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要旨：2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震の甚大な津波被害や，南海トラフ地震の発生による大津波が

懸念されている影響で，津波浸水地域における津波避難ビルの重要性が認識されている。各自治体は，既存

施設から津波避難ビルに適合する建物を指定することで避難場所の確保を急いでいる。内閣府のガイドライ

ンや静岡県の対津波診断マニュアルが整備されるようになってきたが，自治体ごとに入手可能な情報を精査

し運用可能な耐浪診断法を模索しているのが現状である。本研究では，RC造建築物を対象とした耐浪性診断

について，整備され始めたガイドライン，マニュアル，学会指針を比較し，判定結果への影響を検討する。 
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1. はじめに 

 2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震では甚大な

津波被害がもたらされ，津波浸水地域における津波避難

ビルの重要性が認識された。加えて，現在は南海トラフ

地震の発生による大津波が懸念されており，津波避難ビ

ルの量的確保が津波災害対策における課題となっている。

そこで，各自治体は津波避難ビルの新設のみならず，既

存施設から津波避難ビルに適合する建物を指定すること

で避難場所の確保を急いでいる。津波避難ビルとして指

定するにはその建築物が津波に耐えられることが大前提

となる。内閣府のガイドライン 1)や静岡県の対津波診断

マニュアル 2)が整備されるようになってきたが，予算措

置の関係で自治体によっては運用可能な耐浪診断法を模

索しているのが現状である。 

宮城県内の自治体 I では，津波避難ビルへの指定を検

討している建物について国土交通省による「津波避難ビ

ル等の構造上の要件の解説 1)」を参考に，静水圧分布に

基づく津波波力と建物耐力との比較を行う「耐浪調査」

を民間業者への業務委託で実施している。一方，静岡県

は迫田ら 3)による RC 造建築物を対象とした耐浪性の簡

易判定法を参考に「静岡県既存建築物（RC造，S造）の

対津波診断マニュアル 2)」を作成し，既存建築物の耐浪

性の具体的な評価基準を定めている。ただし，いずれの

耐浪性診断手法も，津波波力は想定される浸水深を用い

て算定するものとしている。 

一方，日本建築学会「建築物荷重指針・同解説 4)」で

は，浸水深のほか流速などの情報が得られる場合はこれ

を用いて波力を算定する。具体的には，(A)浸水深と流速

の時系列，(B)最大浸水深と最大流速，(C)最大浸水深を用

いる 3つに大別された津波波力算定方法が言及されてい

る。すなわち，現在検討されている耐浪性診断法は基本

的に学会指針 4)のルート(C)でのみ検討されており，ルー

ト(A)，(B)を踏まえた診断法になっていない。 

 そこで本研究では，既往の研究に基づき想定浸水深に

加えて流速情報が入手できた場合（学会指針 4)における

ルート(B)を踏まえた場合）の耐浪性評価法を提案すると

ともに，既存 RC 造建築物を対象とした耐浪性診断につ

いて入手情報量の増加に伴う診断法の高度化が及ぼす判

定結果への影響について検討する。 

 

2. 既往の津波波力式 

2.1 学会指針式 

 日本建築学会「建築物荷重指針・同解説 4)」では，用

いるパラメータにより波力算定法がルート(A)～(C)に分

かれており，津波先端部・非先端部それぞれについて波

力式が定められている。本論文では，最大浸水深と最大

流速を用いたルート(B)(C)の波力式に基づく耐浪性診断

法について検討を行うため，その 2つの波力算定法につ

いて説明する。 

 ルート(B)は最大浸水深と最大流速が利用できる場合

の波力算定法であり，先端部波力は式(1)，非先端部波力

は式(2)による。 

 ここに，𝐶𝐷3：津波波力算定のための係数，𝜌：海水の

密度(t/m3)，𝜂：最大浸水深(m)，𝑣：最大流速(m/s)，𝐵：建
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物幅(m)，𝐷：海岸線からの距離(m)，𝐶𝐷：抗力係数である。 

 先端部波力と非先端部波力の違いは𝐶𝐷3と𝐶𝐷の差によ

る。𝐶𝐷3は海岸からの距離𝐷に応じて 1.363～2.371の値を

取るが， 𝐶𝐷を 2.0 とすると，海岸からの距離𝐷に応じて

先端部と非先端部の波力の大小関係が変わる。また，最

大浸水深と最大流速の発生時刻が異なるような際には，

大きめの荷重となる場合がある。 

 ルート(C)は最大浸水深のみが利用できる場合の波力

算定法であり，先端部波力は式(3)，非先端部波力は式(2)

による。ただし，非先端部波力については最大流速𝑣が得

られないため，式(4)を用いて最大流速𝑣を求めることと

する。 

 ここに，𝑎：水深係数，𝑔：重力加速度(m/s2)，𝐹𝑟：フル

ード数である。 

 学会指針 4)では，フルード数𝐹𝑟を安全側の 2.0 とする

のが望ましいとしているが，その場合は非先端部波力が

過大評価となり，水深係数𝑎が 1.5や 2.0の場合は非先端

部波力が先端部波力を大きく上回ってしまうため，「建築

物荷重指針を生かす設計資料 15)」では非先端部波力を求

める際，先端部と同じ式を用いてもよいとしている。な

お，この時の𝐹𝑟と𝑎の関係は文献 6)より， 

となる。 

 本論文では，以上の式を用いて津波波力を評価するこ

ととする。耐浪性診断において，建物へ入力する外力を

評価する際は，先端部を高さ𝑎𝜂の静水圧分布，非先端部

を高さ𝜂の等分布として波力を作用させることとする。 

2.2 学会指針式と流体解析結果の比較 

 ルート(B)(C)による波力の大きさの違いを考察するた

めに流体解析結果との比較を行う。本論文では，文献 7)

で妥当性を確認した手法と同様の流体解析手法である，

粒子法(SPH 法)による流体解析プログラム DualSPHysics

を用いて波力の比較を行った。 

 検証モデル概要を図－1 に示す。水路幅 50m，建物幅

10mのダムブレーク式を採用し，文献 6)を参考にフルー

ド数が 0.7～2.0の範囲に収まるように貯水高さを設定し

た。流体解析は計算時間を考慮し，フルード相似に基づ 

図－1 検証モデル 

いて 1/10の縮尺で行った。計算時間刻みを 0.01sとし，

出力された波力は 0.05s 毎の時間平均をとって平滑化し

た。学会指針式と解析による波力を図－2に示す。 

 

 

(a) η=1.99, v=5.11, Fr=1.16のケース 

 

(b) η=2.52, v=6.90, Fr=1.39のケース 

 

(c) η=3.12, v=9.61, Fr=1.74のケース 

図－2 学会指針式と流体解析による波力 
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 ルート(C)式を用いて波力を算定するよりもルート(B)

式を用いる方が解析値に近い値が得られる。ただし，最

大浸水深と最大流速の発生時刻が異なるため，大きめの

荷重となるケースがあると考えられる。 

 

3. 耐浪性診断の概要 

本論文における耐浪性診断法のフロー概要を図－3 に

示す。ここでは，学会指針 4) ルート(C)に基づく診断法を

第 1次診断，学会指針 4) ルート(B)に基づく診断法を第 2

次診断と定める。漂流物の衝突や洗堀の評価は学会指針

4)に定められる既往の評価式を参考に行うこととする。 

 

図－3 診断フロー 

 

3.1 入力外力の算定 

 2011 年東北地方太平洋沖の被害調査に基づく既往の

研究 8)から，津波による建築物の架構全体に及ぶ被害は

主に「倒壊（層崩壊）」「滑動」「転倒」の 3種類に分類さ

れる。それぞれの破壊メカニズムにおける入力外力モデ

ルを図－4に示す。 

 津波先端部による入力外力は式(6)～(8)による。 

 

図－4 各破壊メカニズムにおける入力外力モデル 

 

ここに，𝑄1：1階にかかる津波波力(kN)，𝑄：全体にかか

る津波波力(kN)，𝑀𝑤：津波波力による転倒モーメント(kN m)，

𝛾：受圧面の開口率よる低減率である。 

なお，波圧高さ𝑎𝜂が建物高さを超える場合，超えた波

圧を除外して計算することとする。 

津波非先端部による入力外力は式(9)～(11)による。 

第 1次診断では最大浸水深のみを扱うため，流速は式

(4) (5)より以下とする。 

 第 2 次診断では水深係数𝑎の代わりに，波力を静水圧

分布に置き換えた時に得られる等価な水深係数𝑎𝑞を用

いることとし，𝑎𝑞は式(13)により求める。 
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3.2 抵抗力の算定 

 浮力を𝑄𝑧(= 𝜌𝑔𝑉)，建物重量を𝑊𝑏(= 𝑛𝑤𝐵𝐿)とすると，

各破壊メカニズムに対する建物抵抗力は式(14)～(17)に

よる。建物重量については，単位重量𝑤=12(kN/m2)を仮定

して算出する。 

ここに，𝑄𝑢1：建物1階の保有水平耐力 (kN)， 𝑄𝑠
 

𝑢：滑動

抵抗力(kN)， 𝑀𝑏：見かけの建物重量による抵抗モーメント

(kN m)，𝑀𝑝：杭の引き抜き力による抵抗モーメント(kN m)，

𝜇：接地面の摩擦係数，𝑄𝑠𝑢：杭のせん断耐力(kN)，𝑄𝑚𝑢：

杭の終局曲げモーメント時のせん断力(kN)，𝑛𝑝：全杭本

数，𝐿：建物の奥行(m)，𝑛𝑝𝑡：引張側杭本数，𝑃𝑡：杭の引

き抜き耐力(kN)，𝑑𝑒：転倒回転中心から引張側の杭重心

間距離(m)である。 

 第 1次診断において構造図面等の詳細情報が得られな

い場合（杭の設計情報不明，外装材耐圧性能不明等）は，

建物を直接基礎と仮定し，浮力を浸水体積分設定する（津

波非流入とする）簡易法を実施する。構造詳細情報が入

手できる場合は，杭の効果や津波流入時の浮力を考慮し

た標準法として建物抵抗力を算定する。 

3.3 総合判定 

 各破壊メカニズムにおける入力外力と建物抵抗力の比

（それぞれ 𝑄𝑢1 𝑄1⁄ ， 𝑄𝑠
 

𝑢 𝑄⁄ ，(𝑀𝑏 + 𝑀𝑝) 𝑀𝑤⁄  と表さ

れ，これを指標値と呼ぶこととする）がすべて 1.0 以上

であれば想定する津波に対して必要な耐浪性を有してい

ると評価できる。 

 しかし，例えば第 1次診断において，津波波力は水深

係数を乗じた静水圧で評価されるが，式(10)より全体に

かかる津波波力は浸水深の 2 次関数，式(11)より転倒モ

ーメントは浸水深の 3次関数になる。上述のような異な

る次数で浸水深の影響が表現される工学量を規準化した

余裕度を用いる場合，各々の余裕度の差分評価が工学的

に意味するところを把握することが困難である。そこで

本研究では，波力に対する抵抗力の比（指標値）を浸水

深に換算し，余裕度の差分比較が浸水深規準で統一的に

わかり易く実行できるようにする。 

津波先端部の各指標値については，迫田ら 9)の式を用

いて限界浸水深に換算する。倒壊・滑動・転倒に対する

各指標値をそれぞれ𝛽1，𝛽2，𝛽3とすると，津波先端部波

力に対する限界浸水深𝜂𝑚𝑎𝑥は式(18)～(20)に表される。 

 津波非先端部については，想定される浸水深と流速か

ら得られるフルード数のもとで限界浸水深を算定する。

迫田らの式を参考にすると，津波非先端部における想定

フルード数での倒壊に対する限界浸水深算定式は式(21)

となる。 

 津波非先端部における想定フルード数での滑動，転倒

に対する限界浸水深算定式は式(19)(20)と同様の式とな

る。 

 また，浸水深換算した余裕度で統一的に耐浪性を表示

する指標として構造耐浪性指標(IT)を以下のように定め，

この値が 1.0 以上であれば建物の耐浪性が確保されてい

ると判定する。 

 全国的な普及が求められている耐浪性診断において，

建築物が想定される津波に対してどの程度耐えられるの

かを，浸水深に次元を揃えた指標で直感的に表示するこ

とは非常に重要である。なぜならば IT値による耐浪性の

表示は，設計者などの専門家や津波避難ビル指定者だけ

でなく，避難者にとっても有用な情報になるからである。 

   𝑄𝑢1 = 𝑊𝑏𝐶𝐵 (14) 

   𝑄𝑠
 

𝑢 = {
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𝜂𝑚𝑎𝑥1

𝜂
=

ℎ

4𝜂
+

1

2
√

ℎ2

4𝜂2 + 4𝛽1 (1 −
ℎ

2𝜂
) (21) 

   𝐼𝑇 =
𝑚𝑖𝑛 [𝜂𝑚𝑎𝑥1, 𝜂𝑚𝑎𝑥2, 𝜂𝑚𝑎𝑥3]

𝜂
 (22) 

図－5 検討対象建物 1階床伏図 

X X’ 
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4. 既存建築物における検討 

 提案した耐浪性診断法を検討対象建物に適用し，診断

法の高度化が及ぼす影響について検討する。 

4.1 検討対象建物概要 

検討対象建物は，日本の沿岸自治体 Kにある 1階高さ

4.1m，建物高さ 11.3mの地上 3階建て鉄筋コンクリート

造校舎である（写真－1）。浸水階の梁せいは 700mm で

あり，基礎には直径 500mm，長さ 30m（15m+15m 溶接

接合）の高強度コンクリート杭 101本（100本+試験杭 1

本）を有している。津波が図－5 の床伏図において紙面

下方向から作用するため，検討対象建物を，平面突出部

を無視した 60m×8mの矩形平面と考え，転倒回転の支点

を XX’とする。検討対象建物は海岸線から 500m以内に

位置し（写真－2），ビニールハウス（非遮蔽物）のほか

建築物（遮蔽物）が海岸線までの間に存在しているため，

水深係数を𝑎 = 2.0とする（図－6）。また，ベースシア係

数は𝐶𝐵 = 0.25，杭の引き抜き耐力は平成 13 年国土交通

省告示 1113 号に基づく杭引き抜き方向の極限支持力よ

り杭鉄筋破断強度に基づき計算した数値が下回ったこと

から，杭鉄筋破断強度に基づく計算値を採用する。受圧

面の開口による波力低減率は 0.7 とする。漂流物衝突や

洗堀はないとする。ここで想定する津波は，自治体の浸

水予測より最大浸水深 4.69m，最大流速 5.25m/sである。

杭基礎の耐力等の諸数値を表－1に示す。 

4.2 診断結果 

津波先端部・非先端部に対する各指標値と式(18)～(20)

により算出した想定浸水深に対する限界浸水深の比を表

－2に示す。 

第 1次診断では，津波先端部と非先端部で波力が等し

いが，波圧分布の違いにより，倒壊と転倒に対する指標

値は津波非先端部の方が大きくなっている。一方，第 2

次診断では津波非先端部の波力が先端部の波力を上回っ

ているため，倒壊・滑動・転倒すべてにおいて津波非先

端部よりも先端部の指標値が大きい。 

なお，第 1次診断の簡易法では滑動と転倒の指標値が

算出されていないが，これは建物を直接基礎としたこと

で浮力𝑄𝑧が建物重量𝑊𝑏を上回ってしまい，建物が浮き上

がる判定となったことによる。 

各破壊メカニズムに対する限界浸水深（津波先端部・

非先端部のうち小さい方）を図－7 に示す。第 1 次診断

では𝜂𝑚𝑎𝑥1が想定浸水深未満かつ最も小さく，建物が倒

壊する判定となるが，第 2次診断では倒壊・滑動・転倒

すべてに対する限界浸水深が想定浸水深を上回る。 

また表－2より，前述した指標値𝛽に換算した場合は破

壊形式ごとにばらつきが大きいが，想定浸水深に対する

（建物耐力から逆算した）限界浸水深の比ではばらつき

は小さくなっていることが分かる。 

 

写真－1 検討対象建物（外部津波避難階段付き） 

 

 

写真－2 検討対象周辺航空写真 

 

 

図－6 文献 1)における対象建物立地条件の分類 

 

表－1 杭基礎の諸数値 

 

図－7 限界浸水深 

 

 最後に，IT値と診断結果を表－3にまとめて示す。検

討対象建物では，第 1次診断法で OUTとなるものの，

第 2次診断法では SAFEと判定された。 

曲げ終局時のせん断力Qmu(kN) 124.6 

せん断耐力Qsu(kN) 102.6 

引き抜き耐力 Pt(kN) 349.8 

引張側本数 npt 66 

転倒回転中心から引張側杭重心までの距離 de(m) 5.8 
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5. まとめ 

 本論文では，耐浪性診断の現状を調査し，入手情報量

の増加に伴う耐浪性診断法の高度化を目的とした診断フ

ローを提示し，診断法の高度化が診断結果に及ぼす影響

について考察した。本研究で得られた知見を以下にまと

める。 

1) 学会指針 4)におけるルート(B)の波力式は，ルート(C)

の波力式よりも実体に近い波力を評価できる。ただ

し，ルート(B)式で得られる波力はフルード数に大き

く影響されるため，フルード数が大きいと大きめの

値となる傾向がある。反対に，ルート(C)式で得られ

る波力はフルード数が小さいとより過大評価とな

る傾向がある。これらの式を用いて津波波力を評価

する際は，その点に留意する。 

2) 耐力余裕度として統一的に比較できない指標値（入

力外力に対する建物抵抗力の比）を，換算式を用い

て限界浸水深に換算することで，津波先端部・非先

端部それぞれについて各破壊メカニズムに対する

耐力余裕度を比較できるようにした。 

3) 耐力余裕度を構造耐浪性指標 ITとして表示すること

で，既存 RC 造建築物の耐浪性判定結果が理解しや

すくなると考えられる。 

4) 杭基礎や流入時浮力，また津波の想定流速を考慮す

ることにより診断法が高度化すると，過小評価であ

った限界浸水深がより適切に評価され，津波に耐え

られないと判定されていた建物の耐浪性が確保さ

れる可能性がある。 

 2 章で述べたように，最大浸水深に加えて最大流速を

考慮した場合でも，それらの発生時刻が異なる場合は波

力が過大評価される場合がある。今後，学会指針ルート

(A)を踏まえ，時刻歴解析を用いてより適切な波力の設定 

 

を行うとともに，建物の靭性を考慮した第 3次診断法の

可能性について検討していく予定である。 
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表－2 津波先端部・非先端部に対する指標値と限界浸水深・想定浸水深比 

 津波先端部 津波非先端部 

指標値 限界浸水深／想定浸水深 指標値 限界浸水深／想定浸水深 

β1 

(倒壊) 

β2 

(滑動) 

β3 

(転倒) 

ηmax1/η 

(倒壊) 

ηmax2/η 

(滑動) 

ηmax3/η 

(転倒) 

β1 

(倒壊) 

β2 

(滑動) 

β3 

(転倒) 

ηmax1/η 

(倒壊) 

ηmax2/η 

(滑動) 

ηmax3/η 

(転倒) 

第 1次診断 

（簡易法） 
0.39   0.71   0.42   0.75   

第 1次診断 

（標準法） 
0.39 0.57 3.34 0.71 0.76 1.49 0.42 0.57 4.45 0.75 0.76 1.64 

第 2次診断 4.38 2.80 36.12 1.56 1.67 3.31 1.41 1.91 14.84 1.14 1.38 2.46 

 

表－3 IT値と診断結果 

 
限界浸水深(m) 

浮き上がり IT値 判定 
ηmax1(倒壊) ηmax2(滑動) ηmax3(転倒) 

第 1次診断（簡易法） 3.32   OUT  OUT 

第 1次診断（標準法） 3.32 3.55 7.01 SAFE 0.71 OUT 

第 2次診断 5.33 6.48 11.52 SAFE 1.14 SAFE 
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