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1.  はじめに 
 
東北地方太平洋沖地震を背景に，人命及び臨海施設

を守るため，予想される地震津波に備えておく必要が

ある。そのためには，想定津波による浸水深を事前に

予測し，その浸水への対策を検討しておかねばならな

い。津波の浸水深を予測するには，想定津波のシミュ

レーションを実施することが必要だが，シミュレーシ

ョンの際に，想定地震の断層の破壊の様子をモデル化

した「断層モデル」を設定する。本論では，この「断

層モデル」に焦点を当てる。 
東北地方太平洋沖地震以前は，内閣府中央防災会議

より発表されている東海・東南海・南海トラフ地震の

浸水予測シミュレーション 1)では，津波を想定する断

層全体が一瞬のうちに同時に破壊すると設定し，検討

されていた。しかし，実際には，断層は，全体が一瞬

にずれるのではなく，断層破壊開始点から破壊が徐々

に伝播し，さらに断層は時間をかけてずれており，そ

の都度，海水が押し上げられている「動的」な場とな

っている。この動的地盤変位の影響については，90 年

代から大町ら 2), 3)によって指摘されており，解析手法の

提案がなされていた。大町ら 3)によれば，断層の近傍

では，断層が一瞬でずれる，断層の時々刻々の変化を

考慮しない，いわゆる「静的」解析と比較すると，津

波高が高くなっており，断層から遠方では，津波高に

は大きな差異はないものの，到達時刻に差異が生じる

ことが指摘されている。津波防災への関心が高まって

いる 2011 年以降，内閣府による浸水予測手法も様々な

点が見直され，2012 年 8 月 29 日に発表された内閣府

南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）4)の

津波浸水シミュレーションでは，動的地盤変動の影響

を簡易モデル化して考慮した解析を実施している。 
動的解析手法では，前述の大町ら 3)の提案する解析

方法があるが，これは，地盤の変動と海水の変動を全

てのタイムステップで同時に解いているため，実務で

用いるには計算負荷が非常に大きい。そこで，内閣府

の南海トラフ巨大地震の津波浸水シミュレーションで

は，動的地盤変動を 2 つの要素に分け，簡易にモデル

化することで，計算負荷を低減した手法を用いている。

具体的には，まず，断層を小さい領域「小断層」に分

割する。そして，破壊開始点から断層の破壊が伝わる

速度「破壊伝播（図-1(a)参照）」を考慮しながら，各小

断層がずれ始める時刻を決定する。そして，小断層が

ずれ始めからずれ終わるまでにかかる時間「ライズタ

イム（図-1(b)参照）」を考慮し，各タイムステップ毎に，

地盤変動による海水の押上げを計算している。 
 

 
(a) 断層破壊伝播 

 
(b) ライズタイム 

図-1 簡易モデルに用いた 2 つの要素 
Fig.1  Two mechanisms of fault dynamics 
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図-2 ケース⑧の断層モデル模式図 

Fig.2  Schematic of tsunami source model for Case 8 
 
本論では，この「破壊伝播」と「ライズタイム」を

考慮することが，シミュレーション結果に与える影響

について検討する。まず，内閣府の第二次報告 4)と

我々の南海トラフの巨大地震による津波の計算結果を

比較し，今回用いる計算手法の妥当性を確認した。次

に，南海トラフの巨大地震の断層全体が一瞬でずれた

と仮定したシミュレーションを実施し，上述の再現計

算結果と比較することで，「破壊伝播」と「ライズタイ

ム」が各点の水位変化等に与える影響を調べた。 
 

2.  解析手法 
 
2.1  内閣府南海トラフの巨大地震モデル検討会の第

二次報告の再現計算 
 津波解析には，東北大学津波シミュレーションプロ

グラム「TUNAMI (東北大学近地津波解析モデル，

Tohoku University’s Numerical Analysis Model for 
Investigation of Near-field tsunamis) code」を用い，2012
年 8 月 29 日に発表された内閣府南海トラフの巨大地震

モデル検討会の第二次報告 4)にあるケース⑧の再現計

算を実施した。ケース⑧の断層モデルの模式図を図-2
に示した。同報告では，全 11 ケースの検討を行ってい

るが，図-2 に示すようにケース⑧は駿河湾～愛知県東

部沖と三重県南部沖～徳島県沖に大きくすべる断層を

設定しており，特に静岡県では，最大津波高が最も大

きくなるケースである。「TUNAMI code」は，連続式と

非線形長波近似したナビエストークス式を基礎方程式

としている。解析メッシュサイズは最小 10m で，30m，

90m，270m，810m，2430m を設定した。外洋域も含め

た大領域における計算から，沿岸域の小領域の計算ま

で，接続しながら実行した。図-3 に計算領域とメッシ

ュサイズの例を示す。 潮位は，気象庁より公表されて

いる平成 24 年潮位表 5)より，各地の年間最高潮位を用 

 
 

図-3 計算領域とメッシュサイズ 
Fig.3  Schematic of calculation domain and grid spacing 

 
図-4 計算に用いた地形 

Fig.4  Example of topography (mesh size: 810m) 
 
いた。海域及び陸域の地形データは，各メッシュサイ

ズに応じ，内閣府から公開されているデータを用いた。

図-4 にその一例として 810m メッシュの地形を示す。 
断層モデルは，断層面を約 5km メッシュの小断層に

分割し(図-2 参照)，小断層毎に，食い違いの弾性体論

に基づき海底地殻変動を求めた 6)。破壊開始点から順

次破壊が伝播し，各小断層は，破壊開始点からそれぞ

れの小断層に破壊が伝播する時間になった時点で破壊

を開始し，ライズタイムの時間でその小断層に設定さ

れた最終変位に達するとした。この間の変位は一定の

割合で増加するとした内閣府第二次報告 4)と同様に，

断層の破壊が伝播する速度は 2.5km/s，ライズタイムは

60s とした。 
2.2  同時破壊の津波解析 
 次に，上述の再現計算と同一の手法を用い，断層破

壊伝播速度を無限大，ライズタイムを 0s とした津波解

析を実施した。この場合，断層全体が一瞬のうちに同

時に破壊することなる。本解析の結果を 2.1 節で実施

した「断層破壊伝播」と「ライズタイム」を考慮した

津波解析結果とを比較した。 

内閣府二次報告より抜粋 

270m メッシュ 

2430m メッシュ 

810m メッシュ 
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3.  解析結果 
 
3.1  再現計算による本手法の確認 
 ここで実施した「破壊伝播」と「ライズタイム」を

考慮した南海トラフ巨大地震による津波の計算結果と

内閣府から公開されているデータを比較した。比較地

点を図-5 に示す。なお，内閣府から公開されているデ

ータは，メッシュサイズ 10m の結果のみであるが，今

回の解析では，図-5 の 1-3 の周囲のみ（清水港）を

10m メッシュで解析したため，1-1，1-2 の比較では，

30m メッシュの結果を用いて比較した。比較の結果を

図-6 に示す。水位時系列でみると，1-2，1-3 について

はよく一致していることが見て取れる。一方，1-1 につ

いては，ずれが見られるが，これは今回実施した解析

メッシュが 30m であったため，付近に 30m メッシュで 
 

 
図-5 比較した地点 

Fig.5  Observation stations 
 

 
(a) 1-1 における水位時系列 

 
(b) 1-2 における水位時系列 

 
(c) 1-3 おける水位時系列 

図-6 各点における水位時系列図 
Fig.6  Time series of water level at each observation station 

は表現できない細かい地形の影響であると考えられる。 
10m メッシュの計算を実施した 1-3 について，詳細

に検討する。図-6 の時系列から両者がほぼ一致してい

ることが明確に見て取れる。津波の解析精度の評価に

は相田 7)の手法があるが，今回は 3 点のみの比較とな

るため同一メッシュサイズデータのある 1-3 の 2 者の

差の二乗平均をとったところ 7cm となり，今回の解析

手法は妥当と判断された。 
3.2  「破壊伝播」と「ライズタイム」が津波シミュ

レーション結果へ与える影響について 
「破壊伝播」と「ライズタイム」を考慮した津波解析

結果と，断層全体が一瞬のうちに同時に破壊した場合

の津波解析結果を比較する。図-7 にデータ出力点を示

す。メッシュサイズ 10m の沿岸域での計算結果につい

て，水位時系列の比較を図-8 に示した。各メッシュサ

イズの各点における最高水位を比較した結果を，表-1
に示す。同時破壊の場合には，0s の時点で断層全体が

破壊されているため，特に，St.06 や St.10 等のずれ量

の大きい小断層付近では，「破壊伝播」と「ライズタイ

ム」を考慮した津波解析よりも最高水位が大きくなる

傾向になることが分かった。そのため，御前崎沖の

St.10 のようなずれ量の大きい断層に近い場合は，今回

の結果では 2m 近い差があり，断層全体が一瞬で破壊

されると考えた方が安全側となる。ただし，St.11，12，
13，14 のような沿岸域では，10cm 未満ではあるもの

の，「破壊伝播」と「ライズタイム」を考慮した方が最

高水位が大きくなっており，対象地点にとってより安

全側の結果がどちらの設定から得られるかは事前には

予測できず，実際にシミュレーションを実施しなけれ

ばならないことがわかった。 
 次に，津波の到達時刻を確認した。図-8 の時系列か

らも明らかなように，破壊伝播及びライズタイムを考 
 

 
図-7 出力点図 

Fig.7  Observation stations 
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(a) St.11 における水位時系列 

 
(b) St.12 における水位時系列 

 
(c) St.15 における水位時系列 

 
(d) St.07 における水位時系列 

図-8 水位時系列図 
Fig.8  Time series of water level at each observation station 

 

 
図-9 St.01 おける水位時系列図 

Fig.9  Timeseries of water level at St.01 
 

慮することによって，断層のずれに時間がかかるため，

到達時刻も遅くなっている。その結果を表-2 にまとめ

る。ただし，本解析では陸上における水位を出力して

いないため，最高水位出現時刻を見た。その結果，最

高水位の到達時刻は「破壊伝播」と「ライズタイム」

を考慮した方が概ね遅い結果となった。表-2 より，

St.01 では最高水位到達時刻が 33 分と大きく異なって

いた。図-9 に St.01 における水位時系列を示した。「破

壊伝播」と「ライズタイム」を考慮した場合は押し波

第 1 波が最高水位となるが，同時破壊を仮定すると，

第 2 波に最高水位が現れているため，到着時刻に大き

な差が生じたことがわかった。第 1 波と第 2 波の水位

は同程度であるため，第 1 波の到達時刻の差を見ると，

1 分程度となっており，他の地点と同程度の差となっ

ていた。 
 

4.  まとめ 
 
 本論では，まず，「断層破壊伝播」及び「ライズタイ

ム」を考慮した津波解析の妥当性の検証を行った。そ

の結果，内閣府発表の解析結果とほぼ一致し，妥当性

が確認された。次に，この 2 つを考慮することが津波

シミュレーション結果へ与える影響を調べた。その結

果，「断層破壊伝播」と「ライズタイム」を考慮するこ

とで，水位は小さくなり，到着時刻は遅くなる傾向が

見られたが，ただし，一方で，最高水位も 10cm 未満

ではあるが高くなる場合もあり，対象地点にとってよ

り安全側の結果を得るには，両方の仮定で解析を実施

する必要があることがわかった。 
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表-1 各点での最高水位 
Table 1  Maximum water level at each observation station 

 
表-2 各点での最高水位出現時刻 

Table 2  Arrival time of maximum water level at each observation station 
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