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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の

甚大な被災を背景に，津波避難施設（津波避難ビル）

の重要性が再認識されている 1)。内閣府・中央防災会

議では，発生頻度は極めて低いものの甚大な被害をも

たらす最大クラスの津波と，発生頻度は高く津波高は

低いものの大きな被害をもたらす津波を想定津波の考

え方としており，いずれの想定においても人命保護は

絶対的な課題であることから，津波避難施設を確実な

ものにする必要がある。 
津波避難施設として適切な構造形式は，津波避難ビ

ル等に係るガイドライン 2)にあるように RC 造や SRC
造であるが，国土技術政策研究所 3)が実施した今次の

地震・津波による被災調査報告では，従来，津波に強

いと考えられていた RC 建物において倒壊や傾斜など

の被害が報告された。そして，杭基礎を有する RC 建

物の被災事例を対象に，地震による液状化により杭基

礎の摩擦抵抗が低下し，津波の作用による浮力と波力

により転倒したメカニズムが検討されている。また，

直接基礎 RC 建物にあっては，津波に誘起される洗掘

による建物の傾斜被災が報告されている。このことは

地震と津波の複合型災害が津波避難施設を検討する上

で重要になることを示唆しており，地震による液状化

と津波外力の組合せにも耐え得る構造形式などの研究

開発が課題として提起されたものと考えられる。 
さらに，今次の津波において漂流物対策の必要性が

顕在化した 4)。津波避難施設の立地計画では，市民活

動すなわち対象地域の居住人口・就労人口と津波避難

施設の収容人数および所要避難時間によって，設置数

や設置箇所が決まる。それ故，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く，例え漂流物

が多く発生する可能性がある地点であっても立地場所

となるケースがある。したがって，津波避難施設を考

える上で漂流物対策も一つの設計上の課題である。  
上述の背景や課題は津波避難施設の立地計画や設計

技術の課題の一部に過ぎないが，課題解決の第一歩と

して，本稿では津波避難施設として円筒形構造（以後，

津波シェルターと記す）を提案し，その立地計画や構

造設計における検討課題として，立地計画と漂流物挙

動，漂流物対策工と津波波力の関係，漂流物と津波対

策工の干渉による津波避難施設の洗掘リスクに着目し

検討した。 
 

2.  津波シェルターの概要 
 
「津波避難ビル」とは津波による被害が想定される

地域の中でも，地震発生から津波到達までの時間的猶

予や、地形的条件等の理由により，津波からの避難が

特に困難と想定される地域に対し，やむを得ず適用さ

れる緊急的・一時的な避難施設である。その構造的要

件や緊急時の利用方法等は津波避難ビル等に係るガイ

ドライン 2)により定義されている。 
津波に対する安全性を確認する方法として，ガイド

ラインでは「構造的要件の基本的な考え方」が定めら

れており，浸水深に応じて「津波荷重」の想定により

受圧面（外壁、窓等）・構造骨組（柱、梁、耐力壁等）

を設計することが求められており，その結果「地震」

と「津波」に強い「津波避難ビル」を実現することが

可能となる。 
津波避難ビルの立地計画は，津波浸水予想区域にお

ける人々の避難を可能とするため，以下の①～④のス
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図-1 津波シェルターの立地計画の検討フロー例 
Fig.1  Example of examination flow for tsunami shelter location plan 

 

図-2 津波シェルターの説明図 
Fig.2  Schematic view of tsunami shelter 
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テップによりその建設地を設定することとなる（図-1）。 
①建設地の想定 

津波浸水予想区域内に津波避難ビルの位置を想定

する。 
②避難可能範囲の推定 

津波の到達までに歩行により避難可能な範囲が推

定される。具体的には津波避難ビルを中心に，津

波到達時間内に徒歩で移動できる距離を半径とし

た海側の半円形を避難可能範囲として設定する。 
③収容可能な範囲の推定（収容人数の推定） 

津波避難ビルの収容人数は，当該地域の人口密度

と②で設定する範囲により，決定することとなる。 
④カバーエリアの決定後，カバーされない範囲の避

難計画を立案  
②，③により推定した避難可能範囲がカバーエリ

アとなる。以降カバーエリア以外の範囲において

①～④の操作を繰り返し，建設地点および収容人

数を設定していく。 
ここで提案する津波シェルター（図-2）の特徴は，

避難フロアを多層化することで小さな敷地でも多くの

避難者を収容でき，津波来襲方向に起因する津波波力

の指向性を除去することと波力低減をはかる円筒形を

採用していることが挙げられる。もちろん，形状につ

いては円筒形に限らず，敷地等の制約条件に合わせて

適正化を図ることが可能である。さらに， RC 造耐火

構造による内部避難型のシェルターにより，万一の津

波火災の発生時にも避難の安全性を高めている。また，

避難者にとって高いフロアに上る動線が分かりやすい

よう，避難経路となる階段を外部に設置したり，高齢

者等に配慮したゆるやかな階段形状を採用するなど，

さまざまな人々が避難しやすい施設の実現をコンセプ

トとしている。 
 

3.  検討内容 
 
津波シェルターは，既存建築物をそれに指定する場

合と新規に設置する場合が考えられる。本稿では後者

の場合を想定し図-2 と図-3 に示す円筒形の構造物を対

象とした。構造物は直径 13 m，高さ 18.6 m の円筒形建

物の外周に螺旋階段が付帯している形状である。図-3
には後述する数値解析に用いた解析格子も例示した。 

まず，立地計画に係る検討として，津波による漂流

物の挙動について解析を実施し，立地計画に対する漂

流物解析の適用性について検討した。次に，津波シェ

ルターに作用する遡上津波の流況を数値解析により論

じるために数値解析の精度を実験結果と比較すること

で確認した。ついで，遡上津波が津波シェルターに作

用する場合，漂流物対策として漂流物対策工（防衝

工）を設置した場合，さらには防衝工に漂流物が集積

した状態をモデル化した場合を対象に解析を実施した。

その結果を基に，防衝工が津波シェルターに及ぼす影

響について検討した。具体的には，防衝工と津波波力

の関係，漂流物による津波シェルターの洗掘リスクに

言及した。 
 

4.  津波シェルターの立地計画と漂流物挙動 
 
立地計画において漂流物対策の必要性は，津波シェ

ルターの設置地点に来襲・集積する漂流物量により判

断される。そこで，津波の解析には非線形長波方程式

を用いて陸域の流れ場を算定した上で，漂流物は流れ

に完全受動な粒子追跡法 5)により数値解析を試みた。 
図-4(a)(b)に示す解析結果において，●は木造住宅群

を，○は漂流物化した木造住宅群を示す。木造住宅が

漂流物化する閾値は，首藤 6)に従い浸水深 2 m とした。

図-4(a)(b)中の震災前後の写真 7)と解析結果を比較する

と，漂流化した家屋の範囲等について再現性を確認で

きた。また，図-4(c)には，複数の漂流物について折れ

線にて移動経路を示した。漂流物解析によって得られ

る経路は，津波シェルターを設置した場合に漂流物の

衝突の可能性評価に役立ち，定性的ではあるが漂流物

解析が津波シェルターの立地箇所で漂流物対策工の有

無を判断することに利用できることを示唆している。  
 

5.  津波シェルターに作用する遡上津波の数

値解析 
 

 

図-3 本稿で対象とする津波シェルター 
Fig.3  Configuration of tsunami shelter 
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5.1  解析手法の検証 
数値解析は連続式とナビエ・ストークス式を基礎方

程式とし，非構造格子を用いた有限体積法である 8)。

自由表面は VOF 法で解析し，乱流モデルは標準 k-ε モ
デルを用いた。解析手法の妥当性を検証する目的で，

図-5 に示す水理実験装置にて周期 20 秒の規則波を造波

し遡上実験を行い，建物周辺の水位を計測した。図-6
に実験と解析で得られた各地点の時系列波形を比較し

た。図-6(a)の護岸前面（図-5(a)に示す⑥の位置）にお

ける津波高は約 8 cm であり実験結果と数値解析結果は

良好な一致を示した。図-5(b)に示した地点 A について

比較した図-6(b)では，遡上津波が建物前面ではね上が

る現象まで含めて良好に再現できている。一方，遡上

津波が建物背後に回り込む図-5(c)に示した地点 B につ

いては，図-6(c)からもわかるように立ち上り部で再現

性が低いものの，最高水位のピーク値については概ね

(a) 初期状態                                       (b) 解析結果 
Initial condition                                         Calculation result 

 

  

(c) 漂流物の移動経路の例 
    Example of drifting route 

 
図-4 漂流物解析結果 

Fig.4  Simulation results of driftages due to tsunami 
 

                                  (a) 断面図                           (b) 陸上部平面図 
Cross section view                                    Plan view of land potion 

図-5 水理模型実験装置の説明図 
Fig.5  Physical model sets 

 

  

水深 
0.591m 

擬した模型 

31.35 ｍ 6.55 ｍ 3.0 ｍ 6.0 ｍ 14.0 ｍ 1.80 ｍ 
0.263 m 0.391m 0.631m 

水深  0.20 m 

1.50 ｍ 

6.4 ｍ 
水位計 

100 × 100 × 200 
3.55 ｍ 6.0 ｍ 6.0 ｍ 4.5 ｍ 

水位計 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 3.5 ｍ 

○ 移動前 
○ 移動後 
― 移動経路 
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再現できていることが確認できた。 
5.2  津波シェルターを対象とした数値解析 

図-7 は津波遡上時の数値解析例である。津波シェル

ター周辺の解析格子は，6 度ピッチで放射線状に分割

し，概ね x および y 方向は 0.2～1 m，z 方向は一様に

0.25 ｍである。解析は図-5 の実験水路および地形を

1/100 模型と設定した相似則で実機スケールに変換し，

水路内に施設が存在する条件で解析した。また，入射

波も相似則に従い規則波を与えて解析した。図-7 (a) (d)
は施設単体の場合，(b) (e)は漂流物対策として 1m×1m
の角支柱が 2m 間隔に設置された場合（以後，角支柱

を防衝工と記す），(c) (f)は防衝工に浮遊性漂流物が堆

積した場合の解析例である。ここで，防衝工の間隔は，

漂流物化した自動車を阻止するために開口幅 2m と設

定した。漂流物は本来，津波の来襲に伴い徐々に集積

するものであるが，モデルの簡略化を図り防衝工に漂

流物が集積した状態から解析を開始した。すなわち，

図-7(c) (f)の防衝工に付帯する板が漂流物集積のモデル

である。集積した漂流物の下端と地盤とのクリアラン

スは 2m と設定した。 
図-7(a) (b) (c) は遡上津波のフロントが津波シェルタ

ーを通過した時刻の流況を示している。津波シェルタ

ーを通過した津波のフロント位置に着目すると，防衝

工の有無の影響は少なく，防衝工がある場合にフロン

トの進行が若干遅い程度である。一方，陸側斜面より

反 射 波 が 返 っ て く る 時 刻 の 流 況 を 示 す 図

(c) 地点 B 
   Location B 

(a) 護岸前面 
   Front of quay 

(b) 地点 A 
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図-6 建物周辺における水位の時系列比較 
Fig.6  Comparison of water surface elevation 

(d) 避難施設のみ(t=395s)               (e) 防衝工あり(t=395s)              (f) 漂流物が集積した場合(t=395s) 
        Tsunami shelter                    Tsunami shelter with absorbor          Tsunami shelter with absorbor and debris 

 
図-7 建物周辺における水位の時系列比較 
Fig.7  Snapshots of 3D numerical simulation 

(a) 避難施設のみ(t=325s)               (b) 防衝工あり(t=325s)            (c)漂流物が集積した場合(t=325s) 
           Tsunami shelter                   Tsunami shelter with absorbor         Tsunami shelter with absorbor and debris 
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-7(d) (e) (f) に着目すると，反射波のフロントは施設の

みのケースに比べて防衝工があるケースではシェルタ

ー側に近づいている。これは，施設のみの場合には施

設を通過して陸側に進む流れが射流に近い流況となる

ため流速が速く，この流れが陸側からの反射波の伝播

を遅らせる。一方，防衝工がある場合，施設を通過し

て陸側に進む流れは施設のみの場合に比べて遅くなる

のは反射波の伝播速度が速いからである。 
 

6.  漂流物対策工と波力の関係 
 
津波シェルターのみのケースと防衝工ありのケース

について，津波シェルターの海側・陸側水位の時系列

を図-8(a)に比較した。ｔ=325～400ｓの水位変化は遡上

津波が施設に作用する時刻であり，ｔ=400ｓ以降は遡

上津波と陸側からの反射波が重合した時刻の変化であ

る。まず，ｔ=325～400ｓの水位変化に着目すれば，遡

上津波が構造物に到達した後，シェルターのみのケー

スでは海側水位は上昇するが，陸側水位は低い状態が

継続する。防衝工があるケースでは，海側水位の変化

は施設のみの場合と比べて顕著な差異は見られないが，

陸側水位の変化は顕著な差異がある。この差異を詳し

く検討するたに陸側の流況を示した図-9 をみると，施

設のみを対象とした(a)(b)(c)では，反射波が到達するま

   

(a) 水位の時系列                   (b) 水平波力の時系列 
Time series of water surface                               Time series of horizontal wave force 
 

図-8 津波シェルターに作用する津波水位と波力 
Fig.8  Water surface elevation and tsunami force acting on tsunami shelter 

 
 

               
(a) 避難施設のみ(t=325s)                 (b) 避難施設のみ(t=395s)              (c) 避難施設のみ(t=415s) 

Tsunami shelter(t=325s)                    Tsunami shelter(t=395s)                Tsunami shelter(t=415s) 

                
 

(d) 防衝工あり(t=325s)                 (e) 防衝工あり(t=395s)                  (f) 防衝工あり(t=415s) 
Tsunami shelter with absorbor (t=325s)       Tsunami shelter with absorbor (t=395s)      Tsunami shelter with absorbor (t=415s) 

 

図-9 陸側から見た流況 
Fig.9  Snapshots of tsunami simulation around tsunami shelter 
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では遡上津波の回り込みが顕著ではなく，図中の階段

付近の水位は t=395s の時点で低い。一方，防衝工を配

置した (d)(e)(f)では t=395s の時点で地盤と施設を結ぶ

階段部は既に水没しており，陸側に配置した防衝工の

抵抗が，施設と防衝工間の水位を早期に上昇させる効

果を発揮したと考えられる。  
次に，波力の時系列を比較した図-8(b)に着目すると，

構造物に作用する波力の低減が確認でき，防衝工があ

る場合の波力は施設のみの場合に比べて 2/3 に低減さ

れた。津波シェルターの設計では，津波波力作用時の

施設の転倒安全性確保のため，基礎構造には転倒対策

が必要となる。例えば，杭基礎構造であれば引抜抵抗

を確保する必要があり，津波波力が大きいほど基礎構

造が大型化するため建設コストも増加する。 
ここで確認されたように，漂流物対策として設置す

る防衝工が波力低減機能を有することは，施設の転倒

対策としての基礎構造の簡素化に寄与し，津波シェル

ターの設計合理化に発展するものと考えられ，工学的

に有用な知見と考える。 
 

7.  漂流物による津波シェルターの洗掘リス

ク 
 

 図-10 のように漂流物が防衝工に集積した場合，縮流

効果が発生し津波シェルター周辺地盤上の流速が速く

なり，洗掘リスクの増加が懸念される。そこで，図-7
に示した 3 パターンに加え，防衝工の支柱が十分細く，

それに漂流物が集積した場合の解析を加え，施設周囲

の地盤に作用する流速を比較した。図-11 は津波シェル

ターのみが存在する場合の最大流速分布を示す。最大

流速は陸側で大きく，防衝工の支柱が十分細い場合で

も同様であった。しかし，図-7 のように太い防衝工の

場合には，施設の海側陸側で顕著な差異はなく，その

最大値は津波シェルターのみが存在する場合より小さ

いことを確認した。図-12 は津波シェルターの外周に沿

った最大流速分布図であり，防衝工，漂流物の有無に

関わらず陸側で大きい。防衝工や漂流物による影響は

θ=±30°付近で明確に現れ，陸側においては条件により

増減の傾向が異なる。 
図-13 は図-11 中に示した地点 A，C および D におけ

る流速の時系列を示す。縮流の影響は地点 A で顕著で

あり，津波のフロントが通過する時点で最高流速が発

生することは漂流物や防衝工の有無によらず共通して

いるものの，漂流物がない施設のみ，防衝工のみの場

合には t=400s までには流速がほぼ一様に低下するのに

対し，漂流物が集積するケースでは遡上津波の押波が

図-10 漂流物による縮流現象の説明図                      図-11 地盤上の最大流速分布（津波避難施設のみ） 
Fig.10  Explanation of contraction due to debris                   Fig.11  Maximum velocitiy distribution on the bottom 

 

防衝工

図-12 津波シェルター地上部周辺の流速分布 
Fig.12  Velocity distribution around a tsunami shelter on the bottom 
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継続する t=400s まで最大流速に準ずる速い流速が継続

する。この結果は地点 B でも同様であった。一方，地

点 D では，施設のみあるいは防衝工の支柱が細い場合

に早い流速が継続する結果となった。そして，地点 C
の結果は地点 A と D の中間的な傾向を示した。これら

の結果より，漂流物による縮流効果は，速い流速の継

続という形で現れ，洗掘の発生に大きな影響を及ぼす

ことが示唆された。また，太い支柱を有する防衝工は，

速い流速を低減する効果を有することが確認できた。 
 

8.  結論 
 
 本稿では，津波避難ビルの一形態として円筒形の津

波シェルターを提案した。津波シェルターの立地計画

の考え方を示すとともに，立地場所によっては防衝工

の必要性があることを示した。以下に本稿で明らかに

なった内容を列挙する。 
 防衝工有無の判断には，漂流物解析が有効である

ことを示した。 
 漂流物の衝突防止のために設置する支柱タイプの

防衝工は津波波力の低減に寄与し，防衝工がない

場合に比べて津波波力を 2/3 に低減することを示

した。このことは，津波シェルターの転倒対策と

して設計される基礎構造の簡素化や設計合理化に

寄与するものと考えられる。ただし，防衝工の波

力低減効果については，今後，条件を変化させた

検討を実施し，本稿で得られた結果の適用範囲な

ど検討する予定である。 
 防衝工に集積する漂流物による縮流効果を検討し

た結果，縮流効果は最大流速に近い流速の継続と

して現れ，縮流効果による洗掘リスクが高くなる

ことがわかった。 
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図-13 地盤上流速の時系列変化 
Fig.13  Time series of velocity near a tsunami shelter on the 

bottom 
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