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要旨：2004 年スマトラ沖地震，2011 年東北地方太平洋沖地震での甚大な津波被害を受け，建築物の耐津波性

能を評価する手法や設計法に関する研究が進められている。現在，耐津波構造設計に関連する指針として提

示されているものは「津波避難ビル等の構造上の要件の解説 1)」における津波避難ビルの設計例が挙げられ

る。しかし，津波避難ビル以外の一般建築物においては，津波に耐える「耐津波」だけでなく，津波被害を

免れない場合も想定した総合的な対策としての「対津波 2）」設計法は明確には確立されていない。本論文で

は，一般 RC 造建築物の対津波設計法確立の足がかりとすべく対津波性能（特に避難性能）マトリクスの概

念を提案・例示した。 
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1．はじめに 

 2011 年の東北地方太平洋沖地震における津波被害は

甚大なものであり，防波堤や防潮堤などの津波防護施設

が破壊され，あるいは津波がこれらを越流し，陸域の建

築物にも被害が生じた。また，南海トラフで大地震が発

生した時の津波被害はそれ以上のものとなる可能性が

指摘されている。これらを受け，現在，国交省による津

波避難ビル等の構造上の要件の解説 1)において，津波避

難ビルに関する設計ガイドラインが提示されているが，

津波避難ビルに指定されていない一般建築物が津波に

耐える「耐津波」だけでなく，津波被害を免れない場合

を想定した総合的な対策としての明確な「対津波 2)」設

計法は確立されていない。そこで本論文では，規模や条

件の異なる建築物に対して，設計上考慮すべきパラメー

タに関するパラメトリックスタディを通して，対津波設

計を必要とする一般建築物における，対津波性能（特に

避難性能）マトリクスの概念を提案・例示する。 

 

2．「耐津波」および「対津波」性能設計の考え方 

 本論文では，津波外力に対して建築構造物が架構とし

て倒壊しないように設計するハード対策を「耐津波設

計」と称し，極めて巨大な津波外力に対して一般建築物

の損壊を免れない場合を想定した総合的な対策を「対津

波設計」と称し，「対津波」対策のうち特に避難計画等

により人命を確保するソフト対策に着目する。 

 性能を考慮した耐津波および対津波設計においては，

作用条件（作用外力レベル等）に対して目標性能（性能

レベル）を定める必要がある。この作用条件と目標性能

が多段階に設定されたものが，いわゆる「性能マトリク

ス」と呼ばれ，耐震設計においては表－1 の性能マトリ

クス 3)が広く知られている。一方，津波に対する建築物

の設計法については，「津波避難ビル」についての構造 

表－1 耐震性能評価マトリクス 3) 

 

設計要件は提示されているものの，一般建築物の対津波

設計法は明示されていない。沿岸部に建つすべての建築

物に対し「津波避難ビル」の構造要件を満足させるよう

強制することは，復興の迅速化や経済性などの観点から

不合理であると考えられ，建築物の重要度等に応じて多

段階の目標性能を有する対津波設計法の確立が急務で

あると考えられる。そこで，耐津波だけではない対津波

設計を念頭に，ハード対策，ソフト対策それぞれの性能

マトリクスの例示を目的として，作用条件レベルと性能

レベルの設定について検討を行う。 

 

3．耐津波性能マトリクス作成にむけた検討 

 2011 年東北地方太平洋沖の被害調査に基づく既往の

研究 4)から，津波による建築物の架構全体に及ぶ被害は

主に「転倒」「滑動」「倒壊・層崩壊」の 3 種類に分類さ

れる。本論文では，3 つの破壊メカニズムに応じた建築

構造物の耐力が想定される津波外力を上回る限界点を

「限界津波浸水深」および「限界津波流速」として算出

し，建築構造物の規模（奥行，高さ）や条件（開口率）

による耐津波性能の変化を調べることで，まず初めにハ

ード対策としての耐津波性能マトリクス作成にむけた

作用条件レベルと性能レベルの設定について検討する。 
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3.1 検討対象建物概要  

 検討対象建物は，1×1 スパンの基本グリッドを 7m×7m

とし，階高 3m，単位床面積重量 13kN/m2，直接基礎を有

する RC 造建築物とし（図－1），建築物の津波方向への

奥行，建築物の高さ，開口率の 3 つを設計パラメータと

した検討を行う。具体的な設計パラメータの組合せを以

下に示す。 

(1) 津波方向への建築物の奥行の検討 

奥行：1 スパン～6 スパン（7m～42m）。 

共通パラメータ：階数 5 階（高さ 15m），開口率 0。 

(2) 建築物の高さの検討 

高さ：1 階～11 階（3m～33m）。 

共通パラメータ：津波方向の建築物奥行 1 スパン（7m），

開口率 0。 

(3) 開口率の検討 

開口率：0（受圧面無開口）～1（ピロティ：柱の受圧

面積が相対的に無視できるほど小さいと仮定）。ただ

し，開口率はピロティの場合を除き各層同一とする。 

共通パラメータ：階数 5 階（高さ 15m），津波方向へ

の建築物奥行 1 スパン（7m）。 

 

3.2 建築物の耐力算定法 

(1) 転倒耐力 

 転倒耐力は建築物の自重による抵抗モーメントと開

口率に応じた津波の流入による浮力の影響を考慮し（図

－2），(1)式によって算定する。 

2
)(

y
FWM bBR                       (1) 

ここに，MR：抵抗モーメント(kN・m)，WB：建物総重量

(kN)，Fb：浮力(kN)，y：津波方向への奥行(m)である。

また，浮力は津波が建物内に流入する場合（開口率＞0

の場合：図－2(b)参照）は以下の(2)式により算定し，流

入しない場合（開口率＝0 の場合：図－2(a)参照）は(3)

式で算定する。 

  gDfF Ab 1                     (2) 

ghfF Ab  2                         (3) 

ここに，Σ fA：浸水深以下の全床面積(m2)，D：梁せい(m)

（本論文では検討対象建築構造物の梁せいを D=0.8 と仮

定する)，h：浸水深(m)，ρ：水の単位体積質量(t/m3)，g：

重力加速度(m/s2)である。 

(2) 滑動耐力 

 滑動耐力は基礎接地面の摩擦係数を文献 5)に倣い 0.5

と仮定し摩擦抵抗力を(4)式によって算出する。 

 )( bBs FWF                     (4) 

ここに，Fs：摩擦抵抗力(kN)，μ：摩擦定数である。 

 

図－1 検討対象建物（基本グリッド）の概要 

 

 

 

    (a)津波流入時    (b)津波非流入時 

図－2 転倒耐力における浮力の考慮 

 

(3) 層崩壊耐力 

 層崩壊耐力はベースシア係数 CB=0.3 で耐震設計され

た建築物の層せん断耐力とし，(5)式によって算出する。 

  Bii CWQ                          (5) 

ここに，Qi：i 層の層せん断力(kN)，ΣWi：i 層より上層

の総建物重量(kN)である。 

 

3.3 津波波力算定法 

 津波波力は(6)式の静水圧式と(7)式の抗力式の 2 式に

よって算出する。 

 
1

2
)(

z

z
z dzzahgQ                   (6) 

ここに，Qz：構造設計用津波波圧(kN/m2)，γ：開口によ

る低減係数（文献 1)より 0.7≦γ≦1.0）ただし， γ =1－e

（e：開口率），z1, z2：当該部分の地面からの高さ(m)

（z2<z1），a：水深係数（本論文では文献 4)において遮蔽

物の無い条件の厳しい場合を参考に a=1.5 と仮定する）。 

DDD AuCF  2

2

1
                    (7) 

ここに，FD：抗力(kN)，CD：抗力係数（本検討では 2.0

とする），u：津波流速(m/s)，AD：受圧面積(m2)（津波浸

水深 h と建物高さ x の小さい方の値を受圧最大高さとし

AD =min(h, x)・7・γ とする。なお，紙面の都合上，後述
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図－3 建築物の奥行と限界浸水深との関係         図－4 建築物の奥行と限界流速との関係 

図－5 建築物の高さ（階数）と限界浸水深との関係     図－6 建築物の高さ（階数）と限界流速との関係 

図－7 建築物の開口率と限界浸水深との関係        図－8 建築物の開口率と限界流速との関係 

 

する(7)式の検討結果表示においては，(6)式による 5 層 1

スパン無開口建物の限界浸水深（h=4.5m）を検討用浸水

深とした算定例を示す。また，抗力式による転倒モーメ

ント MFD(kN･m)は，建物受圧面に等分布荷重がかかるも

のとして(8)式により算出する。 

),min(
2

1
xhFM DFD

・・
                   (8) 

但し 1 階がピロティの場合は，2 階床高さから受圧面最

高高さまでの半分の位置の地盤面からの高さを抗力 FD

に乗じて転倒モーメントを算出する。 

 

3.4 限界浸水深および限界流速の評価 

 建物耐力と津波波力から，それぞれの破壊メカニズム

における限界津波浸水深および限界津波流速を算定し

た結果を図－3～図－8 に示す。 

 図－3 および図－4 は，津波方向への建築物の奥行の
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変化に対して，限界浸水深および限界流速の変化を示し

た図である。滑動に対する限界浸水深および限界流速が

最少となり，層崩壊，転倒の順で限界浸水深および限界

流速が大きくなった。奥行（スパン）が増加すると，建

物重量の増加，転倒モーメント算定における支点から重

心までの距離の増加により，いずれの破壊メカニズムに

対しても限界浸水深および限界流速が増加した。なかで

も，転倒に対する限界浸水深，流速の上昇率が最も大き

くなった。 

 図－5 および図－6 は，建築物高さ（階数）の変化に

対して，限界浸水深および限界流速の変化を示した図で

ある。本事例も，滑動に対する限界浸水深および限界流

速が最小となった。図－5 の転倒耐力に対して限界浸水

深が階数の増加に伴い一度低下するのは建物高さが津

波浸水深を下回る場合と上回る場合の境界上で受圧面

積が変化したためである。また，図－6 の転倒・滑動で

決まる限界流速が 0m/s となる部分は浸水深 h=4.5m 時の

浮力が（開口率が 0 のため）建物重量を上回る状態を表

している。 

 図－7 および図－8 は，受圧面の開口率の変化に対し

て，限界浸水深および限界流速の変化を示した図である。

図－8 の開口率＝1 の場合を除き，滑動に対する限界浸

水深および限界流速が最小となった。開口率が増加する

と，津波受圧面積が減少するため限界浸水深および限界

流速は上昇するが，開口率 0.3～0.9 では文献 1）を参考

に実建物における内壁の存在などを考慮し波圧低減率

の下限を 0.7 として設定しているため，限界浸水深およ

び限界流速は増大せず一定となっている。また，開口率

を 1 とする計算は 1 層をピロティとした場合に限るもの

とし，内壁の存在による波圧低減率の考慮は無いものと

したため，限界浸水深および限界流速は上昇している。 

 

3.5 耐津波設計における作用条件レベルおよび目標性

能レベルの検討 

 耐津波性能マトリクスにおける作用条件レベルにつ

いて検討する。文献 6)において，記録映像から算定され

た津波流速は最大浸水深によらず 3～6m/s 程度であった

ことが報告されており，本論文では作用条件レベルの閾

値として，観測記録として差の小さい（違いの見られな

い）限界流速ではなく，観測記録として差の大きい限界

浸水深を用いることとした。 

 なお，前節の限界流速の検討において，仮定した検討

用浸水深（h=4.5m）に対する限界流速は（浮力を含めた

建物重量が軽い場合を除き）概ね 6m/s を上回っていたが，

検討用浸水深が大きくなれば限界流速が 3～6m/s よりも

小さくなると予想される。限界浸水深の算定においては

流速基準値（例えば 6m/s など）を定め，(6)式の限界浸

水深に対して(7)式の結果が流速基準値を下回らないこ

とを確認することが望ましく，今後，適切な流速基準値

を定める必要がある。また，作用条件レベルは，本来，

耐震性能マトリクス 3)における地震動レベルのように確

率表示を用いることで地域によらない一般化された表

現とするべきであるが，陸域を遡上する津波による建築

物の浸水深評価においては，津波の発生確率だけでなく

防潮堤などの土木構造物を越流または破壊する確率も

あわせて考慮しなければならず，本論文では作用条件レ

ベル閾値の確率表示について妥当性検証を含め今後の

課題とする。 

 前節の計算から，小規模建物として奥行1スパン・3階

建を想定すると限界深水深は3.5m，中規模建物として奥

行2スパン・4階建を想定すると限界浸水深が5.7m，大規

模建物として奥行5スパン・5階建を想定すると限界浸水

深が10.2mとなった。なお，気象庁の｢津波警報の発表基

準等と情報文のあり方に関する提言｣7)では被害様相の

変化を踏まえた津波高さの予報区分を表－2のように定

めている。ただし，表－2の「津波高さ」は検潮所で観

測される津波高さであり，陸域の建設地点での「浸水深」

とは異なるため，必ずしも適切な参照対象とは言えない

が，上述の限界浸水深算定例および表－2を参考に，作

用条件レベル（津波外力レベル）として，以下のように

定めた。 

レベル1) 浸水深1m以上 

レベル2) 浸水深3m以上 

レベル3) 浸水深5m以上 

レベル4) 浸水深10m以上 

 

表－2 津波高さ予想区分と警報の分類
7) 

 

 次に，耐津波設計における目標性能レベルについて検

討する。本来，目標性能レベルの設定は，提示された作

用条件レベルに対して，設計者と建築主（施主）との合

意形成に基づき定められるべきもので，一概に定められ

るものではないが，文献8)の津波被害復旧事例では，構

造躯体の被害はほとんど見られず非構造部材の交換・洗

浄で復旧した事例，非構造部材の被害が甚大であること

などから解体された事例が紹介されており，これらを踏

まえて目標性能レベルとして以下のように定めた。 

レベルI：非構造部材・設備に甚大な被害が生じない。 

（洗浄後すぐに建築物を使用可能） 

警報分類 津波高さ予想の区分 

津波警報（大津波） 

10m～ 

5m～10m 

3m～5m 

津波警報（津波） 1m～3m 

津波注意報 0.2m～1m 
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レベルII：非構造部材・設備の被害は免れないが，構造 

躯体には損傷が生じない。（非構造部材・設

備を修復・交換後使用可能） 

レベルIII：構造部材の損傷は免れないが，架構として転

倒・滑動・層崩壊しない。 

 作用条件レベルとして定めた限界浸水深に対して目

標性能を満足するかどうかを判断する際，非構造部材・

設備についてはその設置階を変更するなど建築計画的

な対応が可能な場合もあるが，構造躯体については強度

向上が必要になる。そこで必要な建物強度（ベースシア

係数）についての一例を表－3に示す。例えば，浸水深

10mの津波に耐えるためには，奥行1スパン・3階建でベ

ースシア係数CB=4.04以上，奥行2スパン・4階建でベース

シア係数CB=1.51以上が必要となり，沿岸部に建つ（津波

避難ビルの指定を受けない）中小規模の建築物に対して

すべからく浸水深10m以上の津波に耐えるよう設計する

ことは経済合理性の観点からも非現実的であると言え

る。すなわち，重要度が高い建物を除く一般的な建築物

に対して一定値以上の浸水深の津波に対しては，損壊も

免れないことを考慮する設計法が必要と考えられる。 

 作用条件レベルおよび目標性能レベルを「耐津波性能

マトリクス」として表すと表－4を得る。耐津波性能の

グレードが向上すると，より厳しい津波レベルに対して

より高い目標性能レベルを満足するようになり，マトリ

クスにおいては左下側の条件を満足するようになる。 

 

表－3 倒壊しないために必要な建物強度の計算例 

 

表－4 耐津波性能マトリクス 

津波レベル 

（浸水深） 

性能レベル 

I II III 

3m 未満 ○   

5m 未満 ◎ ○  

10m 未満 ☆ ◎ ○ 

10m 以上  ☆ ◎ 

 

4．対津波避難性能マトリクス作成に向けた検討 

 建築物の設計における最重要課題として人命の確保

が挙げられるが，津波レベルが大きくなると建築物の倒

壊を免れない場合があり，設計の大原則である人命の確

保を図ることができない問題が生じる。そこで，極めて

巨大な津波外力に対して一般建築物の倒壊を許容せざ

るを得ない場合について，避難計画等のソフト対策によ

り人命を確保する対津波設計における避難性能マトリ

クス（対津波避難性能マトリクス）を検討する。 

文献9)では，津波避難対象指定地域に関する検討がま

とめられており，避難に関する主要因子の関係式として

以下の式が提示されている。 

 inisp ttvL                            (9) 

ここに，L：避難所までの（避難可能な）距離，v：歩行

速度，tsp：発災から津波到達までの時間，tini：発災から

避難開始までの時間である。本論文では対津波性能マト

リクスの作成にあたり(9)式を参考に，作用条件レベルと

して「発災から津波到達までの時間tsp」，目標性能（避難

性能）レベルとして「歩行速度vおよび発災から避難開始

までの時間tiniの条件下で最寄りの避難所まで避難可能

であること」を定め，建築物の対津波性能を「最寄りの

避難所までの距離L」の大小で表せる（避難所までの距

離が短いと対津波性能が高い建築物であると判断する）

ものと仮定した。 

 まず，作用条件レベルについて検討する。作用条件レ

ベルを表す「発災から津波到達までの時間tsp」は，建設

地点における津波浸水シミュレーション条件（発災シナ

リオ）によって大きく異なるため一意に設定することは

難しいが，避難性能マトリクスの適用が主に浸水深10m

以上の場合であること，文献10)で南海トラフ地震想定シ

ナリオ全11ケースに対して都道府県別津波到達最短時間

（津波高＋10m）が表－5のように計算されていること，

文献9)において避難開始までの時間tiniが夜間で10分（昼

間で5分）と想定されていること，気象庁の津波到達予

想時刻の発表が近地津波で10分単位・遠地津波で30分単

位であることなどを勘案し，作用条件レベル（津波到達

までの時間）として以下の4つのレベルを仮定した。 

レベル1) 津波到達までの時間tsp＝10分以内 

レベル2) 津波到達までの時間tsp＝30分以内 

レベル3) 津波到達までの時間tsp＝60分以内 

レベル4) 津波到達までの時間tsp＝60分超 

 

表－5 南海トラフ地震時の津波(+10m)到達最短予想時間10) 

都道府県 時間(分) 都道府県 時間(分) 

和歌山 4 徳島・宮崎 24 

静岡 5 愛知 27 

東京（島嶼部） 12 大分 29 

三重 13 愛媛 32 

高知 19 鹿児島 49 

 

 文献9)に示された避難開始までの時間tiniを考慮すると，

表－5の最悪シナリオでは避難開始前に津波にのまれる

階数 3 階 4 階 5 階 

スパン 1 2 5 

限界浸水深(m) 3.5 5.7 10.2 

架構が倒壊しな

いために必要な

ベースシア係数 

レベル 1) 0.36 0.14 0.04 

レベル 2) 1.01 0.38 0.12 

レベル 3) 4.04 1.51 0.48 
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場所（検潮所）があることを示唆している。本論文でも，

レベル1)として「津波到達までの時間10分以内」を仮定

しているが，これは夜間発災の場合は避難時間がなくな

る（昼間発災でも避難時間が5分未満になる）ことを意

味しており，防潮堤などにより陸域への津波到達時間の

遅延を図ることができずレベル1)より厳しい作用条件レ

ベルとなる地域には，宿泊などの居住機能を有する施設

を建設しないことが人命を守るための最低限のソフト

対策となることを示している。また，レベル2)～4)の時

間設定についても，気象庁の津波到達予想時刻の発表精

度を踏まえて大まかに仮定した例示に過ぎず，地域の実

情に応じた適切な値を定めることが今後の課題である。 

 次に，目標（避難）性能レベルについて検討する。目

標（避難）性能レベルは文献9)を参考に「避難難易度」

として定める。具体的には，避難時の歩行速度vおよび避

難開始までの時間tiniに影響を与える被災状況（歩行困難

者の有無，避難路損壊程度，発災時間帯）の良し悪しで

避難難易度を区分する。文献9)では，発災時間帯が昼間

で被災状況が良好な場合は歩行速度vが1.0m/s，被災状況

が劣悪な場合は歩行速度vが0.5m/sになるものとし，発災

時間帯が夜間の場合は歩行速度vに補正係数0.8を乗じる

ものとしている。また，避難開始までの時間tiniは夜間で

10分，昼間で5分になるものとしている。避難難易度の

区分を表－6に示す。 

 以上の対津波設計における作用条件レベルおよび目

標（避難）性能レベルについての検討結果を踏まえた対

津波避難性能マトリクスを表－7に示す。本論文では対

津波避難性能が「避難所までの距離L」で表され，近く

に津波避難ビルやタワーが設置され避難距離が短くな

ると対津波避難性能が向上し，より厳しい避難状況でも

より短い時間で避難できるようになる。ただし，最悪の

シナリオでは避難時間を確保できない場合も想定され，

その場合は高台や内陸への移転を進める必要がある。 

 

5．まとめ 

 耐震設計された RC 造建築物の耐津波性能および対津

波性能に関する検討を行い，以下の知見を得た。 

1) 耐津波性能マトリクスおよび対津波避難性能マトリ

クスの例示を試みた。 

2) 浸水深が 10m を超える大津波に対して，（津波避難ビ

ルの指定を受けない）すべての建築物を損壊させない

よう設計することは，経済合理性の観点から非現実的

である。 

3) 近くに津波避難ビルや避難タワーが設置され避難距

離が短くなれば対津波避難性能は向上するが，最悪の

シナリオで避難時間を確保できない場合は，高台や内

陸への移転を進める必要がある。 

表－6 目標（避難）性能レベルの設定 

目標（避難）性能レベル 

（避難難易度） 
I II III IV 

被災状況（歩行困難者の

多寡・避難路損壊程度等） 
悪 良 悪 良 

発災時間帯 夜間 昼間 

 

表－7 対津波避難性能マトリクス 

発災から津

波到達まで

の時間 

避難性能レベル（避難難易度） 

I II III IV 

60 分超 ○    

60 分以内 ◎ ○   

30 分以内 ☆ ◎ ○  

10 分以内   ◎ ○ 

 

 今後の課題として，より高い耐津波性能を示す事が指

摘 11)されている杭基礎など様々な設計条件に対して，適

切な作用条件レベルおよび目標性能レベルが定められ

るよう，定量的な耐・対津波性能評価手法を確立する必

要がある。特に，地域特性を適切に評価し，作用条件レ

ベルを確率表示できるようにすることで，一般化された

（合理的な）性能マトリクス表示について検討する必要

がある。 
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