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本日の講演内容

1. 南海トラフに巨大地震による震度分布・津
波高さについて（内閣府：Ｈ24/3/31）

2. 下水道地震・津波対策技術検討委員会の
提言について

3. 耐津波設計の基本的考え方
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１．南海トラフの巨大地震による

震度分布・津波高さについて（第一次報告）
内閣府 「南海トラフの巨大地震モデル検討会」 Ｈ24/3/31

今後、国及び地方公共団体等が、地震・津波災害に対する予防対策や応急
対策を検討するための基礎資料となる「最大クラスの震度分布及び津波高」
の考え方が示された。

●今回の推計は、現時点の最新の科学的知見に基づき、最大クラスの地
震・津波を想定。
●ただし、南海トラフにおいて次に起こる地震・津波を予測したものではなく、
また何年に何％という発生確率を念頭に地震・津波を想定したものでもない。

① 強震断層モデル：Ｍｗ 9.0、津波断層モデル：Ｍｗ 9.1

② 南海トラフの１１の大すべり域の重ね合わせ

③ 津波高さは、50ｍメッシュ→今後、10ｍメッシュで推計

◆ 最大クラスの震度分布及び津波高の考え方について
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１－１ 南海トラフ巨大地震の新想定（震源域、津波高）

南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について（第一次報告）
Ｈ24/3/31 内閣府：南海トラフの巨大地震モデル検討会より抜粋
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１－２ 最大クラスの津波高 （満潮位）

南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について（第一次報告）
Ｈ24/3/31 内閣府：南海トラフの巨大地震モデル検討会より抜粋
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　　表：高知県下の最大津波高　（満潮位・地殻変動考慮）

中央防災会議（2003） 南海トラフ最大クラス（2012） 倍率

高知市 9.7 14.7 1.52
室戸市 13.2 24.9 1.89
安芸市 8.8 14.9 1.69
南国市 9.8 16.2 1.65
土佐市 10.9 21.9 2.01
須崎市 12.3 23.9 1.94
宿毛市 6.0 21.0 3.50
土佐清水市 12.4 31.8 2.56
四万十市 14.4 26.7 1.85
香南市 7.5 15.1 2.01
東洋町 9.9 18.4 1.86
奈半利町 7.6 12.6 1.66
田野町 6.4 11.5 1.80
安田町 6.2 11.6 1.87
芸西町 9.3 15.4 1.66
中土佐町 11.8 22.2 1.88
四万十町 17.0 25.4 1.49
大月町 12.8 25.8 2.02
黒潮町 14.1 34.4 2.44

１－３ 最大クラスの津波高 （高知県）

南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について（第一次報告）
Ｈ24/3/31 内閣府：南海トラフの巨大地震モデル検討会飼料より作成
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　　表：静岡県下の最大津波高　（満潮位・地殻変動考慮）

中央防災会議（2003） 南海トラフ最大クラス（2012） 倍率

静岡市駿河区 5.4 10.9 2.02
静岡市清水区 5.4 10.9 2.02
浜松市西区 6.4 14.3 2.23
浜松市南区 6.8 14.8 2.18
沼津市 6.0 13.2 2.20
熱海市 1.4 5.4 3.86
伊東市 2.3 7.5 3.26
富士市 3.1 6.2 2.00
磐田市 5.1 11.8 2.31
焼津市 4.5 10.1 2.24
掛川市 5.4 13.7 2.54
袋井市 4.5 11.4 2.53
下田市 7.5 25.3 3.37
湖西市 6.5 17.7 2.72
伊豆市 5.5 11.1 2.02
御前崎市 7.1 21.0 2.96
牧之原市 8.8 12.3 1.40
東伊豆町 3.5 11.8 3.37
河津町 2.9 11.7 4.03
南伊豆町 6.1 25.3 4.15
松崎町 6.5 20.7 3.18
西伊豆町 6.8 13.8 2.03
吉田町 4.1 8.7 2.12

１－４ 最大クラスの津波高 （静岡県）

南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について（第一次報告）
Ｈ24/3/31 内閣府：南海トラフの巨大地震モデル検討会飼料より作成



82012/07/24 ＠神戸市

１－５ シミュレーションのメッシュの違い

2ｍメッシュ

36ｍメッシュ

ビジュアル参照
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２．下水道地震・津波対策技術検討委員会の提言
ー４次にわたり緊急提言ー

●本復旧にあたっての基本方針
●津波対策方針
●液状化等に対する対策指針
●新たな技術的留意事項

●３次：東日本大震災で被災した下水道施設の本復旧のあり方（8/11）

●公衆衛生の確保
●緊急浸水対策
●復旧の考え方→緊急措置、応急復旧、本復旧（計画、設計上配慮）

●復旧の道程
●生物処理の選択
●目標水質
●段階的応急復旧

●２次：段階的応急復旧のあり方（6/14）

●１次：下水道施設の復旧にあたっての緊急提言（4/15）
第一回委員会

（H23/4/12）

第二回委員会

（H23/5/24）

第三回委員会

（H23/7/19）

第六回委員会

（H24/2/24）

●4次：耐津波対策を考慮した下水道施設設計の考え方（24/3/8）

●想定津波の考え方
●施設の機能確保の考え方
●施設設計の考え方
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２－１ 下水道機能の崩壊と復旧の道程

下水処理機能

環境衛生

生活環境保全

水環境保全

資源等循環

資源等循環
水環境保全

生活環境保全
環境衛生

環境衛生

生活環境保全

水環境保全

資源等循環

環境衛生

生活環境保全

水環境保全

環境衛生

生活環境保全

環境衛生

① 下水道機能が地震により崩壊

② 下水道の有する重要な機能から順次復旧
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●人命確保は最優先であり、処理場及びポンプ場では、処理場関係者及び
周辺住民の一時的な避難施設や避難ルートの確保なども重要である。

●津波防災地域づくり法の規定により、「最大クラスの津波」を念頭におい
て都道府県知事が設定・公表する「津波浸水想定」に基づいて下水道施設
の耐津波対策を実施する。

●被災時においても「必ず確保すべき機能」(基本機能)は、
「逆流防止機能」､「揚水機能」､「消毒機能」の3機能
●ただし、低平地を抱える市街地では津波で運ばれた大量の海水が自然
に排水できずに滞留することから「揚水機能」の確保が何よりも優先
●一時的な機能停止は許容するものの「迅速に復旧すべき機能」は、「沈
殿処理機能」､「汚泥脱水機能」の2機能

２－２ 第４次提言（24/3/6）の内容

下水道施設に要求される耐津波性能下水道施設に要求される耐津波性能

今後の津波想定今後の津波想定

守るべき機能
を峻別！
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２－３ 下水道施設の各機能に要求される耐津波性能

下水道地震・津波対策技術検討委員会 第４次提言 より抜粋
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２－４ 「頻度の高い津波」に対する考え方

●「頻度の高い津波」に対しては、海岸保全施設等により防護するこ
とが基本とされている。
原則として下水道施設は海岸保全施設等により守られることとなるが、
下水道管理者としては必要に応じて防潮ゲート等からの逆流防止対
策を講じる必要がある。

●海岸保全施設等の整備進捗等により、下水道施設が頻度の高い
津波による被害を受ける可能性が高い場合には、「最大クラスの津
波」の対策を上限として、その対策のうち可能なものから、順次実施
する。
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３．耐津波設計に対する基本的な考え方

１．最大クラスの津波レベルを想定したハード及びソフトの津波対策
２．人命を守ることを最優先
３．最低限必要な下水道機能（揚水機能、消毒機能）を維持

直立護岸

津波の作用方向
構造物

　津波来襲時の潮位
　
　平均海面(M､S､L）

  せき上げ

津波高

浸水高 構造物

地盤高

想定浸水深

最大クラスの津波を対象
とし、都道府県知事が設
定する「津波浸水想定」、
「津波浸水予測図」に基
づく水位とする。

耐津波に対する性能確保
①浸水対策の対象とする施設を浸水深より高い位置にある階に配
置する。
②浸水深より低い位置にある階に浸水対策の対象とする施設が配
置される場合は、床及び壁の防水性確保（窓・開口・貫通口を浸水
深より高い位置）と水密性のある扉にするなどの浸水しないように止
水対策を講じた構造とする。
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対応津波 リスク対応 機　能 施　設 対応策（例）

管理棟、汚泥棟 外部階段

その他 避難タワー等

ポンプ設備 耐水構造化

受変電設備 ２階以上に設置

自家発電設備 ２階以上に設置

電源設備 ２階以上に設置

消毒機能 消毒設備 耐水構造化

最初沈殿池設備 耐水構造化

構造物 津波に耐える構造

汚泥脱水設備 ２階以上に設置

構造物 津波に耐える構造

海岸保全施設が
処理場前面に建
設されない場合

津波シミュレーション
により、津波高さ、浸
水深さを決定

必要な施設 防潮堤を設置等

頻度の高い津波

揚水機能

沈殿処理機能

脱水設備

最大クラスの津波

リスク回避
（必ず確保）

避難機能

リスク低減
（早期に復旧）

基本的には、海岸保全施設にて対応

３－１ JSの耐津波対策

２階以上に設置

津波高さ

緊急的に、対処
が必要な揚水機
能、消毒機能を
確保する対策を
お手伝いします。

緊急対策

改築・更新の時期
に合わせて、沈殿
処理機能、脱水機
能のリスク低減対
策をお手伝いしま
す。

改築時対策

海岸保全施設が
設置されない場
合に「津波ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ」により、
津波高さを決定
し、防護対策を
お手伝いします。

その他対策

JSはお手伝

いします！

その他対策
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ナウファス（国土交通省 全国港湾海洋波浪情報網）

参考資料
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ナウファス（国土交通省 全国港湾海洋波浪情報網）

参考資料
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ナウファス（国土交通省 全国港湾海洋波浪情報網）

参考資料


