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1.  はじめに 

 

2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震津波に

よる甚大な被災を背景に，津波避難ビルの重要性が再

認識されている 1)。津波避難ビルの立地選定の際には，

対象地域の居住人口・就労人口と津波避難ビルの収容

人数および所要避難時間によって，設置数や設置箇所

を決定する必要があるが，漂流物の発生しない場所に

限定した立地を考えることは難しい。例えば，漂流物

として自動車を想定すると，自動車が津波避難ビルに

直接衝突し，損傷を与える可能性があるだけでなく，

津波の引いた後に自動車から火災が発生する可能性も

考えられる。実際に，東北地方太平洋沖地震津波でも，

津波により校舎に打ち寄せられた自動車から火災が発

生した事例が報告されている 2)。避難者が津波避難ビ

ルで待機している間に，漂流した自動車が津波避難ビ

ル周辺に集積し，火災が発生すると，さらなる二次災

害を引き起こしかねない。したがって，津波避難ビル

を考える上で漂流物対策は設計上の重要な課題の一つ

であると言える。現状では，国土交通省の検討会等で

も，漂流物対策や津波避難ビルの設計基準については

議論中である。 

昨年，我々は，図-1 に示すような円筒形の津波避難

ビルについて検討した。このビルは，港や公園のよう

な公共の場所に設置し，通常は 1 階部分を交番や公共

トイレとして利用し，2 階以上に避難時のスペースを

空けた上で，災害時に必要となる物資を備蓄すること

を想定している。津波避難ビルを漂流物の衝突から守

る目的で，杭式の漂流物衝突防止工（以降，防衝工と

記す）を配置した構造形式を提案した。そして，防衝

工が，漂流物の衝突防止だけでなく，津波避難ビルに

作用する波力を低減する効果があることをシミュレー

ションにより示した 3),4)。しかしながら，津波波形の違

いによる波力低減特性などには言及がなく，定性的な

評価にとどまっていた。 

防衝工に関しては，避難時に障害になったり，避難

者に威圧感を与えるという指摘もある。現在提案して

いる防衝工では，漂流してきた自動車の衝突を防止で

きるよう，杭間を 2m（杭断面 1m×1m）としている。

しかし，防衝工が避難時の混乱を発生させる可能性が

あるのであれば，避難者に可能な限り安心感を与える

開口確保の工夫が必要であると考えられる。 

そこで本論では，まず，防衝工が避難者に与える防

衝工の威圧感について考察することで，防衝工配置を

検討した。ついで，防衝工による津波波力低減効果を

水理模型実験により検証した．その際，津波波形と防

衝工配置の違い，及び防衝工の形状が波力低減効果に

及ぼす影響を検証した。 

 

 

 
図-1 津波シェルターのイメージ図 

Fig.1  Example of tsunami refuge building 
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2.  防衝工が避難行動に与える影響 

 

2.1  避難行動を考慮した防衝工の配置方法 

本論で対象とした津波避難ビルは，自動車やがれき

等の津波漂流物の衝突防止および漂流物による延焼防

止を図るために全周に杭式防衝工を配置した構造形式

である。しかし，防衝工の配置方法によっては，避難

者に威圧感や抵抗感を与え，津波避難ビル本体を確認

しにくくする等の視覚的影響を与えると考えられる。

そこで，本論では防衝工の配置として，図-2 (a)の直線

配置に加え，避難性の向上をねらった(b)千鳥配置を検

討対象とした。防衝工は一辺 1m の正方形の杭とした。

津波避難ビルの緒元は，今回実施した実験の模型（縮

尺 1/62.5）の平面図を図-7 (a) (b)に記載したので，参照

されたい。 

以下に，配置方法による見え方，防衝工による流動

性への影響，避難後の心理的影響について考察を行う。 

2.2  配置方法による防衝工の見え方 

直線配置と千鳥配置の防衝工の見え方について検討を

行う。避難者が正面から見た防衝工を図-2(c)，(d)に示

す。直線配置と千鳥配置ともに中央部には開口を認識

できるものの，両サイドは防衝工が互いに重なりあい

開口として認識しづらい。しかし，図-2(e)，(f)に示す

斜めからの見え方は，千鳥配置の方が広い開口を感じ

ることができる。そこで，避難者の感じる防衝工の開

口を定量的に表わす変数γ（式(1)）を導入した。2 本

の防衝工の間隔を考えると，図-3 のようにαとβを定

義すると，防衝工によって遮られる挟角は，α-β，避

難するための防衝工間のスペースはβとなるため，次

のように開口率γを定義した。 

 
  









2/

2/
  (1) 

直線配置と千鳥配置でγを比較した結果を図-4 に示

す。向角θが 15 度を超えると，千鳥配置のγが直線配

置を上回る。これは，避難者の離隔距離が 5m と 20m

離れた場所にいる場合で同傾向である。すなわち，避

難者が斜め方向から向かってくる場合には千鳥配置の

方が開口感を与え，防衝工外部から津波避難ビル入口

の位置や周辺の混雑状況の確認が行い易いことを示唆

している。なお，津波避難ビル入口のわかり易さは，

防衝工のデザインや誘導サイン計画でさらに向上する

ため，併せて検討していく必要がある。 

2.3  防衝工による避難者の流動性への影響 

一般的に津波避難ビルに逃げ込むための入口数は限

られるため，避難者が一斉に到着した場合に建物入口

近傍で滞留が発生する可能性がある。過度な滞留は群 

   

(a)直線配置 屋上からの視点 (b)千鳥配置 屋上からの視点 

  

(c)直線配置 正面      (d)千鳥配置 正面 

  

(e)直線配置 斜め        (f)千鳥配置 斜め 

図-2 避難者からの防衝工の見え方 

Fig.2  Visibility of fender piles from refugees 

 

  

 

(a) 直線配置         (b)千鳥配置 

図-3 パラメータα，βの定義 

Fig.3  Definision of αand β 

 

図-4 避難者からの見た開口率 

Fig.4  Opening rate between fender piles viewed from refugees 
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集事故を引き起こす危険性があるため，十分な滞留ス

ペースの確保が必要である。2001 年度版避難安全検証

法の解説及び計算例とその解説 5)では，廊下などの一

時滞留空間における避難時に必要な滞留面積を 0.3m
2
/

人としており，ここで対象とする津波避難ビル(図-2 (a) 

(b))の想定収容人員 150 人では 45m
2 必要となる。今回

対象とした津波避難ビルでは，防衝工が囲う領域内に

はオープンスペースが約 280m
2 あり，階段などビル内

に入るための入口 1 ヵ所に人が集中することを想定し，

その 1/4 のスペースに人が集まると考えても 70m
2 のス

ペースがるため，十分な滞留面積が確保されている。 

また，避難者には車いす利用者等の自力歩行困難な

人が含まれるので，車いすや搬送器具の流動性を考慮

した防衝工の設置間隔とする必要がある。国土交通省

のバリアフリー法では車いす同士のすれ違うための幅

として 1.8ｍ以上を推奨しており，本防衝工の間隔は

2m 確保されているため車いすの通過も支障がない。 

2.4  避難後の心理的影響 

避難者は津波の影響がなくなるまで建物内で籠城避

難することになる。東北地方太平洋沖地震では，発火

した漂流物が避難場所に延焼した際，津波で浸水して

いるため別の避難場所へ移動できずに，建物内で部屋

を移動しながら身を守った事例もみられた。建物への

漂流物の接近を防衝工により減少させることは避難者

に安心感を与えると考えられる。図-2(a)，(b)に示した

ように，ビル屋上から防衝工を見ると防護壁のように

感じられ，特により開口が狭く見える直線配置の方が

避難者により安心感を与えると考えられる。防衝工が

避難者に与える心理的影響については十分な知見がな

いため，アンケート調査等による客観的評価が今後必

要である。 

以上より，避難者の流動性を考えると，津波避難ビ

ルに集結するフェーズでは千鳥配置がわかり易く，避

難後の心理的影響を考えると，津波避難ビルで津波来

襲をやり過ごす状況では直線配置に利点があると推察

する。最終的に，防衝工の最適配置の検討には，両方

の観点から客観的な評価をもとに検討していく必要が

ある。 

 

3.  水理模型実験 

 

3.1  実験装置と条件設定 

水理模型実験は図-5 に示す幅 0.8m の二次元水槽内に護

岸模型と津波避難ビル模型を配置して実施した。作用

させた津波実験波は，箱に水を溜めて，それを排出す

るというチャンバー式津波造波装置 6), 7)により発生させ

た。本造波装置の特徴は，チャンバーを用いることで，

比較的容易に造波波高を大きくできること，また，チ

ャンバーには複数のバルブを設置し，バルブからの空

気の流入を制御して，水の排出を調節することで，任

意波形の波を造波できることにある。今回の実験では，

波形勾配の緩い非砕波波形および段波波形の 2 種類と

し，両者ともに 2 種類の波高に変化させ，合計 4 種類

の津波を造波した．図-6 に防衝工を配置した津波避難

ビル模型の全景を示した。津波避難ビルに関する前報
3)との差異は，前報の数値解析で対象とした津波避難ビ

ルには外周階段が設けられていたのに対し，模型実験

ではそれを省略し，単純な円筒形とした点である。津

波避難ビルの直径は前報で対象とした 10m とし，縮尺

1/62.5 を想定した模型とした。 

図-6 に示したように，対象とした模型は 8 形式であ

る。防衝工の形状は，角柱，円柱，三角柱，菱形柱の

4 種類，配置パターンは直線配置(b)～(f)，千鳥配置

(g)，及び裏千鳥配置(h)である。杭間の開口幅は全て

32mm とした。これは実スケールで 2m に相当し，漂流

物化した自動車が容易に通過できないことと，避難者

の通過を考慮し設定した。図-6(b)(g)(h)に示す角柱は

1 辺 32mm の正方形で，実スケールでは 1m×1m に相

当する。図-6(c)の細角柱は 1 辺 16mm の正方形とし，

図-6(d)の円柱は直径 32mm とした。図-6(e)の三角柱

は一辺 16mm の三角形，図-6(f)の菱型柱は対角線が

16mm の角柱を用い図-6(c)の細角柱の配置から 45 度 

 

図-5 チャンバー式津波造波装置を用いた実験装置側面図 

Fig.5  Side view of the physical model 
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図-8 水理模型実験の様子 

Fig 8  Setup of physical model experiment 

 

回転させて配置した。図-6(g)の角柱千鳥配置は，1 辺

32mm の正方形角柱を図-7(b)に示す配置とした。図-

6(h)の角柱裏千鳥配置は，図-7(c)に示すように着色し

た角柱のみ図-6(g)の角柱千鳥配置から変更した。 

図-7(d)に圧力計測位置を示した。ここでは，押波を

対象に波力に及ぼす防衝工の影響を検討した。図-8 に

実験時の模型・測器配置の様子を示した。 

3.2  結果と考察 

図-9 に模型を設置せず護岸前面で計測した実験津波

の時系列を示す。チャンバー式津波造波装置で造波し

ているため，津波来襲に伴う高水位の継続が再現でき

ている。また，図-9 の非砕波波形と段波波形を見ると，

横軸 7s 付近より現れる波形の立ち上がりが異なり，非

砕波波形のケースでは約 1s で，段波波形では約 0.3s で

立ち上っており波形勾配の違いが明確である。図-10

は津波避難ビルより 30mm 海側の位置で計測した浸水

深の時系列波形を示す。横軸 14s 程度までは押波の継

続状態であり，その後は陸側斜面からの戻り流れが到

達した状態である。 

図-11 に，図-9 に示した実験津波を作用させて得られ

 
(a)防衝工なし       (b)角柱直線配置       (c) 細角柱直線配置      (d)円柱直線配置 

 

(e)三角柱直線配置       (f)菱形柱直線配置      (g)角柱千鳥配置       (h)角柱裏千鳥配置 

図-6 実験に用いた津波避難ビルの防衝工の配置 

Fig.6  Layouts of fender piles surrounding refuge facilities 

 

  (a) 角柱直線配置平面図   (b)角柱千鳥配置平面図     (c) 角柱裏千鳥配置平面図    (d)圧力計設置側面図 

図-7 水理模型実験に用いた角柱タイプの防衝工を配置した津波避難ビル（単位 mm） 

Fig 7  Configuration of layouts of refuge facility and fender piles of the physical model. 
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た押波最大水平波力を比較した図を示した。ここで，

波力は圧力の計測結果を鉛直方向に積分し，海側と陸

側の差異から得た単位幅当たりの力を示す。まず，前

報 3)に類似した非砕波-2 の条件では，防衝工なしのケ

ースに比べ，角柱の防衝工を直線配置したケースの水

平波力が低減している。防衝工がない場合と最大水平

波力を比較し，最大水平波力の低減率を算定すると

22.3%であった。前報 3)の解析結果では波力低減率は約

30%となっており，本実験結果と同程度の値であった。

次に，非砕波-1 の条件に着目すると，直線配置した角

柱防衝工により，波力が増大した。このケースでは津

波波高が大きく防衝工によるせき上げが生じ，前面水

位が上昇したことによって，波力が増加したと考えら

れる。同様に段波-2 の条件で防衝工なしと角柱直線配

置に着目すると，非砕波-1 と同様に角柱防衝工の波力

が増大した。一方，段波-1 の条件では，水平波力は防

衝工なしの場合と同等もしくは減少していた。実験時

の様子を観察すると，段波の条件は，非砕波の条件に

比べ津波高が大きく波形勾配も急峻であるため，防衝

工に作用する際には開口を通過するとともに防衝工天

端を乗り越え，複雑な流況であった。そのため，波力

低減効果について，系統的な結果が得られなかったと

か考えられる。 

次に，直線配置した条件における防衝工の杭形状に

よる差異に焦点を当てる。津波高が低めの非砕波-2 の

ケースでは，細角柱を除き防衝工の波力低減効果が認

められる。しかし，津波高が大きな非砕波-1 では，防

衝工なしの場合と同等もしくはそれを上回った。一方，

段波のケースで直線配置した条件では，角柱を除き波

力低減効果が確認できる。詳細な考察は今後の課題で

あるが，本実験により津波高，津波波形，防衝工形状

の組合せが，波力低減効果に影響することが示唆され

た。 

次に，避難性の向上をねらった千鳥配置を見てみる

と，波力低減効果が見られず，図-11 に示したように，

全ての波形の場合に波力が増大した。一方，避難時の

開口を保ったまま，千鳥配置を逆に配置した裏千鳥配

置の場合には津波高，津波波形によらず波力低減効果

を確認できた。この理由として，図-12 に示したように，

防衝工を通過した津波の進行方向は杭配置に依存して

おり，千鳥配置の場合には流れが津波避難ビルに集中

するのに対し，裏千鳥配置では分散した可能性が考え

られる。よって，杭配置を検討する際には，流況の詳

細な把握が必要になることが分かった。 

図-13 に非砕波-2 の水平波力の時系列を示した。前

報 3)の解析結果では，防衝工の有無に関わらず津波避 

 

 

図-9 護岸前面で計測した実験津波の時系列変化 

Fig 9  Water level at the sea wall. 

 

 
図-10 模型が無い状態で計測した模型位置での浸水深時系列 

Fig 10  Water level at the position of refuge building model 

without building model. 

 

図-11 最大水平波力の比較 

Fig 11  Maximum horizontal wave force on the front of refuge 

building model. 

 

    
(a) 千鳥配置         (b) 裏千鳥配置 

図-12 防衝工を通過する津波の集中・分散に及ぼす千鳥配

置と裏千鳥配置の影響 

Fig 11  Schematic of stream around the fender piles 
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難ビルに戻り流れが作用する直前で最大値が発生した

のに対し，図-13 の実験結果では，津波が作用した直

後～数秒後の間に最大水平波力が発生していた。実験

の観察結果によれば，津波の前面がビルに作用した際

の水の打ち上がりが激しく，前報 3)の数値解析のよう

に水位がゆっくり上昇する状況とは異なっていた。こ

のことは，図-14 に示した水位の時系列結果からもう

かがえる。具体的には，時刻 9s までの水位には短周期

の振動成分が見られるが，それ以降 14s まではこの短

周期の振動が減少している。また，防衝工が無いケー

スの陸側水位は，津波が衝突した直後のみ高く（7s 付

近），その後は水位が低い。短時間だけ陸側水位が高い

ことは，津波が来襲し，シェルター後方に回り込んだ

海水が激しく衝突していると考えられる。図-14 の防

衝工があるケースにおいて，陸側水位は津波作用後に

徐々に上昇し，海側と陸側で水位差が小さくなった。

これは防衝工による抵抗に起因しており，水位差が小

さいことが時刻 9～14s の水平波力を低減した理由と考

えられる。以上のことから，図-13 において時刻 9s ま

では短周期の衝撃的な力が卓越し，それ以降は流れが

安定し，14s までは流れに対する抗力性の力に支配され

ていたと推察される。 

 

4.  結論 

 

本論では，津波避難ビル周囲に配置した防衝工が津

波の波力低減効果を有することを模型実験により検証

した。しかし，その効果は，防衝工の配置や形状，津

波波形及び津波規模の組み合せと強く関連しており，

防衝工が波力を増加させる場合もあった。 

防衝工が避難行動に与える影響を考察し，避難者が

感じる威圧感を緩和する対策として防衝工の千鳥配置

を検討した。そして，千鳥配置が避難者に対して防衝

工の開口を広く感受させることを定性的に確認した。

しかし，模型実験では，今回の津波波形では千鳥配置

は波力低減効果が見られなかったが，千鳥配置を逆に

した裏千鳥配置では，波力低減効果が見られた。した

がって，裏千鳥配置は避難のし易さと避難ビルに作用

する波力低減の両面で良い結果となった。 

防衝工の波力低減効果のメカニズムについては，防

衝工周辺の複雑な流況をより詳細に把握し，また，防

衝工形状や津波波形・規模の様々な組み合わせを調べ，

考察する必要がある。防衝工が避難行動に与える影響 

 

 

 

については，間口の広さに関しては，定量的に考察を

行ったが，今後，アンケートを実施する等，避難者の

心理について，客観的評価が必要であることが分かっ

た。 

 

参考文献 

 

1) 中央防災会議：東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・

津波対策に関する専門調査会報告 平成 23 年 9 月 28 日，

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/higashinihon/houkoku.pdf. 

2) 小林恭一：津波火災の実態から見た津波危険地域における

建築物再建のあり方，2012 年度日本建築学会大会（東海）

防災部門研究協議会資料，日本建築学会防火委員会，

pp.11-14, 2012. 

3) 伊藤一教，羽角華奈子，橋本貴之，今村文彦：津波避難施

設の立地計画及び設計に関する検討，土木学会論文集 B2

（海岸工学）, Vol. 68, No. 1, pp. 271-275, 2012 

4) 伊藤一教，羽角華奈子，橋本 貴之・渡邊 哲也・今村 文

彦：津波シェルターの開発-漂流物対策を考慮した津波シ

ェルターの立地計画および設計に関する検討-，大成建設

技術センター報，vol.45，pp.04-01-04-08, 2012. 

5) 国交省ほか編集：2011 年版避難安全検証法の解説及び計算

例とその解説，講習会テキスト，pp.46-47, 2011. 

6) 織田幸伸，伊藤一教：津波を対象とした水理実験のための

造波装置の検討，土木学会第 67 回年次学術講演会講演概

要集，第Ⅱ部門，pp.381-382, 2012. 

7) 織田幸伸，伊藤一教，本田隆英：津波水理実験のための造

波装置の導入（その 1），大成建設技術センター報，vol.45，

pp.44-01-44-05, 2012.  

 

 

図-13 津波避難ビルに作用する波力時系列(非砕波-2) 

Fig 13  Timeseries of horizontal wave force on refuge building 

 

図-14 津波避難ビル周辺の水位時系列(非砕波-2) 

Fig 14  Time series of water lavel in front of/ behind the refuge 

building. 
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