を設置することで，３列目構造物間を通過する遡上波の最高水位および最大流速

は抑えられ，それに加えて遡上幅が狭くなる（構造物が設置されている）ことから，その積として

最大遡上距離が抑えられているものと考える． 
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図３－４９ 最大遡上流量の推定値と最大遡上距離との相関 
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４－３ 模型実験における建物の減災効果の総括 

 

実験結果から得られた，構造物による減災効果は以下のとおりである． 

① 反射により１列目構造物の前面の水位は構造物なし
．．

に比べて高くなるが，上流側に向かうに

つれて急速に低減し，最上流側では構造物設置の低減効果がみられる．水位低減には，１列

目構造物の配置が大きな影響を及ぼす． 

② 最高水位は，入射波の（両）振幅の条件で多少異なるが，規則配置に比べ，密集配置と不規

則配置で低下する． 

③ 最大流速のピークがみられる測点は，入射波の（両）振幅が大きくなるにつれて上流側に移

動するものの，今回測定した上流側の測点で構造物設置の低減効果はみられる．とくに、不

規則配置で効果が顕著である． 

④ 最大遡上距離は，入射波の（両）振幅が大きくなるにつれて，構造物設置による低減効果が

みられ，その効果は，最高水位や最大流速より明らかである． 

⑤ 今回の実験に限れば，１５０～６００ｍ辺りの範囲で建物があることによる浸水影響の低減

が顕れていることがわかった．これにより，建物等による減災効果を期待する場合に、考慮

すべきエリアの規模について、ある程度のイメージを持つことができた．ただし、０～２０

０ｍ辺りでは，建物があることにより逆に浸水深が深くなっていることには留意が必要であ

り，避難対策等この範囲における特段の対策検討も必要とされる． 

⑥ 最大遡上流量の計算値 Qmaxと測定した最大遡上距離 Lmaxとの関係をみると，孤立波の相関係

数Ｒ２は 0.78，長周期波の相関係数Ｒ２は 0.92 と高い値を示す．すなわち，構造物を設置す

ることで，３列目構造物間を通過する遡上波の最高水位と最大流速は抑えられ，それに加え

て遡上幅が狭くなることから，その積として最大遡上距離は抑えられる． 

 

４－４ 模型実験とシミュレーションの比較 

４－４－１ シミュレーションの条件 

 減災性能評価手法を検討するため，実験結果とシミュレーション結果との比較を行った． 

比較検討ケースは，入射波はとしては，孤立波と長周期波の２種類とし，規則波については検討し

ていない．波高は，実験と同様に孤立波は 5.0ｍ，7.0m，10.0m の 3波高，長周期波は 3.0ｍ、4.0m、

5.0m の 3波高とした.また，長周期波については，実験条件と整合をとるため，引き波から始まる

波形を入力した.地形条件は，実験と同様に，建物なし，規則配置，不規則配置，密集配置とした. 

４－４－２ 比較結果 

 シミュレーション結果及び水理模型実験結果から得られた最高水位と最高流速の比較により，シ

ミュレーションモデルによる減災性能評価手法について考察した. 

 最高水位分布の比較を図３－５０に示す．（上の２つがシミュレーション結果,下の２つが実験結

果）また,最高流速の分布を図３－５１に示す. （上の１つがシミュレーション結果,下の２つが実

験結果） 

 最高水位に関しては，建物の 1列目にあたる P11，P12 では，実験結果の方が高いという結果と

なった.この位置の水流は，岸壁ラインで越流した後に建物の１列目に衝突する状態であるため，
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非線形性が強くなったものと考えられる.シミュレーションモデルでは，建物への衝突に伴う打ち

上げ等の再現が十分得られていないため，このような結果が生じているものと考えられる. 

 減災性能を期待している建物背後（P13より上流部）については，孤立波については同程度とな

っている. 

 流速についても同様に，孤立波については，同程度の値が得られている. 

 シミュレーションモデルでは，底面のマニングの粗度係数を一般的に使用されている水域の値

（ｎ＝0．025）を用いており，底面粗度による影響は小さいものと考えられるが，実験の底面粗度

とシミュレーションの底面粗度については比較していないため，十分な考察はできなかった． 

 

 今回の検討結果から，孤立波のような水位，流速値が大きな条件に対しては，実験結果とシミュ

レーション結果は同程度の減衰傾向を示しており，シミュレーションの再現性は高い． 

一部，建物（立方体）の存在により，「構造物あり(規則配置，不規則配置，密集配置)」が「構造

物なし」より水位が高く出る範囲(測点１～５付近)で，実験結果の方が若干高く出ている点は，乱

れが影響している可能性もあり，さらに詳細な検討が必要である． 

 

以上より，今回提案したシミュレーションモデルでは，孤立波のケースで，「構造物なし」より

「構造物あり」が下回り始める概ねの位置が示されたとも見える．しかしながら，長周期波等その

他のケースも含めて，さらなる検証が必要である． 
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図３－５０ａ 最高水位分布（孤立波，η=5.0m） 
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図３－５０ｂ 最高水位分布（孤立波，η=7.0m） 
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図３－５０ｃ 最高水位分布（孤立波，η=10.0m） 
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図 ３－５１ａ 最大流速分布（孤立波，η=5.0m） 
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図 ３－５１ｂ 実験結果の最大流速分布（孤立波，η=7.0m） 
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図 ３－５１ｃ 最大流速分布（孤立波，η=10.0m） 
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５ 施設の減災性能に関する検討 

５－１ 建物による減災性能(シミュレーション①に基づく) 

 

 模型実験における建物の減災性能については，「４－３．模型実験における建物の減災効果の総

括」でまとめたとおりであり，建物があることにより，その上流部において，水位,流速,遡上高

の減少が確認されている．以下では,シミュレーションによる減災性能について記載する． 

建物による減災性能については，シミュレーション①における粗度モデルと合成地盤高モデルとの

比較結果がそのまま，建物の有無による効果とすることができる． 

 

５-１-１ 東京港（高潮） 

表３－２１ａ～ｂ，表３－２２ａ～ｂ，表３－２３ａ～ｂに比較結果を示す． 

最大潮位偏差については，表３－２１ａに示すとおり，建物があることによって，海岸線（岸壁・

護岸）直配後ではなく，陸上の少し奥において減少がみられた．参考までに，表３－２１ｂに示すと

おり，防潮堤があることによる効果は，防潮堤直配後においてがみられた． 

最大流速については，表３－２２ａに示すとおり，建物があることによって，陸域全体に減少傾向

がみられ，表３－２２ｂに示すとおり，防潮堤があることによって，逆に流速の増加がみられた． 

 最大潮位偏差（正確には，地盤高を引いた最大浸水深）と最大流速から得られる流体力につい

ては，建物による効果，防潮堤による効果，いずれもわずかな減少にとどまった 

（表３－２３ａ～ｂ）． 

 

５－１－２ 橘港（津波） 

 表３－２４ａ～ｂ，表３－２５ａ～ｂ，表３－２６ａ～ｂに比較結果を示す． 

 最大水位については，建物があることによる効果は，高潮と同様に、海岸線直配後ではなく，

上流部において，減少がみられた．なお，防潮堤による効果はほとんどみられなかった．（表３－

２４ａ～２４ｂ） 

 最大流速については，建物があることによって，陸域全体に減少傾向がみられ，防潮堤があるこ

とによっては，流速の増加する箇所と減少する箇所がみられた．（表３－２５ａ～ｂ） 

 最大水位（正確には，地盤高を引いた最大浸水深）と最大流速から得られる流体力については，

建物により，減少がみられる結果となったが，防潮堤による効果はほとんどみられなかった．（表

３－２６ａ～ｂ） 
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表３－２１ａ 最大潮位偏差の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし） 

建物無し（Case3） 建物あり（Case4） 

  

差分図（建物あり－建物なし） 
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表３－２１ｂ 最大潮位偏差の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

  

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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表３－２２ａ 最大流速の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし） 

建物無し（Case3） 建物あり（Case4） 

  

差分図（建物あり－建物なし） 
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表３－２２ｂ 最大流速の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

 

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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表３－２３ａ 流体力の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし） 

建物なし（Case3） 建物あり（Case4） 

  

差分図（建物あり－建物なし） 
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表３－２３ｂ 流体力の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

  

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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表 ３－２４ａ 最大水位分布の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし,T.P.基準） 

建物無し（Case3） 建物あり（Case4） 

差分図（建物あり－建物なし） 
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表 ３－２４ｂ 最大水位分布の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり，T.P.基準） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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表３－２５ａ 最大流速分布の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし，T.P.基準） 

建物無し（Case3） 建物あり（Case4） 

差分図（建物あり－建物なし） 
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表３－２５ｂ 最大流速分布の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり，T.P.基準） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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表 ３－２６ａ 流体力の比較（建物ありと建物なしの比較・防潮堤なし） 

建物なし（Case3） 建物あり（Case4） 

差分図（建物あり－建物なし） 
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表３－２６ｂ 流体力の比較（防潮堤の有無の比較・建物あり） 

防潮堤あり（Case2） 防潮堤なし（Case4） 

差分図（防潮堤あり－防潮堤なし） 
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５－２ 地盤の嵩上げと植栽の効果（シミュレーション②による） 

 

比較検討ケースは，「２－６ 検討目的毎のシミュレーションケース（Ｐ－３４～３７）」に示

したとおりであるが，図のみを再掲すると以下のとおりである．現況（防潮ラインは単純化して

いる）と地盤高の嵩上げ＋植栽を設置した場合の比較である． 

 

図３－５２ 地盤高・植栽の変更箇所（緑色の色塗り部分）（再掲） 

 

 

表３－２７～２８に比較結果の一部を示す． 

東京港においては，地盤を嵩上げし植栽を配置した場所において，最大流速の減少がみられた

のみであり，最大潮位偏差等においては，その効果がみられなかった． 

また，橘港においては，最大水位と津波到達時間にわずかな効果がみられた． 

マンニングの粗度係数を増加させてみても，結果が大きくかわらなかったため，地盤高の嵩上

げ高が外力に比べて小さかったものと推測される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤高・植栽の変更箇所

橘港

東京港 
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表３－２７ 最大流速分布の比較（東京港 防潮堤前面の地盤高嵩上げ＋植栽を設定） 

地盤高嵩上げ・植栽なし 地盤高嵩上げ・植栽あり 

  

差分図（嵩上げ・植栽あり－嵩上げ・植栽なし） 
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表３－２８ 最大水位分布の比較（橘港 防潮堤前面の地盤高嵩上げ＋植栽を設定 T.P.基準） 

地盤高嵩上げ・植栽なし 地盤高嵩上げ・植栽あり 

差分図（嵩上げ・植栽あり－嵩上げ・植栽なし） 
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表３－２９ 津波到達時刻の比較（橘港 防潮堤前面の地盤高嵩上げ＋植栽を設定，T.P.基準） 

地盤高嵩上げ・植栽なし 地盤高嵩上げ・植栽あり 

差分図（嵩上げ・植栽あり－嵩上げ・植栽なし） 
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５－３ 臨港道路の嵩上げの効果（シミュレーション②による） 

 

比較検討ケースは，「２－６ 検討目的毎のシミュレーションケース（Ｐ－３４～３７）」に示

したとおりであるが，図のみを再掲すると以下のとおりである．なお，地盤の嵩上げ＋植栽の効

果がわずかだったことを考慮し，東京港では天端高を+3.5m とし，橘港においては，対象とする

道路の交差点部分を地盤から 3.5m 嵩上げした. 

  

 

 

 

 

 

 

図３－５３ 臨港道路高床化箇所（再掲） 

 

 

 

表３－３０～３４に比較結果の一部を示す． 

東京港においては，臨港道路の嵩上げに伴い，その直背後において,最大潮位偏差,最大流速の

減少がみられた.橘港においても,最大水位,最大流速の減少のほか,津波到達時間の遅延効果がみ

られた. 

臨港道路の高床化 
高床化の対象地区 
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表 ３－３０ 最大潮位偏差分布（東京港） 

現況 道路嵩上げ 

  

差分図（道路嵩上げ－現況） 
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表３－３１ 最大流速分布（東京港） 

現況 道路嵩上げ 

  

差分図（道路嵩上げ－現況） 
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図 ３－５４ 計算結果の抽出位置（東京港） 
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図３－５５ａ 浸水深・流速・流体力・津波到達時刻の比較（東京港 測点 A1～A6） 
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図３－５５ｂ 浸水深・流速・流体力・津波到達時刻の比較（東京港 測点 B1～B6） 
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表３－３２ 最大水位分布（橘港） 

現況 道路嵩上げ 

差分図（道路嵩上げ－現況） 
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表３－３３ 最大流速分布の比較（橘港） 

現況 道路嵩上げ 

差分図（道路嵩上げ－現況） 
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表３－３４ 津波到達時刻の比較（橘港） 

現況 道路嵩上げ 

差分図（道路嵩上げ－現況） 
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図３－５６ 計算結果の抽出位置（橘港） 
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図３－５７ａ 浸水深・流速・流体力・津波到達時刻の比較（橘港 測点 A1～A4） 
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図３－５７ｂ 浸水深・流速・流体力・津波到達時刻の比較（橘港 測点 B1～B5） 
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５－４ 第３章における結論 施設の減災効果 

 

以上のように,シミュレーション結果から,津波や高潮を完全に防護できない施設であっても,ある

程度の高さ,広さを有する地盤の嵩上げやその上に建物を立地することにより,浸水深,流速,流体力,

を減少させる効果があることが認められた.また,津波に関しては,到達時刻を遅らせる効果があるこ

とがわかった. 

シミュレーションから得られる水位については,家屋浸水被害数,避難行動計画・避難地の検討に,流

速については,流出・漂流物及び避難行動計画の検討に,到達時間については,避難時間の検討に,流体

力については,構造物,特に避難場所の耐力の検討に使用することができる. 

ただし,合成地盤高を用いたシミュレーション結果と模型実験結果との比較において,かならずしも

十分な再現性が確認されたわけではないので,現地への適用に当たって，シミュレーションによる効果

をどの程度見込むかについては，十分慎重に対応する必要がある. 
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第４章 沿岸域災害対策の多様な効用を有する評価手法の構築         

 

 本研究の対象である低頻度メガリスク型沿岸域災害とは，海岸保全施設による防護などハード対策で計画さ

れている規模（計画外力）を上回る高潮・津波による災害である．このような巨大災害は，2004年のインド洋

大津波や2005年のハリケーン・カトリーナのように発生頻度は極めて低いものの，一度発生すると大規模で甚

大な被害を生じさせる．このような特色を有する沿岸域災害への対策は，その効果を発現する機会が極端に少

ないため，従来の評価法では投資効果が低位となる. 

本研究では，上に述べた特色を持つ低頻度メガリスク型沿岸域災害への対策のあり方として「後悔しない政

策」という概念を導入し，それに伴う多様な効用とその評価手法を提案する．その上で，この型の災害対策投

資の可能性について検討を行う． 

 

１ 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の特徴と課題 

 

（１） メガリスク型沿岸域災害による被災メカニズム 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害は，計画外力を上回る津波・高潮災害であるため，通常災害で想定されてい

る人的被害や家屋・事業所等の資産被害の他，通常の災害に対しては十分防護されている臨海部の都市インフ

ラ（道路，鉄道，電力，ガス，通信，上下水道）においても脆弱部からの想定外の浸水等によってインフラ供

給者・利用者に被害を生じさせる． 

 例えば，道路については，図４－１に示すように海水の流入，漂流物の流入によって脆弱部に直接被害が発

生，インフラ供給者には道路を使える状態にするためのコスト増，利用制限による収入減少，道路交通に対す

る信頼性低下といった被害が発生する． 

一方，インフラ利用者には，図４－２に示すように道路への海水・漂流物の流入による自動車の水没などの

直接被害が発生するとともに，自動車・物品損傷に対するコスト増，通行止めの発生や高架道路の流出入規制

による迂回等のコスト増，生産低下の発生，運送事業者の利用制限による収入減少，一般利用者の利便性低下

といった被害が波及する． 

 他の都市インフラに関しても同様に供給者及び利用者に被害が発生し，その影響は図４－３に示すように社

会経済活動に波及する．臨海部に経済機能が極度に集積している我が国では，このような波及により，甚大な

被害に拡大することが危惧される． 
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図４－１ 供給者サイドにおける被害の波及（道路の例） 
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図４－２ 利用者サイドにおける被害の波及（道路の例） 
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図４－３ 大規模津波災害のインパクトフロー 
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（２） 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の課題 

 災害対策の実施とは，図４－４に示すように，立案した計画（①）を遂行（②）して，計画の成果（③）と

しての災害対応施設の整備や災害に強い都市構造を実現することである．しかし，災害対策において③は，あ

くまで手段であり，災害対策の真の目的（＝計画の帰結（④））は，災害時における人・財産等の被害の低減

である． 

 

 

図４－４ 災害対策のトータルプロセス 

 

 しかし，③→④の関係は，「災害が発生した場合」という条件付の関係であり，災害対策の効果は，災害が

発生して初めて発現する確率現象である．災害対策の効果は「将に来んとするもの（将来事象）」ではなく，

防護便益（災害対策の効果）は一般的に，式（４－１）のように災害の発生確率と時間の経過を加味した被害

軽減額の期待値で評価される1)2)． 

 

∑
=

+×−=
T

tt

t
wwo itPDDB

0

})1/()(){(     (４－１) 

 

 ここで， 

  B  ：防護便益 

  woD ：対策未実施時の被害額 

  wD  ：対策実施時の被害額 

  )(tP  ：t年における対象災害の発生確率 

  i  ：社会的割引率 

  0t  ：供用開始年次 

  T  ：供用終了年次（耐用年数） 

 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害により想定される広範で甚大な被害を完全に防護（ 0=wD ）する場合，莫大

な投資が必要であることは容易に想起される．一方，現行の投資評価における投資限界は，得られる便益B 以

下であることが求められている．仮に被害軽減額 }{ wwo DD − を100，災害発生確率 )(tP を200年確率，社会的

割引率を4%，供用開始 0t を11年後，供用終了T を 0t から50年後とした場合，式４－１によるとその防護便益

B は7.6となり，被害軽減額の10分の1も投資できないことになる．同様に1000年確率の場合は，被害軽減

額の1.5%が投資限界となる．その程度の投資では， 0=wD とする対策が望めないことは容易に分かる． 

 一方でその発生頻度は極めて低く，「未だ来らざるもの（未来事象）」に対して莫大な投資をしても，災害

が生起し被害が発生しない限り防護便益は発現しないため，無駄な投資との批判も懸念される．つまり，現行

の評価手法に基づけば，低頻度メガリスク型沿岸域災害に対する対策実施は極めて困難であると言わざるを得

ない． 
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２ 後悔しない政策(No-Regret-Policy)の導入とその多様な効用 

 

（１） No-Regretな沿岸域災害対策の考え方 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害は，一旦発災するとその被害は甚大であり，地域社会に致命的なダメージを

与えかねない．そのため，対策推進は不可欠であり，それを実現するためには，従来とは考え方が異なる投資

効果の評価に基づく対策の展開法が必要である．ここでは，新たな沿岸域災害対策の考え方として，表４－１

に示す「後悔しない政策(No-Regret-Policy)」を提案する． 

 

表４－１ 後悔しない政策(No-Regret-Policy)の考え方 

・超過外力による巨大災害が発生しても「備えを怠っていた」と後悔しない 

・供用期間中に災害が生起しなくても「無駄な投資をした」と後悔しない 

 

 上記のNo-Regret-Policyという考え方に基づく対策案は，巨大災害時には減災効果を発揮するだけでなく，

図４－４の③→④での条件付の関係をゆるめ，平常時にも社会的効果を有する対策となる． 

 No-Regret-Policyに基づく低頻度メガリスク型沿岸域災害対策は，対策により整備する施設を「防災を主機

能とするもの」と「それら以外の機能を主機能とするもの」に分けた場合，表４－２のような対策と位置づけ

られ，具体的には，図４－５のような施設整備の姿が考えられる． 

 

表４－２ 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策としてのNo-Regret-Policy 

・防災を主機能とする施設：平時も経済的効用有り(災害時は減災効果発揮) 

（具体例：防潮堤・防波堤等に賑わい空間の創出など平常時における多様な効用を付与 

・その他の施設：巨大災害時には減災効果を発揮(平常時は経済的効用有り) 

（具体例：エネルギーの減殺，到達時間の遅延，防潮，避難場所確保などを目的とした岸壁，上屋・倉庫，建

築物，森林・植林・植栽の第一線への立地，プロムナード・緑地，土地利用などの配置計画の工夫） 

 

 

災害時

防潮機能を果たす

平常時

交流・レクリエーション機能、
業務機能を果たす

マウンドアップしたマウンドアップした
公園を整備公園を整備

 

図４－５ No-Regretな沿岸域災害対策の実施例 
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（２） No-Regretな沿岸域災害対策の多様な効用 

 図４－３で整理したように低頻度メガリスク型沿岸域災害の被害は，浸水域だけでなく広く地域全体に波及

する．また，表４－２に示したようにそれに対するNo-Regretな沿岸域災害対策は，災害時の減災効果だけで

なく，平常時の経済的効果も併せ持ったものとして考えている．従って，投資効果として評価すべき効果項目

は，以下のa)に示すこれまで津波・高潮対策の効果に加え，b)～d)といった効果も含むよう空間的，時間的に

拡張する必要がある． 

a) 一般的な津波・高潮対策の効果 

 最も基本となる効果は，一般的な海岸事業の効果である浸水域における資産，人的被害の軽減（防護効果）

である．これは災害時に発現する効果である． 

b) 港湾整備と一体となった津波・高潮対策の効果 

 港湾整備と一体となった津波・高潮対策とは，防潮エリアの防護に加え，港湾地域における浸水被害や流出・

漂流被害の軽減にも寄与する対策である． 

 港湾地域の直接被害を軽減することにより港湾機能の低下とそこから波及する物流機能，人流機能，産業機

能などの低下といった間接被害を軽減することが出来る．災害時における港湾機能の確保は，災害後の地域経

済への悪影響の軽減にも効果がある． 

c) No-Regretな沿岸域災害対策の効果 

 No-Regret な対策の災害時の効果は，都市インフラの想定外浸水被害を軽減する効果である．都市インフラ

は経済活動の基盤である各種の都市機能を支えるものであり，これらの軽減は，災害後の地域経済への悪影響

の軽減にも効果がある． 

 また，No-Regret な対策は，津波・高潮の減災機能を有する再開発・遊休地利用・賑わい空間創出など平常

時も効用を有する対策を想定している．そのため，これらの対策実施により業務機会の拡大や交流機会の増大

といった平常時の効果が発現し，来訪者の増加や地域経済の拡大が生じる． 

d) 防災投資による平常時の効果 

 防災投資により地域の災害リスクが低減する．このことにより，土地資産価値が向上，企業等の独自・個別

対策費用・保険料が節約され，立地や産業活動が活性化し，地域経済への好影響が期待される．これらも防災

投資による平常時の効果と言える． 

（３） 多様な効用のまとめ 

 No-Regret な沿岸域災害対策のこのような多様な効用は，図４－６のようにまとめることが出来る．図４－

７に示すように，これらの効用は災害時に発現するものと平常時に発現するものに大別される． 

 ただし，低頻度メガリスク型沿岸域災害の被害は通常の災害と比較して広域に及ぶため，その効果も通常の

災害よりも広域で発生することに留意が必要である． 
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図４－６ No-Regretな沿岸域災害対策の多様な効用 

 

 

 

災害後から平常時に戻った
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図４－７ マウンドアップした緑地を水際線に整備した場合の多様な効用の発現イメージ 

 

３ 多様な効用を有するNo-Regretな沿岸域災害対策の評価手法の検討 

 

（１） 災害時の減災効果と平常時の経済的効果を併せ持つ対策の評価の考え方 

 評価には，その評価観点により様々な方法が考えられる．公共事業は，現時点では，効率性を評価観点とし

て，費用対効果によって評価されている．低頻度メガリスク型沿岸域災害特有の観点に合致した評価の観点に

ついても模索していく必要があるが，ここでは従前の考え方との整合性も踏まえ，費用対効果を評価の観点と

する． 

 費用対効果による評価は，対策によって得られる効果がそれに要する費用を上回るかどうかで対策の有効性

を評価する．従って，災害時の減災効果と平常時の経済的効果を併せ持つ対策の評価式は，式（４－２）で表

現できる． 
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 ここで， 

 直接被害Bt  ：災害時の人命・資産・施設被害軽減額で，式(1)の }{ wwo DD − にあたる． 

 波及被害Bt  ：災害時のインフラ関連波及被害軽減額 

 平常時Bt  ：平常時の消費者余剰の増分等 

 

（２） No-Regretな沿岸域災害対策の評価手順 

 多様な効用を有するNo-Regretな対策の投資効果の評価は表４－３のような手順で行うものとする． 

 

表４－３ 多様な効用の評価手順 

①メガリスク型沿岸域災害（想定外外力）が発生した場合の被害想定：シミュレーション等により，対策未

実施時（without時）の浸水域，水位，流速等を算定（想定外外力であるため，通常は被害が生じなくても脆

弱部から被害発生） 

②対策メニューの設定：被害を低減でき，かつ平常時の効用がある対策を設定 

③減災効果の算定：シミュレーション等により，対策実施（with時）による水位・流速等の低減効果を算定

④災害時の被害軽減効果の算定：with時とwithout時の直接被害，間接被害，波及被害を算定 

⑤平常時効用の算定：来訪者の増加，地域経済への効果を算定 

⑥防災投資による効果の算定：対策実施によるリスクの低減，防災費用の節減，立地・産業活動の活性化，

波及効果を算定 

⑦災害時便益と平常時便益の総和の算定：割引率と発生確率を想定した災害時便益と平常時便益の総和を算

定（ただし便益には重複計上にならない効果のみ計上） 

⑧費用便益分析の実施：費用と便益を比較 

 

（３） 多様な効用の計測方法の検討 

 これまでの公共投資の評価マニュアル1)2)において防災投資の効用とは，対策による災害時の被害軽減額とさ

れている．これらのマニュアルにおける評価では，主に港湾や背後の直接被害を対象に被害軽減額を算定し，

災害時の効用としてとらえている． 

 No-Regret な沿岸域災害対策では，都市インフラへの影響や平常時の効用も評価する必要があり，都市イン

フラへの影響や平常時の効用について評価方法を拡張する必要がある． 

a) 災害時の減災効果の計測方法 

 災害時の減災効果は，直接被害の軽減効果である人的被害，資産被害，施設被害の軽減と波及被害の軽減効

果である都市インフラ利用者，供給者の被害の軽減である．without時及びwith時におけるこれらの被害額は

表４－４のような計測方法で算定することができ，その差が対策実施による被害軽減額である． 
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表４－４ 災害時の被害額の計測方法 

 

 

b) 平常時の経済的効果の計測方法 

 平常時の経済的効果は，業務機会の拡大や交流機会の拡大による立地産業の収益増や来訪者の増加による経

済効果であり，その効用額は表４－５のような計測方法で算定することができる． 

 

表４－５ 平常時の経済的効果の計測方法 

 

 

c) 防災投資による効果の計測方法 

 防災投資による効果は，災害リスクの低減による地域住民・企業等の防災費用の節約と土地資産価値の向上

であり，その効用額は表４－６のような計測方法で算定することができる． 

 

表４－６ 防災投資による効果の計測方法 

 

 

d) 便益と費用の総和の算定方法 

 社会的割引率を用い，供用期間における便益と費用の総和を算定する．ただし，災害時の減災効果について

は，災害の発生確率を乗じた期待値として総和を算定する．また，社会的割引率については，これまでの手法

との整合性を踏まえ４％として算定する． 

 

（４） 多様な効用の算定と投資限界に関する試検討 

 本研究で提案する評価手法を用いてモデル地区におけるNo-Regretな対策の多様な効用について試算し，低

頻度メガリスク型沿岸域災害に対する防災投資の投資限界について検討する． 
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a) モデル地区の施設配置 

 モデル地区として図４－８に示すような仮想的な臨海部の地区を設定する． 
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ステーション 

 

図４－８ モデル地区の施設配置 

 

 職住が混合する都市部で，前面には未活用の埋立地が存在する．地区内を都市高速が通過しており，地区へ

のアクセスの関係上埋立地で平面に接しており，ランプが設置されている．幹線道路には地下鉄が敷設されて

おり，地区内に地下鉄駅がある．地区のガス供給を担うガバナステーションがあり，当該地区の250世帯，220

事業所に供給している．地区を含む背後圏4,500haを計画面積とした下水処理場があり，計画人口700千人の

汚水処理を担っている． 

b) メガリスク型沿岸域災害による浸水及び被害の想定 

 計画外力以上の津波・高潮が発生した場合の浸水想定とそれに伴い想定される被害を図４－９に示す． 

 地区内の一部では，2mを超える想定外の浸水が発生する．そのため，浸水域では通常の津波・高潮災害の被

害である浸水による人的被害，家屋・家庭用品・事業所資産被害だけでなく，都市インフラも脆弱部からの浸

水等により施設・機器の直接被害が発生すると想定される．都市インフラの被災により，道路・鉄道について

は地区へのアクセスや通過交通，ガスについては地区への供給，下水道については当該地区に加え処理対象の

背後圏にも影響を与える． 
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図４－９ without時の被害想定 

 

c) 対策の設定 

 b)で想定した被害に対して減災効果を有するとともに，平常時も経済的効果を有する対策として， 

図４－１０のように前面の未活用の埋立地にマウンドアップした緑地を整備するものとする． 

 緑地の整備面積は20ha，その中に2haの商業施設の整備を行う．背後地への浸水は完全には防げないが，マ

ウンドアップにより浸水深，流速の低下に効果があるものとする． 

d) 対策実施時における浸水及び被害の想定 

 c)で設定した対策を実施した場合の浸水想定とそれに伴い想定される被害を図４－１１に示す． 

 地区内の一部では，2m を超える浸水が発生するが，その範囲は縮小する．そのため，浸水による人的被害，

家屋・家庭用品・事業所資産被害は減少し，都市インフラの直接被害，機能低下も生じないと想定される． 
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整備面積 20ha 
(商業施設整備 2ha) 

 

図４－１０ 対策案 

 

 

浸水による人的
被害の発生 

浸水による資産被
害（家屋，家庭用品，
事業所等）の発生 

 

図４－１１ with時の被害想定 
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e) 対策効果の計測 

 (3)で検討した計測方法を用いて対策の効果を計測した結果を表４－７に，その際の効果の発現イメージを図

４－１２に示す． 

 

表４－７ 対策効果の試算結果 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

広域の背後圏 

人的被害の軽減
2,712 百万円 

家屋・事業所
資産被害の軽減 
4,182 百万円 

水害に関する
保険料の節減 
4 百万円/年 

インフラ利用者 
被害の軽減 
1,690 百万円 

インフラ施設
被害の軽減 
21,050 百万円 

インフラ供給者 
被害の軽減 
38 百万円 

立地産業の
収益増 
363 百万円/年 

来訪者の効用の 
増大 
24 百万円/年 

来訪者の消費の 
増大 
8 百万円/年 

 

図４－１２ 対策効果の発現イメージ 
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f) 便益の総和（投資限界）の試算 

 d)で算定した効果を式（４－２）に代入し，低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の投資限界を試算する． 

 ここでは，災害の発生確率として①南海地震の長期評価確率（図４－１３）を用いて設定した場合と②1/200

と想定した場合の２ケースについてケーススタディーを実施する． 
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図４－１３  長期評価に基づくパラメータを用いた地震発生確率（南海地震） 

 

 社会的割引率i を４％，供用開始 0t を１１年後，供用終了T を 0t から５０年後として，便益額を計算した結

果を表４－８に，対象とする効果項目の範囲を変えて投資限界を整理した結果を表４－９に示す． 

①の場合，従来の資産被害のみでは投資限界は約１５億円だが人的被害，施設被害に拡張することにより約

９８億円，さらに波及被害も含めると約１０４億円まで投資可能となる．そして平常時の便益も加えると約１

８０億円の投資が可能となる．②の場合，従来の資産被害のみでは投資限界は約４億円まで低下する．波及被

害まで含めると約２８億円まで投資可能となるが，①の約1/4に過ぎない．一方，平常時の便益も加えると約

１０５億円の投資が可能となる． 

したがって．発生確率が低い災害に対する対策では平常時の効果の確保が重要であるとともに，その需要予

測は慎重に行う必要があると言える． 

 

131



表４－８ 供用期間に発生する総便益の試算結果 

 

 

表４－９ 発生確率と効果項目の範囲による投資限界のケーススタディー 

 

 

４ 本章における結論 

 

 新たな沿岸域災害対策の考え方として，低頻度メガリスク型沿岸域災害の特性を踏まえたNo-Regret-Policy

を提案した．また，No-Regret な沿岸域災害対策は，平常時の経済的効果も含めた多様な効用を併せ持つもの

であることを示した．そして，このような多様な効用を定量的に評価するための計測方法を提案した．ケース

スタディーでは，多様な効用まで評価を拡張した場合，従来評価と比較して投資限界が数倍程度に向上する可

能性もあることを示した． 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策は，本来，壊滅的被害を防ぐための減災対策である．そのため，自ずと

事前のハード対策には限界があり，発災後のダメージコントロールによる被害の最小化，早期の復旧といった

BCPの視点に立った対策なども合わせて実施していくことが重要である． 
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第５章 合意形成手法の構築         

 

第４章では，「後悔しない施策」として，災害時に減災効果があり，かつ平常時にも社会的に有用な

施設の整備により対応する方策の検討を行った．こうした施策を推進する際には，具体的な施策の検

討に加え，施策の経済的効率性の評価方法や施策を導入する際に起きる様々な利害関係者（ステーク

ホルダー）間の合意形成のあり方が重要な課題になってくるものと思われる． 

本章は，メガリスク型沿岸域災害に対する「後悔しない施策」の導入に関して合意形成を円滑に進

めるための諸事項を考察し，あるべき合意形成のプロセスパターンを考察し，とりまとめたものであ

る．なお，本章において提案するプロセスパターンについては，他の事業にも適応可能と考えられる

ため，本章においては，「低頻度メガリスク型沿岸域災害」という用語にかえて，単に「メガリスク災

害」という用語を使用する． 

 

１ 主要な社会資本整備事業における合意形成の状況 

 

（１） 各事業における合意形成パターンの特徴 

メガリスク災害対策における合意形成のあり方を検討する前段階として，一般的な社会資本整備事

業における合意形成の状況を整理した．参照した事業は道路事業，港湾事業，河川事業，海岸事業お

よび砂防事業である．ここではその一例として各事業の代表的事例を示しつつ合意形成パターンの特

徴を整理した（表５－１）． 

整理の結果から，道路事業や港湾事業は主として利用に供する事業として位置づけられ，整備され

た施設の利用頻度は高くなる．一方，災害時に便益のある河川事業や海岸事業，砂防事業は主として

防災事業としてまとめられ，施設が本来の機能を発揮する頻度は小さい．これに対してメガリスク災

害対策事業は，効果の発現頻度が通常の防災事業よりも更に小さいことが特徴である． 

 

表５－１ 各種社会資本整備事業の特徴 

 
道路事業 港湾事業 河川事業 海岸事業 砂防事業

移動時間短縮、移
動費用節減、事故
削減

船舶・港湾の利便
性向上、観光

（治水）洪水・氾
濫の防止

津波・高潮災害の
低減

豪雨や火山等に伴
う土砂崩れの防止

メガ リ スク 災 害
（巨大津波、異常
高潮）の低減

・平時
・頻度多

・平時
・頻度多

・災害時
・頻度少

・災害時
・頻度少

・災害時
・頻度少

・災害時
・頻度極少

緊急輸送路、延焼
拡大防止

津波・高潮対策 レ クリ エー シ ョ
ン・親水空間

レ クリ エ ー ショ
ン・親水空間、砂
浜の保全

安全な自然空間の
確保

（沿岸域の場合）
船舶・港湾の利便
性向上

・災害時
・頻度少

・災害時
・頻度少

・平時
・頻度中

・平時
・頻度中

・平時
・頻度中

・平時
・頻度中

事業者
政府・自治体、道
路会社

政府・自治体 政府・自治体 政府・自治体 政府・自治体
－

メガリスク
対策事業

従たる
効果

項目
利用に供する事業 防災事業

主たる
効果

 

 

（２） 各事例における合意形成パターン 

 （１）に示した各事業について，合意形成の事例を整理した（表５－２）．合意形成のプロセスとし

て，以下の共通点がみられる． 

①事業の上流段階（構想・計画段階）から議論を開始する． 
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②住民等の関係主体が参加する会議（委員会，検討会等）の場で方向性を議論する． 

③事業効果だけでなく，プロセスの公正性（透明性）にも配慮する． 

④必要に応じて学識経験者から意見を収集（有識者委員会等）する． 

 これらの事例では，重要文化財の保存が重要なテーマである地域，一度被災した経験のある地域と

いった，市民の関心が高い地域で事業の合意形成が熱心に取り組まれる傾向にある．また，これらの

事業では事業主体が公共側であり，ステークホルダーの多くが地域住民となっているのが一般的であ

る． 

表５－２ 各種社会資本整備事業における合意形成パターン 1)～5) 

 
道路事業 港湾事業 河川事業 海岸事業 砂防事業

合意形成の
事例

大和北道路PI
（奈良県）

宮崎港港湾計画
（宮崎県）

土岐川庄内川コレカラプ
ロジェクト

伊勢湾西南海岸
（三重県）

樽前山火山砂防事業
（北海道）

検討対象 高規格幹線道路 港湾計画 河川整備計画 海岸堤防 火山噴火対策
（砂防ダム等）

事業者 奈良国道事務所 宮崎県 庄内川河川事務所 三重河川国道事務所 北海道開発局
合意形成の

種類
・PI ・住民参加 ・PI ・自然共生型海岸づくり ・地域合意形成

合意形成の
特徴

・計画の上流段階から住
民参加
・事業の公正な進め方も
重要

・住民意見の計画への反
映
・誰もが納得する事業プ
ロセス

・流域全体での検討 ・地域懇談会で議論、事
業計画を立案
・アカウミガメの産卵地
であり生態系にも配慮

・有識者や地域住民を含
めて検討
・自然環境に配慮

合意形成の
具体的手法

・有識者委員会
・住民説明会
・ワークショップ
・オープンハウス
・アンケート　　　等

・長期整備委員会
・アンケート
・ホームページによる意
見収集　　　　　　等

・流域委員会
・市民意見交換会
・オープンハウス
・行政連絡会議　　等

・地域懇談会
・現地調査　　　　等

・砂防施設検討会
・モニタリング計画
・広報　　　　　　等

備　考 大和北道路は世界遺産平
城宮跡を通過する計画路
線

宮崎港は重要港湾 庄内川水系は平成12年9
月の東海豪雨によって破
堤氾濫

築堤後50年経過 1739年、1909年に噴火あ
り

項　目
利用に供する事業 防災事業

 

 

２ メガリスク災害対策における合意形成のための諸事項 

  

（１） メガリスク災害の特徴 

メガリスク災害対策における合意形成のための諸事項の検討を行う前に，ここで改めて，合意形成

の観点からメガリスク災害の特徴を整理する． 

メガリスク災害は，前述した通り発生頻度は低いものの生起すれば大規模な被害となる災害である．

また，地震や津波等の災害では時間の経過とともに発生確率が高くなる特徴もある． 

リスクマネジメントの視点からは，リスクを発生確率と被害規模で評価し，評価の状況に応じて対

策（リスク低減，リスク回避，リスク移転，リスク保有）を選択し，実施する 6)．メガリスク災害にお

いて個人レベルでは水害保険等に加入しリスクを移転する方法も考えられるが，長期間にわたって地

域全体で広範に産業，経済活動が停止してしまうような社会的影響に対して，個別の保険でカバーす

ることは困難である．また，メガリスク災害に見舞われると，多くの人命が失われることも考えられ

る．人命の損失は不可逆であり，本質的にはリスクを低減させ可能な限り多くの人命を守るしか方法

がない． 

一方，先に述べた災害の広範性からは，災害に係る多くの主体，すなわち多くのステークホルダー

が関係することもその特徴と言える．沿岸域やその後背地には一般住民以外にも，事業所や生産拠点

が集積している他，多くのライフラインが敷設されている．これらの施設の被災による災害復興の遅

延が社会経済へ深刻な影響を及ぼすことなどまで考えると，これら生産拠点やライフラインの被害の

最小化（一般企業やライフライン事業者の適切な対応）といった課題も考慮する必要がある． 

このように見ていくと，メガリスク災害の低頻度性，不可逆性，災害の甚大さ，さらにはステーク
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ホルダーの多さなどから，行政だけでの対応には限界があり 7)，全関係者の力を集めて取り組む必要が

あることは言うまでもない 8)． 

 

（２） 一般的防災事業とメガリスク災害対策の類似点・相違点 

 一般的な防災事業とメガリスク災害対策の類似点及び相違点を，メガリスク災害の特徴と合わせて

整理した（表５－３）．これらには自然の外力によって確率的に引き起こされるという類似点はあるも

のの，メガリスク災害は発生頻度の低さや被害の大きさから，対策を実施すべき主体（行政）におい

て現在の災害対策の制度的な枠組みを超えてしまっていることにも特徴がある． 

 

表５－３ 一般的防災事業とメガリスク災害対策の類似点・相違点 

 一般的防災事業 メガリスク災害対策

発生頻度 場所を限定しなければ、発生頻度は高い 極めて小さい
被害規模 外力の大きさによって様々生じる 大きな外力が広範囲に及ぶ

実施主体
行政主体が中心となって対策に取り組む
ことが制度上定められている

制度で定める範囲を超えている
行政だけではなく企業や住民等の全関係
者で対応に取り組む必要

・災害（自然の外力）により被害が発生
・いつ来るかわからない災害に対して対策を実施（確率的な対応）

項　目

相違点

類似点

 

 

（３） メガリスク災害対策における合意形成の諸事項の整理 

メガリスク災害への対策において必要となる合意形成について，諸事項を整理するとともに合意形

成の枠組みを考察する．考察においては，メガリスク対策の具体的な事例として，防潮機能を有する

道路・人工地盤・遊歩道の整備，臨海部建築物による被害低減効果等を想定する． 

a) 合意形成の目標 

 メガリスク災害対策のための合意形成の目標として以下を想定する． 

①可能な限り被害を最小限に留める． 

②被害発生後にできるだけ早く被災住民のシビルミニマム（生命・生活等）を確保する． 

③社会全体ができるだけ速やかに通常活動に復旧する． 

④①～③の実現のため，行政だけではなく企業等にもメガリスク災害対策に協力してもらう． 

 このうち，②，③を目標として設定したのは，メガリスク災害の特徴として長期間にわたって地域

全体で広範に産業，経済活動が停止してしまうことで日本も含めたグローバルな地球社会に経済的，

社会的に深刻な影響が及ぶことが想定されるためである． 

b) 合意形成の必要性 

前述のようにメガリスク災害の対策は現在の制度的な枠組では検討しきれない問題である．防災対

策はもともと自助，共助も合わせて対応を検討すべきものであるが，メガリスク災害に対してはより

その必要性が高い．そのため，各関係主体が各々の役割を認識し，可能な限りその範囲の対策を実行

する必要がある．そのために合意形成が必要となる． 

c) メガリスク災害での合意形成の構成主体と役割 

前述のようにメガリスク災害では，一般の社会資本整備事業における合意形成の主体となる住民，

行政，有識者，NPO，利害関係のない専門機関等が合意形成に参加するのは勿論のこと，個々の立場で

対策を行う可能性の高い企業や公益企業等についてもステークホルダーとして参画する必要がある．

具体的な役割分担としては，地域で活動している主体にメガリスクの存在を認識させることが，災害
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から国民の生命，財産等を守る使命を持つ行政 10)の役割となる．また，メガリスク災害対策が現在の

行政機関のみで完結できる性格のものではないため，行政の活動に加えて地域で活動する様々な主体

が個々の立場から対策の立案，実施を担うことが不可欠となる．ただし，メガリスク災害はどの関係

主体にとっても対応が難しいものであるため，災害時における自助，共助の重要性は高い． 

d) 合意形成の場面 

このような参加のあり方や個々の役割に加え，各主体の参加方法等が明確になれば，協働によって

メガリスク災害への対応策を立案，実施する段階に移る．それらの段階では，様々な形での合意形成

が必要になる．実際，災害の可能性の高い地域では既に合意形成の取り組みが始まっている地域がみ

られる．合意形成の取り組みを進めていく基本になるのは関係主体間の信頼関係の形成であることは，

他の合意形成の場面と同様である． 

 

（４） ステークホルダーが対策を実施するための条件 

メガリスク災害はいつ発生するかわからないため，取り組みの必要性が認識されつつも実際の行動

に移され難いのが現状である．そのため合意形成の前提として，各ステークホルダーが取り組みに参

画しやすくする工夫をすることが必要となる．ここでは，ステークホルダーのうち地域に比較的大き

な影響力のある規模の大きい企業やライフライン事業者などの公益企業（以下，「企業」）に絞って，

企業がどういう時に防災への取り組みを実施するかのパターンを整理する． 

a) 企業にインセンティブが存在する場合 

・CSR(Corporate Social Responsibility/企業の社会的責任）：取り組みが地域住民や投資家によっ

て評価され，企業イメージ向上，株価上昇に貢献する場合，事業者が自主的に防災への取り組みを実

施する可能性がある（CSR の例としては，環境への取り組みとして多くの企業が実施している森林育成

等が挙げられる）．他者（行政，住民等）による積極的な周知，宣伝活動を行うことにより事業者のイ

ンセンティブはより高まると考えられる． 

・税優遇：防災対策に取り組んだ企業に対して税優遇をすることにより，事業者が自主的に防災へ

の取り組みを実施する可能性がある． 

・非常に高価な設備を持ち，重要事業を実施しているため（被災すると被害が甚大），事業継続性の

向上それ自体にメリットがある場合，事業者が自主的に防災への取り組みを実施する可能性がある．

例えば，原子力発電所は被災による被害規模が非常に大きいため，自主的に防災への取り組みを実施

している． 

b) 法律等による規制 

公益的観点から法律等の規制が必要であるため，法律や条令等により企業に防災への取り組みを強

制することが考えられる．該当する事例としては，高知県南海地震条例づくりや自動車の NOx 排出規

制等が挙げられる． 

c) 慈善事業 

純粋な社会貢献のため，企業利益を社会へ還元するという意味合いで事業者が自主的に防災への取

り組みをすることが考えられる． 

d) 大規模な災害の被災経験 

被災に遭った企業関係者は，二度と同じ目に遭わないために対策を自主的に実施する可能性が高い

と考えられる． 

強制的な法規制や慈善事業への期待はともかく，ここでは各ステークホルダーにインセンティブを
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もたらす対策を実施する（自発的に取り組みが進む）ことに着目して検討を進める．また，本研究で

想定するようなメガリスク災害への対策を効率的に実施しようとすれば，一般の個人が実施できる範

囲を超えた費用が必要となる．このことを考慮すれば，合意形成の最も主要なステークホルダーは公

益企業や大企業等であり，それらの企業にメガリスク災害対策を実施してもらうことが重要になる．

そのため合意形成には，企業がインセンティブを認識してメガリスク対策を実施するように，他の主

体からの支援が必要になる．一般の公共事業の合意形成においては，例えば，リスク対策ニューズレ

ターを定期的に発行し，対策実施企業を紹介することなどで企業のイメージアップや CSR 活動が PR さ

れている事例があるが，このようなアプローチがメガリスク災害への対応では特に重要になると考え

られる． 

 

３ メガリスク災害対策についての合意形成の進め方 

 リスクコミュニケーション分野で有用性が指摘されている CAUSE モデル 11)を援用し，メガリスク災

害対策に適用する場合のプロセスモデルを考案し，そのモデルの適用の可能性と有効性を考察した．

その際，重要なステークホルダーとなる公益企業や大企業等の態度・行動を中心に検討を行った． 

 

（１） CAUSE モデルによる合意形成のステップ 

CAUSE モデルとは，Rowan らによって提唱されたリスクコミュニケーションの手法の略称であり， 

図５－１（右）における各 Step の英字頭文字をとったものである． 

 

従来の災害対策に関する合意形成の進め方（例） メガリスク災害における合意形成モデル CAUSEモデルによる合意形成のステップ

①行政による情報提供（Step3） ①キックオフミーティング・ワーキングの開催（Step1） ①信頼の確立（Step1）
・行政：災害対策に関する情報提供を実施． ・構成主体間の信頼の確立を目指す． ・Credibility

・個別ミーティング，交流会等の実施． ・価値観の共有
・合意形成の目標、必要性、構成主体と役割、場面につ
いて確認．

↓
②災害対策の検討（Step4） ②協議会（構成主体による）での議論（Step2,3） ②リスクに気づかせる（Step2）
・実行可能な防災対策の検討 ・合意形成の目標、必要性、構成主体と役割、場面につ

いて本格的に議論．
・Awareness
・ハザードマップ

・住民，企業等：メガリスクに関する情報収集，勉強等を
通じて理解を深める．
・行政：メガリスク対策に関する情報提供を実施．

↓
③利害関係者への説明会等（Step5） ③企業による低頻度メガリスク対策の検討（Step4） ③リスクについての理解を深める（Step3）
・行政：防災対策の内容について説明． ・企業：実行可能なメガリスク対策の検討．企業内での

検討を通じて企業内ステークホルダーへの施策の浸
・Understanding
・日常的言語体系での説明

・住民等：企業が取り組むメガリスク対策への理解・支
↓

④行政による災害対策の実施（Step5） ④利害関係者へのヒアリング，説明会等（Step5） ④解決策（対処行動）の理解を得る（Step4）
・検討結果を関係者にフィードバック． ・Solutions
・関係者の協力・行動変容を促す．

↓
⑤協議会で再度議論（Step5） ⑤対処行動を引き起こさせる（Step5）
・一連の検討結果に関して関係者が合意（後悔しない）． ・Enactment

↓ ・コミュニケーションプログラム
⑥企業による低頻度メガリスク対策の実施（Step5）

↓
⑦企業の取り組みの周知・宣伝
・行政や住民等による周知・宣伝．

↓
⑧協議会によるモニタリング
・対策の進捗状況，合意形成の目標の達成状況、役割
の遂行状況．

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

 

図５－１ メガリスク災害対応のための合意形成モデル 
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CAUSE モデルにおいては，最初に Step1 の信頼の確立（Credibility）が求められる．利害関係者間

の価値観の共有を通じて信頼を確立することから合意形成が始められることになる．次に Step2 とし

てリスクに気づかせること（Awareness）が求められる．たとえば，ハザードマップ等を使用して利害

関係者にリスクの存在に気づかせ，問題を共有するといったことが行われる．Step3 では存在するリス

クについて理解を深めること（Understanding）が求められる．この段階は一般の公共事業でも行われ

ているが，日常的言語体系でわかりやすく説明を行うことが求められる．Step4 では，解決策（対処行

動）の理解を得ること（Solutions）が求められる．利害関係者の役割に応じて検討された解決策を周

知し，有効性の確認をする段階である．最後に Step5 として，対処行動を引き起こさせる（Enactment）

ことが求められる．ここでは Step4 で設定した解決策を促すためのコミュニケーションプログラム等

が実施される． 

一般の公共事業での合意形成は Step3 から始められる場合が多いが，CAUSE モデルは円滑な合意形成

を得るために Step1 の信頼の確立からプロセスを始めるところに特徴がある．合意形成の際には，ま

ず信頼の確立が大切な要素となる． 

 

（２） ステークホルダーの態度 

メガリスク災害の対策に関する主要なステークホルダーとそれらが持つ一般的な態度を，既往の知

見 12)～18)を基に整理した（表５－４）．必ずしも各ステークホルダーの全てが表５－４のような態度を

持っているわけではないが，耐震建築の補助制度がなかなか活用されていないことや，近年の企業の

BCP（事業継続計画）意識の高まりなどを考慮すると，災害対策への態度の大勢と考えてもよいであろ

う．メガリスク災害に対する対策の実質的な担い手としては，沿岸域に立地する大企業，公益企業が

重要なステークホルダーとなるため，合意形成の対象者としてきわめて重要であることを示している． 

 

表５－４ ステークホルダーの態度 

ステーク
ホルダー

災害前 あるべき取り組み 行動の本質 政策への態度

住民・
中小企業

・建物等の強化・防災
訓練・リスク分散（保
険等）

・災害対策への協力
・相対的損失の大きいリ
スクには反応が鈍化

・自らは実施しない

大企業
・自社の強化・リスク
分散　（分散立地，保
険等）・CSR

・災害に強い土地利用計
画に応じた施設立地
・地域被害を極小化する
ための取り組み

・企業ガバナンスの保持
・長期持続可能性
・長期的利潤の最適化

公益企業
・自社の強化・リスク
分散　（分散立地，保
険等）・CSR

・ネットワークのリダン
ダンシー確保・拠点の強
化・自らの被害を極小化
するための取り組み

・企業ガバナンスの保持
・長期持続可能性
・長期的利潤の最適化

・災害想定・対策の立案
から実行

・民意（住民意見）を反
映した事業実施

・民意が弱反応ならば
予算獲得は困難

・ソフト施策の立案，実
行（補助，規制緩和等）

・予算措置によらない施
策の展開

・民意が弱反応でも政
策実施は可能

支援団体
NPO

・啓発活動への参画 ・災害対策への協力
・支援はするが，自らは
意思決定をしない．

・活動方針に合致しす
れば応援する

・企業論理に適合すれ
ば具体的行動の実施

行政
・メガリスクへのアカ
ウンタビリティ

 

 

（３） メガリスク災害にける合意形成のモデル化 

 メガリスク災害の特徴およびステークホルダーの態度を踏まえ，従来の災害対策事業における合意
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形成の進め方と CAUSE モデルの要素を対比しながら，メガリスク災害対応のための合意形成について

モデル化を行った．その中では，第一段階として最初に，キックオフミーティングの開催を設定した．

従来型の合意形成モデルでは行政による対策実施が前提であったため，CAUSE モデルの Step3 からの開

始となっていた．一方，メガリスク災害対策では行政だけではなく企業や住民等との地道な協働作業

が必要であるため，従来の合意形成では実施されてこなかった「信頼の確立（Step1）」を最初の段階

で実施することとした． 

次に，ステークホルダーが一同に会する「協議会での議論」を置いた．この段階では，まず，CAUSE

モデルでの「リスクに気づかせる（Step2）」ことを狙いとし，協議会の回数を重ねることで「リスク

についての理解を深める（Step3）」段階まで進めることを想定している．また，この段階は従来の防

災事業における「行政の情報提供」に相当する． 

その次の段階は，企業によるメガリスク災害の対策を検討する段階である．ここでは，企業の CSR

が重要になる．他のステークホルダーは，大企業，公益企業等におけるメガリスク災害対策に関する

インセンティブを確保するため企業の取り組みの周知・宣伝を支援，または主体的に実施することが

重要になる．この段階は，CAUSE モデルの Step4 に相当し，防災事業での災害対策の検討に当たる． 

最後の段階は，CAUSE モデルでは最終の「対処行動を引き起こさせる（Step5）」の段階となる．従来の

防災事業では「利害関係者への説明会」と「行政による災害対策の実施」の２段階が位置づけられて

おり，どちらも重要なステップと考えられるため，「利害関係者へのヒアリング」，「企業による低頻度

メガリスク災害対策の実施」を置いた．また，本稿の冒頭にも述べたように，メガリスク災害対策が

「後悔しない施策」であるためには，実施した施策が地域において平時からの有用性が確保されたも

のである必要がある．このことをステークホルダー間で確認するステップも必要となるため，「協議会

での再度議論」のステップを組み込んだ． 

最後は，これらの施策が円滑に実施されているか，更なる対策の実施方策はないか，合意形成の目

標は達成しているか，各構成主体は役割を遂行しているかなどについてモニタリングを実施すること

とした．表-4 にも示したように，メガリスク災害に対するステークホルダーの態度は大きく異なるた

め，円滑な対策の導入，実施のためには十分な時間をかけた合意形成の場が必要と考えられる． 

 

（４） 企業によるメガリスク災害対策の事例 

大企業が関わったメガリスク災害対策の事例として，大阪府にあるメーカーの工場を事例に示す．

このメーカーでは工場建設時に盛土による地盤高の嵩上げを行い，異常気象や南海地震による津波が

あったときでも工場が稼働できるように対策が考えられている．このような対策が実施されれば，工

場の後背地に位置する地域も間接的にメガリスク災害の被害が軽減されることになり，一企業の取り

組みが，地域全体の減災に重要な役割を果たすことになる．ただし，この取り組みは基礎杭の打設時

に発生した残土を利用して盛土を実施するもので，他主体との合意形成は行われていない．企業の行

動としては表-4 で整理した態度が表明されているものの，本研究で提案した図-1 の枠組みに沿った地

域的な合意形成はなされていない．大企業や公益企業によるメガリスク災害対策を促す地域における

合意形成については，その支援策も含めて地域としての取り組みのあり方の検討が引き続き必要であ

る． 

 

４．本章における結論 

本研究を通じて，発生頻度は低いものの生起すれば大規模な被害となる低頻度メガリスク型沿岸域
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災害対策における合意形成モデルを構築した．メガリスク災害対策は地域全体で取り組まなければ実

現できない問題であり，個々のステークホルダーの態度を合理的に集約し，対策を効率的に進めてい

くことが必要である．その際に，本研究で提案した合意形成モデルを参考にした多様な主体での協議

を進め，プロセスの問題・課題の抽出及び解決やモデルの改良を図りつつ，メガリスク災害への対応，

減災政策の導入を進めていく必要がある． 
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第６章 統合的マネジメントシステムの構築 

 

１ 統合的マネジメントシステムのイメージ 

国土交通省では，平成15年に道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討委員会を設置

しており，道路構造物の維持管理に関して鋭意検討を行ってきた．検討委員会では，総合的なマネジ

メントシステムの提言がなされており，その基本フレームを図６－１に示す．  

図６－１ 総合的なマネジメントシステムのイメージ 

 

これまで，国土交通省港湾局では，港湾海岸施設について平成15年度までに基礎的情報（位置，天

端高，整備年度等）を収納したデータベースを構築し，基礎的データを既に保有しており，図６－２

のようにGISの利用イメージが示されている．  

海岸保全施設のうち、高潮・高波施設については，2005年8月のハリケーンカトリーナによる被害等

に鑑み，海岸関係省庁等により緊急点検等が進められている．しかしながら，そこで得られたデータ

を関係者が広く共有するデータベースの構築，データの更新方法等は整理されていないのが現状であ

る．この貴重なデータを有効に活用し，各種施設で統合的に利用できる施設・リスクマネジメントの

ツールを構築することは，より総合的で効率的な施策を検討する上で不可欠である．つまり，高潮・

高波施設の現状・施設の保全・維持管理状況等を統一的にかつ標準的な手法により把握し，情報を国・

自治体等の関係者間で共有し，各種の都市インフラ等関連する施設管理者間等で整合のとれた施設マ

ネジメントのためのデータベースシステムを構築する必要がある． 
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図６－２ ＧＩＳの利用イメージ 

 

本システムは，海岸保全施設の統合的データベースを構築し，関係者の情報共有化によりBCP等のリ

スクマネジメントおよび資産管理としてのアセットマネジメントへの活用を可能にするためのもので

ある．施設自体の老朽度等に関する情報と，背後地域のリスク・脆弱性評価，他インフラが発揮する

防災機能などの情報を統合して，施設の効果的・効率的な整備につなげていくための統合的マネジメ

ントシステムの構築を目指すものである．  

統合的マネジメントシステムの検討フローを図６－３に示す．本検討では，モデル港湾地区におい

て，施設の年数を示す老朽度，外力に対する構造耐力，点検結果を明確化する劣化度，それらを総合

した危険度評価及び背後地区の脆弱性評価を行い，GISを利用した統合的システムの試作を行った． 

なお，統合的マネジメントシステムの構築にあたっては，想定外力として高潮・高波を想定してい

るため，以下本章では高潮・高波対策施設という言葉を用いるが，システムについては当然のことな

がら，津波対策にも活用可能である． 
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各種データベース 空中写真
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空間的なデータ

沿岸域防災情報システム

・・・・など
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GISの基礎

データ

背後構造物 インフラ

・水道
・通信
・電力・・など

再開発地 遊休地
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図６－３ 統合的なマネジメントシステムの検討フロー 

 

 

津波・高潮シミュレーション

（波力、流速、漂流物衝突、
浸水エリア、浸水深、etc）

背後地区の脆弱性評価

施設の構造耐
力データ

施設の危険度評価

施設の劣化
度データ

施設の老朽
度データ

海岸保全施設
データベース

沿岸域における各種施設
の減災効果

低頻度メガリスク型沿岸
域災害のシナリオ想定

港湾関連施設、道路・鉄道、公共ライ
フライン、人工地盤、建築物、遊歩道、

森林、植栽、砂浜、etc

他インフラの
データベース

■統合的マネジメントシステム
　統合的データベースを構築し、情報共有化によ
りリスクマネジメント・アセットマネジメントへの活
用が可能になる。

住民の防災意識の向上

長寿命化策定プラン
施設更新・グレードアップ計画

沿岸域災害リスク
他インフラ管理者への

情報提供
ハザードマップ作成

津波・高潮避難対策支援・物資輸送計画への影響把握
・企業生産計画への影響把握

BCPへの活用

・管理を重点的に行う施設
　の抽出
・維持管理予算の有効活用
・LCM計画策定
・防護計画の見直し

維持管理への活用

道路・鉄道等輸
送ルートの寸断

電力供給停止

・港湾・海岸管理の台帳
・被災記録データ
・維持管理データ
・老朽化点検データ
・耐震診断調査結果
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２ 各種データの現状把握手法 

（１）高潮・高波対策施設の老朽度の現状把握手法  

高潮・高波対策施設の老朽度の現状把握は，施設の管理者が保有・管理しているデータベースや台

帳等の情報から，施設の整備年度による老朽度を表６－１に示す４段階に分類する．耐用年数は一般

の堤防のコンクリート構造物を応用したものである． 維持補修および更新記録は適宜データベース等

に反映されるものとする．  

表６－１ 施設の老朽度の分類案 

老朽度の

分類 

状 態 

Aa T 以上 

Ab 1/2×T～T未満 

Ac 1/3×T～1/2×T未満 

Ad ～1/3×T 未満 

T：設計耐用年数 

 

（２）高潮・高波対策施設の構造耐力の現状把握手法  

高潮・高波対策施設の構造耐力の現状把握は，高波・高潮に対して，背後地に浸水被害が生じるか

否かを評価することを目的として，以下の事項を確認する．  

①� 地震による沈下によって，施設が高波・高潮高に対して高さ不足とならないか．  

②� 地震による側方移動によって，施設の目地に目違いが生じないか．  

③ 波力や漂流物荷重によって，施設が破壊しないか．  

 

前述①と②は，地震による液状化に伴う防潮堤の変形（鉛直・水平）に起因すると考えられるため，

１次元FLIPあるいは２次元FLIPにより，防潮堤の変形量を予測し，２次被害の可能性を変形量の大小

により照査することが妥当であると考えられる． 

海に面した防潮堤などのように堤内外で地盤に高低差がある場合や，大規模で重心が偏心した防潮

堤などは前述①，②の双方による被害が想定される事から，２次元FLIPにより鉛直・水平方向の変形

量を照査する．これは堤防の適用例を応用したものである．  

一方，陸域の胸壁タイプの防潮堤などは，主に①による被害が想定されることより，１次元FLIPに

よる排水沈下量の照査で十分であると考えられる．  

防潮堤等の延長が長い施設は，第一ステップとして，「チャート式耐震診断システム」（国土交通

省近畿地方整備局）により，地震の揺れや液状化による構造物の沈下を概略的に算出し，沈下後の防

潮堤天端高さと津波高さを比較することにより，点検・評価を行うことができる．この結果，防潮堤

天端高さが不足している箇所については，更に１次元及び２次元有効応力解析（FLIP）により詳細な

沈下量の計算を行い，防潮堤天端高さが津波高以上確保できているか確認し，高潮・高波高に応用す

る．  

１次元 FLIP および２次元 FLIP に基づく耐震性・耐津波性の照査方法を図６－４に示す． 
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 チャート式耐震診断 

耐震性・耐津波

性の評価 

【防潮堤の余裕高の照査】 

 沈下後の防潮堤天端高＞＝高潮高（津波高） 

  （沈下量＝①残留鉛直変位＋②排水沈下量＋③地殻沈下量） 

 

 １次元 FLIP ２次元 FLIP 

詳細点検により精査

する項目 

 ②’排水沈下量（Sd） 

↓ 

 Sd=液状化層厚 H×3% 

 H=過剰間隙水圧比＞＝95%の層厚 

①’残留鉛直変位 

②’排水沈下量 Sd（同左）

④ 残留水平変位 

 【防潮堤の余裕高の照査】 

 沈下後の防潮堤天端高＞＝津波高 

  （沈下量＝①＋②’＋③） 

耐震性・耐津波性の

評価 

 【目違いによる止水性の照

査】 

④残留水平変位＜防潮堤壁

厚 

（津波高のレベルで照査）

 

図６－４ １次元 FLIP および２次元 FLIP に基づく耐震性・耐津波性の照査方法 

 

また，高潮堤防の堤体（主に波返工等上部工）の構造耐力については，国土技術政策総合研究所が

作成した「高潮堤防評価プログラム」を使用し，波力に対して堤防が破壊されるか否かを判定する．  

以上の耐震および耐津波点検診断等の評価結果より，津波高を高潮･高波高に応用した構造耐力の現

状を表６－２に示す判定基準に分類する． 

表６－２ 構造耐力診断結果の分類案 

構造耐力判定 状 態 

Ba 天端高＜高潮・高波高 or  

壁厚（高潮・高波水位）＜残留水平変位 or 

施設の保有耐力＜波力 or漂流物荷重 

Bb － 

Bc － 

Bd 天端高＞＝高潮・高波高 or  

壁厚（高潮・高波水位）＞＝残留水平変位 or 

施設の保有耐力＞＝波力 or漂流物荷重 
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（３）高潮・高波対策施設の劣化度の現状把握手法  

高潮・高波対策施設の劣化度の現状把握手法は，「ライフサイクルマネジメントのための海岸保全

施設維持管理マニュアル（案） 平成20年2月 農林水産省，国土交通省河川局，国土交通省港湾局」に

準拠するものとし，施設の変状の有無やその程度を把握する点検を行い，劣化度評価を実施する．  

各部位における現地調査結果と変状ランクの判定結果を総合的に評価し，各施設の劣化度判定を行

う．変状の程度と量により劣化度を表６－３ａ～ｃに示す４段階に分類する．上記評価基準は当面の

目安であり，今後の知見や点検データの蓄積を踏まえ適宜見直しを図る必要がある．  

 

表６－３ａ 波返工（および胸壁の堤体工）に対する評価 
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表６－３ｂ 天端被覆工に対する評価 
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表６－３ｃ 劣化度の評価案 

劣化度判定 状 態 

施設の主要部に大きな変状が発生しており、施設の性能低下が生じている。 
Da 

（要対策） 
変状現象が１つでもａランクと評価された場合。 

（但し、鉄筋の腐食およびコンクリートの劣化は除く） 

施設の主要部に変状が発生しており、施設の性能低下や変状連鎖の進行が懸念さ

れる。 
Db 

（重点監視） 
８割程度の変状現象がｂランクである場合。 

もしくは、鉄筋の腐食またはコンクリートの劣化にａランクの変状が生じている

場合。 

施設の主要部以外の部分や附帯施設に変状が発生しているが、施設の性能低下に

は至っていない。 
Dc 

（重点点検） 
Da、Db、Dd以外と評価される場合 

軽微な変状が発生しているが、施設の性能低下には当面至らない。 Dd 

（問題なし） 全ての点検位置の変状現象がｄランクと評価された場合。 
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３ 高潮・高波対策施設の危険度評価手法  

高潮・高波対策施設の危険度評価は，各施設の要求性能グレードにより定められた許容被害レベル

に対して，劣化度および構造耐力より求まる想定被害レベルを比較することで評価することができる．

危険度評価の流れを図６－５に示す． 

（１） 許容被害レベルの設定  

許容被害レベルは，各施設の重要度，地盤型，外水位および要求性能グレードにより設定する．そ

れぞれの関係を表６－４に示す．表中のｂ～ｄが許容被害レベルであり，以下では Pa，Pb，Pc，Pd（－

は Pa）と表す 

 

 

施設の重要度 地理的要因

要求性能グレードの
設定　（S～C）

許容被害レベル
（Pa～Pd）

劣化度（Da～Dd) 構造耐力（Ba～Bd)

想定被害レベル
（Ea～Ed)

危険度評価
Pa-d≧Ea-d ： OK（安全）
Pa-d＜Ea-d ： NG（危険）

 

E 
  

 a b c d 

a OK OK OK OK 

b NG OK OK OK 

c NG NG OK OK 
P 

d NG NG NG OK 

 

図６－５ 危険度評価フロー図 

 

 

 

地形的形要因 
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表６－４ 許容被災レベル 

ここで、 

＜施設の重要度＞ 

  重要度が高い：人口が集中、資産が集積、重要施設がある地区で、地震・津波・高潮により多大な人命・財産の喪

失及び災害復旧に重要な役割を果たす地域 

重要度が低い：上記以外の地域 

＜地形的要因の区分＞ 

 低地盤高：背後地盤高が H.W.L より低い地盤高区域 

 中地盤高：背後地盤高が H.W.L 以上で津波高より低い地盤高区域 

 高地盤高：背後地盤高が津波高より高い地盤高区域 

＜性能グレード＞ 

 S ：高潮・高波災害に対して被害程度ａ、直下型地震動に対して被害程度ｂにとどまる 

 A ：高潮・高波災害に対して被害程度ａ、直下型地震動に対して被害程度ｄにとどまる 

 B ：高潮・高波災害に対して被害程度ｂ、直下型地震動に対して被害程度ｄにとどまる 

 C ：高潮・高波災害に対して被害程度ｃ、直下型地震動に対して被害程度ｄにとどまる 

＜施設の許容被害程度＞ 

 ａ ：（安全性）崩壊の可能性があるが二次被害を受けない（直下型地震動については、高潮時までに時間がある

ため、応急対策可能） 

 ｂ ：（安全性）著しい被害を受けるが崩壊はしない 

 ｃ ：（補修性）短期間の応急復旧で機能回復 

 ｄ ：（使用性）軽微な被害（機能回復） 

 

東海地震

東南海・南海

地震

室戸台風級 波力 漂流物

＜ HWL

＜ 波高

＞ HWL

＜ 波高

＞ HWL

＞ 波高

＜ HWL

＜ 波高

＞ HWL

＜ 波高

＞ HWL

＞ 波高

c

高 b b -

c

c c

重要度

C

許容被害レベル

グレード外水位

c c

高

B

中

d d

低

低 c

c

b

c

d d d

地盤高

d

d d

c c

低

中

高

S

A

c
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（２） 想定被害レベルの算出  

各施設における想定被害レベルは，構造耐力（Ba，Bd）に劣化度（Da～Dd）を考慮して表-5 に示す

ように設定する． 

老朽度に関しては，変状発生との関連性が低いため，参考値として扱い，想定被害レベルの算出に

は直接には考慮しないものとする． 

 

表６－５ 想定被害程度の算出 

構造耐力 劣化度 想定被害レベル 

Da 

Db 

Dc 
Ba 

Dd 

Ea 

Da Eb 

Db Ec 

Dc 
Bd 

Dd 
Ed 

 

（３） 危険度評価  

各施設の想定外力に対する想定被害レベル（Ea～Ed）と許容被害レベル（Pa～Pd）を比較し，それ

ぞれの危険度評価を行う． 

 

表６－６ 危険度評価の実施例 

施設名 性能ｸﾞﾚｰﾄﾞ 想定外力 老朽度
構造

耐力
劣化度

想定被害

レベル 

許容被害

レベル 

危険度

評価 

地震 Bd Ed Pd OK 

台風 Ba Ea Pd NG 

波力 Bd Ed Pd OK 
△△防潮堤 Ｓ 

漂流物 

Ab 

Bd 

Dc 

Ed Pd OK 

地震 Bd Ed Pd OK 

台風 Bd Ed Pd OK 

波力 Bd Ed Pd OK 
○○護岸 A 

漂流物 

Aa 

Bd 

Dd 

Ed Pd OK 

地震 Ba Ea Pc NG 

台風 Ba Ea Pc NG 

波力 Bd Ec Pc OK 
○○水門 Ｂ 

漂流物 

Ac 

Bd 

Db 

Ec Pc OK 
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４ 背後地区の脆弱性評価手法  

海岸保全施設背後地区の港湾施設以外の公共インフラ（道路，鉄道，電力，通信，ガス，下水道，

排水機場）には，想定を超える巨大高潮等による浸水や漂流物の流入により施設や機器等に直接的な

被害が発生する．これらの被害は，インフラの機能低下をもたらし，利用者への影響波及を通じて臨

海部における立地企業の営業損失や生活利便性の低下を引き起こす．最終的には，地域経済の落ち込

みをもたらし，悪循環が加わり，臨海部に経済機能が極度に集積している我が国では，甚大な被害に

拡大することとともに地域全体の社会・経済活動の復旧・復興に影響を及ぼす．このためには，これ

らの都市インフラにおける現在の災害対策では想定していない形で被害が発生することをも想定し，

浸水に対する脆弱性を評価する手法が必要である．  

背後地区インフラの高潮・高波に対する脆弱性について，想定される被害とその影響，評価指標案

を表６－７に示す． 

 

表６－７ 背後地区インフラの脆弱性指標案 

 

インフラ 想定される被害 影響程度 脆弱性指標（案） 備　　考

電力

・露出充電部水没による絶縁破壊
・制御装置水没による機能喪失
・電柱等の倒壊、流失
・排水口からの逆流による浸水
・漂流物による受入桟橋の被災

・停電
停電戸数×復旧時間

阪神・淡路大震災時での復旧
時間： 約１週間

ガス
・電気装置水没による機能喪失
・家屋浸水2m以上で供給停止
・漂流物によるLNG受入桟橋の被災

・ガス供給停止 影響範囲×復旧時間 LNG備蓄量：約１ヶ月稼動分

排水機場
・排水機場の浸水被害
・電気装置水没による機能喪失
・老朽建造物の倒壊

・浸水被害増大 影響範囲×復旧時間 建物の耐震化が課題

下水道
・建屋の浸水被害
・電気装置水没による機能喪失
・ポンプ所停止による汚泥の管内堆積

・使用不能 影響範囲×復旧時間 復旧見込み：半年～年単位

道路
・道路冠水
・車線流失

・不通による迂回
迂回距離×台数
または
迂回距離×貨物量

鉄道
・線路冠水
・線路流失

・不通による迂回
迂回距離×輸送乗客数
または
迂回距離×貨物量

地下鉄
・出入口、換気口及びトンネル坑口か
らの浸水

・不通による迂回 迂回距離×輸送乗客数
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５ 統合的マネジメントシステムの試作  

(1) システムの可視化  

今回試作した統合的マネジメントシステムのトップ画面のイメージおよび操作画面イメージを図６

－６～７に示す． 

 

 

図６－６ 統合的マネジメントシステムのトップ画面イメージ 

 

 

図６－７ A港湾地区の操作画面イメージ 
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システムの作成では，以下の項目について，GISを活用し，現状把握・評価の成果例の可視化の試行

を行った．  

① 高潮・高波対策施設の老朽度の現状把握  

② 高潮・高波対策施設の構造耐力の現状把握  

③ 高潮・高波対策施設の劣化度の現状把握  

④ 高潮・高波現象に対する危険度評価  

⑤ 背後地区の脆弱性評価  

高波・高潮対策施設の老朽度，構造耐力，劣化度および危険度の現状把握状況における GIS 表示例

を図６－８～１１に示す． 

 

図６－８ 高波・高潮対策施設の老朽度の表示例 

 

図６－９ 高波・高潮対策施設の構造耐力評価結果の表示例 

Ｂa 

Ｂd 

無

有
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図６－１０ 高波・高潮対策施設の劣化度評価結果の表示例 

 

図６－１１ 危険度評価結果の表示例 

 

 

高潮・高波時における背後地区の脆弱性評価のうち，インフラの想定被害状況の GIS 表示例を図６

－１２～１４に示す．また，統合的マネジメントシステムを活用して，避難情報に活用するイメージ

を図６－１５に示す． 

こうした施設の老朽度や背後地の脆弱性に関する一元的に整理された情報を活用して，施設の老朽

度や，背後地の脆弱性を考慮した高潮・高波対策施設の維持管理手法の実施や，維持管理予算を重点

的に投資する施設の絞込みにつなげ，維持管理を効果的･効率的に行うことが少なからず可能になるも

のと考えられるところである．   
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図６－１２ 電力における想定被害状況の表示例 

 

 

 

図６－１３ 地下鉄における想定被害状況の表示例 

156



  

 

 

図６－１４ 道路における想定被害状況の表示例 

 

 

 

図６－１５ 避難情報への活用イメージ 

 

６ 本章における結論  

今後，高潮・高波対策施設の維持管理が効果的・効率的に実施されるためには，本システムの内容

となる施設の点検データ蓄積が重要である．高潮・高波対策施設の維持管理は，現在検討が進められ

ているところである．本研究の成果が，関係者が適切な維持管理について意識を深めていく材料にな

れば幸いである． 
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第７章 研究全体のまとめと今後の課題         

 

国土技術政策総合研究所のプロジェクト研究「低頻度メガリスク型沿岸域災害に対する多様な効用

を持つ対策の評価に関する研究」（平成１８～２１年度）研究成果について，以下にまとめる． 

第２章において，海外のメガリスク型沿岸域災害の事例や我が国における高潮・津波に対するリス

ク等を考察し，低頻度メガリスク型沿岸域災害対策についての基本的な考え方を整理した．その結果

としてNo-Regret-Policy（後悔しない政策）－具体的には，災害時に減災効果があり、非災害時（平

常時）にも社会的効用がある対策－を進めていくこと等を提案した． 

 

第３章においては，沿岸域に整備・立地している港湾施設（防波堤，岸壁等，上屋・倉庫）やその

他の建築物，森林・植林・植栽・砂浜・干潟などによる減災効果の評価手法として，行政目的での利

用に配慮して，比較的簡単に扱うことのできる住宅地図データ（デジタルデータ）から作成した合成

地盤高モデルによる評価手法を提案した．また，地盤の嵩上げ等による対策の効果についても把握す

ることができた．  

今回比較対象とした粗度モデルや合成等価モデルによって分かるのは，高潮・津波の遡上範囲ない

しは浸水範囲であり，示すことのできるのは，対策を施すことにより防護することになる資産の量を

示すこと，あるいはエリア（ないしはパターン）として，そこから避難すべき範囲までである．これ

に対して、今回提案した合成地盤モデルを用いることにより，既に立地している建物等による減災効

果や，新たに整備する施設による減災効果の評価を可能とすることを示した．これをさらに応用する

ことにより，どのルートで（どの建物の間を）避難すべきかといった分析が可能性も考えられる． 

しかしながら，防護しない，いわば“犠牲にする”エリアや建物を明示することになるため，実際

の施策検討に利用していくためには，犠牲にするものとしないものの区別の考え方や，犠牲にするも

のの取扱いについてのさらなる検討が必要である． 

 

第４章においては，No-Regret-Policy（後悔しない政策）を提案し，このような多様な効用を定量

的に評価するための手法を提案した．また，ケーススタディでは，多様な効用まで評価することによ

り，従来の方法に比べてその投資限界が数倍程度に向上する可能性があることを示した．これにより，

ケースによっては，従来の災害時の効用だけで評価する手法よりも，平常時の効用まで含めた分析を

行うことにより，数倍以上の事業を実施する根拠となり得ることが示された． 

今回は，想定外の超過外力に対する対策検討の手法提案を目的としており、指標として効用を取上

げた．そこでは，人命確保も同じ効用として評価されているが，他の効用と人命確保とを同列で論じ

ることには異論もある．本研究では，想定を超える災害が発生した場合に，ある種の施設あるいはエ

リアを諦めることにより，より重要な施設やエリアを防護することを，具体的な対策に組み立てるた

めのツールないしは考え方の方向性を示すことに主眼を置いている．ここで，人命確保に配慮すると

すれば，諦める施設やエリアからの避難方策を用意することが一つの手段として考えられる．その意

味では，今回提案した合成地盤モデルを含めて，建物と道路を区別して避難ルートや避難場所等を検

討する手法の開発が求められる．  

 

第５章においては，メガリスク型災害に対する合意形成のために，CAUSEモデルを踏まえた合意形成

モデルを提案した．これは，「解決策(対処行動)の理解を得る(Step４)」ために，「リスクについて
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の理解を求める(Step３)」段階から，初めて関係者に説明をしていた従来型に対して，CAUSEモデルの

真髄たる「信頼の確立(Step1)」「リスクに気づかせる(Step２)」から，関係者と作業を始めることを

提案したものである．また，合意形成にあたっては，地域全体でとりわけ大企業の協力を得ながら進

めていく必要があることを指摘した． 

 

第６章では，海岸保全施設の危険度の評価と背後地域の脆弱性の評価を統合したマネジメントシス

テムを試作するとともに，その運用に当たっては，さらなる点検データの蓄積が必要であること等を

指摘した． 

本研究は，これで一区切りをつけることとなるが，シミュレーション手法の現地への適応性などさ

らなる研究課題もあきらかになったことから，引き続き，関連する研究を進めていくこととしたい． 

 

 因みに，今後の検討の方向性に関して，留意点をまとめておく． 

背後の集積が高い都市部では，従来の想定を超える災害に対して，災害時のみの効用だけで，防潮

堤の嵩上げを行うに十分なB/C（費用対便益）が見込まれる可能性がある．この場合，まず，海岸保全

施設による防護水準を追加的に上げる選択肢が考えられる．この場合，あくまで防災的予算による対

応を行うことになる． 

しかしながら，高度に集積した都市部においては，特に集積の著しい地区だけ取り出せば，その地

区だけ防護水準を増す一方で，集積が少ない地区では想定される外力に対する防護水準を保てない可

能性が出てくる．また，財政的な制約を考慮すると，防護水準をある考え方で一定レベルにとどめる

ことには合理性があると考えられるため，ここでは，地区を細かく区切ることにより一部の地区での

費用対効果を上げ，想定を超える超過外力に対して防護水準を上げる選択肢は考えないことにする． 

その場合は，防災的予算ではなく，あくまでも海岸保全施設以外の施設の減災性能に期待するだけ

であり，整備の必要性は当該施設の本来の効用に基づくものと考えられる．すなわち，マウンドアッ

プした緑地を考える場合にも、マウンドアップの理由は，高い視点場の確保による景観への配慮等緑

地としての必要性に求められ，付加的に減災性能を確保するための工夫を施すにとどまる（図７－１）． 

 

建
物

景観等の配慮からマウ

ンドアップした緑地 

防護水準 

図７－１ 減災性能を期待する施設の例１ 

建
物
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他方，巨大地震による津波などでは，第一線の堤防の嵩上げを考えた場合，非現実的な高さを確保

する必要が出てくる可能性がある．この場合，想定される外力に対応するに必要な堤防の高さを，景

観や親水性等平常時の必要性から，抑えることが求められることも想定される．このケースでは，水

際線からある範囲の浸水は受容し，その範囲に立地する建物等構造物による減災性能に期待し，一段

控えたラインで堤防（及び陸閘）による防護ラインを設定する方式も考えられる（図７－２）． 

 

このケースでは，第二線の防護ラインの整備は防災的予算によると考えられるが，浸水を許す範囲

の構造物による減災性能に期待する分その費用を抑えることができるとともに，本当に防護する施設

やエリアを限定することも選択肢に入ってくる．ただし，浸水を受容する範囲に居合わせた人々のた

めの避難手段の確保も重要であり，鉛直避難のための人工地盤や，避難ルート確保のための盾となる

構造物の設置等の検討が必要と考えられる． 

 上記の考察をポンチ絵にした図７－１及び７－２は，いわば“みなとのまちづくり”と見ることも

できる．ここでは，費用対効果を計算するためのタイムスパンを，コンクリート構造物に代表される

５０年といった構造物の材質で決まるような耐用年数で設定することの妥当性についても見直す必要

性も考えられる．地盤高さ，防災の観点から誘導される土地利用といったある種の面的計画である“ま

ちづくり”による効用については，もっと長期のスパンで評価する必要があるかもしれないことに留

意すべきであろう． 

また，浸水を受容するエリア及びそこに立地する建物等の構造物については，民間所有の資産も含

まれ，それらの権利・義務と負担の関係についても，制度的な検討が求められる可能性が考えられる．

地域全体で，大企業の協力を得ながら合意形成を図っていくためには，法律等による規制ないしは誘

導，さらにはCSRや税優遇などのインセンティブを与える手法等検討すべき項目は幅広い． 

いずれにしても，ステークホルダーが広がるため，共通のリスク認識を醸成しつつ，幅広くコミュ

ニケーションをとることによって，共有できる情報を増やす努力が求められる． 

 

最後に，本研究の成果により，低頻度メガリスク型災害対策が一歩でも前進し，国民の安全で安心

できるくらしの実現の一助となれば幸いである． 

巨大地震による津波

に対する防護水準 

高潮に対する

防護水準 

図７－２ 減災性能を期待する施設の例２ 

建
物

建
物

161





謝辞 

  

本研究に際して，京都大学の多々納 裕一様，茨城大学の横木裕宗様，京都大学の小林潔司様，東

京工業大学の藤井聡様，徳島大学の中野晋様，港湾空港技術研究所の富田孝史様には，本研究の参考

になる貴重な講演をいただきました． 

また，京都大学の多々納教授，岐阜大学の高木教授，防衛大学の藤間教授，港湾空港技術研究所の

平石室長，沿岸技術研究センターの高山理事には，模型実験の実施や研究全般に渡って，貴重なアド

バイスをいただきました．京都大学の小林教授，東京工業大学の藤井教授には，合意形成のあり方に

関して，貴重なアドバイスをいただきました．特に、高山様，中野様，富田様には，検討会にご参画

いただき，研究全般にわたってアドバイスをいただきました． 

オレゴン州立大学のソロモン・イム様には，大学の水理実験場の視察とシミュレーション技術等に

対してヒヤリングをさせていただき，併せて貴重な資料をいただきました．ベネチア事業連合のジョ

バーニ・チェッコーニ様には，モーゼ計画について，デルフト工科大学のフライリング教授，ヨンク

マン博士，スティーブ博士には，オランダのデルタ計画について，韓国の馬山市役所の朴様には，馬

山港の防災対策について，ヒヤリングをさせていただき，併せて貴重な資料をいただきました． 

 東京都の電気・ガス・水道・道路・鉄道等の関係の皆様，海岸管理者の皆様及び大阪府港湾局の皆

様にも，ご協力をいただきました． 

ここに記して感謝の意を表します． 

最後に，本研究の基礎となる作業には，各室長の下で岡本主任研究官が携わって来た．ここにその

労をねぎらいたい． 

163



 
 

付録 

 

「低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究」 

所外発表論文等一覧 

 

１．関連発表・論文 

・インド洋大津波・ハリケーンカトリーナを踏まえた津波・高潮対策 小田勝也 平成18年度 港湾空港技

術振興会講演会 2006．07 

・低頻度メガリスク型沿岸域災害における港湾施設の減災性能評価手法に関する検討 石川健二・小谷野喜

二・小田勝也・岡本修 沿岸技術研究センター研究論文集No.7 2007.11 

・港湾施設の減災効果に関する地盤高モデルによる数値シミュレーション 岡本修・小田勝也・石川健二・

田中聡 土木学会海洋開発委員会 第33回海洋開発シンポジウム 2008．07 

・「沿岸域における後悔しない政策に関する合意形成のためのフレーム」小田 勝也・岡本修・岡良・川崎栄

久・後藤忠博 第3回防災計画研究発表会 2008.10 

・低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の評価手法に関する研究 小田勝也・岡本修・木俣順・高木真志・高

尾秀樹・岡良・川崎栄久 土木学会第38回土木計画学研究発表会 2008．11 

・水理模型実験による沿岸域の減災に関する検討 小田勝也・岡本修・杉浦淳・宮崎和行 土木学会 第５

５回海岸工学講演会 2008．11 

・建物の津波・高潮に対する減災効果に関する水理模型実験 小田勝也・岡本修・杉浦淳・宮崎和行 土木

学会 第５６回海岸工学講演会 2009．11 

・低頻度メガリスク型沿岸域災害への対応のための合意形成プロセスパターン 鈴木武・岡本修・川崎栄久・

後藤忠博・田上貴士  土木学会海洋開発論文集Vo.26 2010.06 

・低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の多様な効用とその評価手法に関する研究 鈴木武・岡本修・川崎栄

久・木俣順 土木学会海洋開発論文集Vo.26 2010.06 

・統合高潮・高波対策施設 マネジメントシステムの試作  岡本修・岩間賢一 土木学会海洋開発論文集Vo.26 

2010.06 

・低頻度メガリスク型沿岸災害対策に関するガイドライン素案の作成 池田清、川崎栄久 土木学会第65回

年次学術講演会論文集 2010.9 

 

２．レポート等 

・低頻度巨大津波・高潮（メガリスク型沿岸域災害）に備える 小田勝也・岡本修 国総研アニュアルレポ

ート2007  P14-15 

・Preparations Against Infrequent Gigantic Tsunami/Storm Surge (Mega-Risk Coastal Hazards), Katsuya 

Oda, Osamu Okamoto, 2007 Annual Report of NILIM 

・巨大高潮・津波災害に備える－低頻度メガリスク型沿岸域災害対策に関する研究のスコープ－ 樋口嘉章・

小田勝也 国土技術政策総合研究所資料 No.418 P41-56 2007.11 

・気候変動へのアダプテーションとしての低頻度メガリスク型沿岸域対策 樋口嘉章・小田勝也・岡本修 国

総研アニュアルレポート2008  P38 発行年月は確認して下さい 

・沿岸域の災害対策のあり方 小田勝也 土木学会誌 vol.94 No.4  2009年4月 

・沿岸域災害対策における新しい視点 小田勝也 国総研アニュアルレポート2009 

・New Perspective on Measure against Mega-Risk Coastal Hazards,  Katsuya Oda, 2009 Annual Report of NILIM  
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（３）講演会（主催） 

・「低頻度メガリスク型沿岸域災害に関する講演会～沿岸域巨大災害に備えて～」 主催：国土技術政策総合

研究所 講演者：多々納裕一・横木裕宗 会場：東京ステーションコンファレンス 2008．02 

・「沿岸域の防災事業における合意形成のあり方」 主催：国土技術政策総合研究所 講演者：小林潔司，藤

井聡 会場：沿岸技術研究センター会議室 2009．01 

・「沿岸域の巨大災害対策のあり方検討会」 主催：国土技術政策総合研究所 講演者：中野晋・富田孝史・

鈴木武他 会場：国土技術政策総合研究所 2010．02  
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