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我が国は繰り返し津波の脅威にさらされ，特に日本海溝や南海トラフ等のプレート境界の断層に起因した

巨大地震に伴う津波では，非常に広い範囲で甚大な被害をこうむってきた．近年，これらの津波の影響に

ついて，原子力分野を中心に確率論的手法を用いたハザード評価が実施されている．本稿では，Building 

Cube Method に基づく津波シミュレータを用いることにより，日本全国の複数地点における確率論的津波

ハザード評価を効率的に実施した事例を紹介する． 
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1 はじめに 

 

日本は近傍に複数のプレート境界や活断層を有す

る島国であり，繰り返し津波の脅威にさらされてき

たため，防災上の重要性から津波に係る様々な研究

開発が行われ，評価手法の高度化が進められてきた． 

また「千年に一度」とも形容される 2011年の東北

地方太平洋沖地震による津波が，東日本の広範囲に

甚大な被害をもたらしたことを踏まえ，これまでの

想定を超える巨大地震までを考慮した広範囲の津波

ハザードマップが作成されることが多くなっている． 

一方で，発生頻度が数百～数千年に一度と考えら

れる巨大地震，およびそれに伴う津波については，

まだまだ知見が不足している部分が多く，専門家の

判断も分かれる状況であるため，将来発生する津波

の影響を確定的に予測することは困難である． 

このような背景から，近年，現象自体の不確実さ

および知見不足による予測の不確実さを考慮した，

確率論的手法に基づく津波ハザード評価が，原子力

分野を中心に重視されている． 

本稿では，広範囲の津波評価を効率的に実施可能

な BCM 津波シミュレータを用いて，日本の太平洋

に面する主な湾を対象に，南海トラフ巨大地震に係

る確率論的津波ハザード評価を実施した事例を示す． 

 

2 BCM による津波シミュレーション手法 

 

津波シミュレーションでは，直交格子とネスティ

ングを用いた手法が広く用いられている．ネスティ

ング手法では，広い領域には粗い格子を，評価対象

近傍の狭い領域には細かな格子を用い，接続境界に

おいて水位や流量をやり取りすることで，複数の領

域を連続的に計算する．例えば，東京湾を評価対象

にする場合，図 1のような入れ子構造の矩形領域を

設定し，段階的に計算格子を細かくする． 

この従来から用いられているネスティング手法は，

わかりやすく優れた手法ではあるが，領域の接続境

界が海岸線をまたぐ箇所で計算が不安定になりやす

いため，領域設定にはある程度の経験が必要である．

また，評価対象とする場所に応じて内側領域の範囲



2 

を設定する必要があるため，広範囲の評価には適さ

ない．内閣府は平成 24年に南海トラフの巨大地震に

係る津波高のデータを公表 1)しているが，この評価

では太平洋岸全域を網羅するために，最内側領域の

計算格子を個別に 390セット用意して，津波シミュ

レーションを行っている． 

これらの課題を解決する方法としては，境界適合

型格子法の適用が挙げられる．本稿で示す事例では，

境界適合型格子法の一つである BCM (Building Cube 

Method)を適用した津波シミュレータ 3)を用いるこ

とで，従来のネスティング手法では多くの作業コス

トおよび計算コストを要する複数地点の津波ハザー

ド評価を，効率的に実施している．BCM は，航空分

野における高解像度の流動計算のため中橋ら 2)によ

り開発された手法であり，等間隔直交格子の Cube

を組み合わせることにより複雑形状を表現する． 

BCM を適用した津波シミュレーションにおける

格子分割の例を図 2 に示す．BCM を用いると地形

に合わせて解像度の異なる計算格子を配置すること

が可能であり，詳細な計算を行いたい海岸線近傍に

は細かい格子，波長が長くなる深海域には粗い格子

を用い，津波が遡上しえない標高の領域には格子を

配置しないこともできるため，効率的に精度の高い

計算を行うことが可能である．日本全域について

BCM を用いて格子分割した例を図 3に示す． 

また，BCM には，他の境界適合型格子法と比較し

て演算速度の点で優位性があり，さらに並列計算に

おいて高い効率が期待できるというメリットもある

が，ここでは詳細な説明については割愛する． 

 

 

図 1 ネスティングの領域設定例 

 

図 2 BCM の計算格子例 

 

 

図 3 日本全域の海岸線近傍を BCM により詳細に

分割した計算格子例 

（Cube単位で表示，本稿事例で適用） 

 

3 確率論的津波ハザード評価 

 

3.1 確率論的評価手法 

機器・構造物の設計や安全性の評価などにおいて

は決定論的な手法が広く用いられている．決定論的

評価では，現象の要因やメカニズムに不確かさがあ

領域 1 
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領域 
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る場合，各要因に安全率を考慮し，保守的な手法を

用いるのが一般的である．このため，複数の要因が

それぞれ大きな不確かさを持つような場合，各要因

に対して考慮した保守性がいくつも重畳することに

なり，かなり極端な条件における評価結果となる． 

決定論的評価手法は，わかりやすく，判断基準と

して実用的である反面，前提となる条件にどこまで

の保守性を考慮するかが評価結果に大きく影響する

ため，条件の設定自体に一定の判断を要する．また，

保守性を含める評価が前提となるため，現実的リス

クや裕度を定量的に分析する用途には適していない． 

津波の想定に関しては，地震本部（地震調査研究

推進本部）や中央防災会議等の公的機関を中心に，

これまで多くの評価が実施されてきたが，東北地方

太平洋沖地震以前は，歴史記録に基づく既往最大津

波を基準とした決定論的手法に基づく検討が中心で

あった．しかし，東北地方太平洋沖地震に伴う津波

が我々のこれまでの知見に基づく想定を超える被害

をもたらしたことから，従来の決定論的な手法だけ

でなく，確率論的手法に基づく津波ハザード評価が

重視されるようになってきている． 

確率論的手法に基づく評価は，偶然的不確実さ（現

象自体が有する不確実さ）および認識論的不確実さ

（知見不足による不確実さ）の存在を前提として，

それらの不確実さを全て系統的に処理することによ

り，現象の発生頻度等を導出するものであり，津波

ハザード評価では，特定期間における津波高さと超

過確率（その水位を超過する確率）の関係を求める． 

確率論的手法は，決定論的手法と比較して評価が

複雑ではあるが，条件等の不確実さをそのまま扱う

ことが可能であり，また，工学的判断に資する定量

指標が得られるという点において非常に有用である． 

 

3.2 ロジックツリー手法 

上述の通り，確率論的評価においては，不確実さ

は偶然的不確実さと認識論的不確実さの 2つに分け

て扱われる．津波ハザード評価では，偶然的不確実

さは 1 本の津波ハザード曲線の中で扱い，認識論的

不確実さは複数の津波ハザード曲線として表現する． 

このとき，認識論的不確実さに対応した分岐を系

統的に整理して，重みを持った曲線群を作成するた

め，地震や津波の確率論的ハザード評価においては，

一般的にロジックツリー手法が用いられる．ロジッ

クツリー手法は，専門家の間でも見解が分かれる個

別の問題を，それぞれの見解の確からしさを考慮し

た分岐として扱い，それらの分岐を組み合わせるこ

とで，認識論的不確実さを定量的に評価に反映する

手法である． 

確率論的津波ハザード評価におけるロジックツリ

ーの分岐としては，地震の発生パターン，発生間隔，

規模，断層モデルの設定（例えば，スケーリング則，

大すべり域の設定，超大すべり域の有無），津波推定

誤差の標準偏差などが挙げられる．ただし，これら

の分岐は評価対象に応じて個別に設定すべきもので

あり，また，地震や津波に係る知見の変化によって

も変わりうることに留意する必要がある． 

 

4 南海トラフ地震に係る津波ハザード評価事例 

 

4.1 評価対象 

南海トラフ地震に起因する津波を想定して，日本

の太平洋側の湾を対象に行った確率論的津波ハザー

ド評価の事例について示す．本稿の事例では，津波

シミュレーションに図 3 の BCM に基づく計算格子

を用い，図 4 に赤枠で示す範囲内における最大水位

について評価を行っている．なお，本稿で示す事例

は，多くの仮定に基づく評価であり，個別の結果や

定量値自体について議論しようとするものではない． 

 

 

図 4 対象 12湾で最大水位を評価した範囲 

 

4.2 ロジックツリーの設定 

本稿に示す事例評価においては，図 5に示すロジ

ックツリーを用いた．図中に赤字で示した数値が認

識論的不確実さに基づく分岐の重みである．なお，

基準とする南海トラフ地震の発生パターンは，図 6

および表 1に示す地震本部の検討 4)に基づくデータ

を用いることとした．各分岐において用いた評価の

条件については，個別に後述する． 
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発生パターン 平均発生間隔 地震規模(Mw範囲)

地震本部
(15パターン)

88.2年

116.9年

－0.2
－0.1
±0.0

－0.3
－0.2
－0.1
±0.0
＋0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

スケーリング則 大すべり域 超大すべり域
(Mw8.9以上)

スケーリング

カスケード

なし
(一様すべり)

あり
(3パターン)

なし

あり

津波推定誤差

1.0
0.3

0.7
0.5

0.5

β=0.223

β=0.300

β=0.372

β=0.438

0.30

0.40

0.25

0.05

0.0

 
図 5 本稿事例で設定したロジックツリー 

 

 

図 6 南海トラフ地震の発生領域 4) 

 

表 1 南海トラフ地震の発生パターン 4) 

 

4.3 地震発生確率 

地震の発生間隔の確率分布が BPT (Brownian 

Passage Time) 分布に従うと仮定して，2018 年 1月 1

日を起点とした場合の南海トラフ地震の発生確率を

計算した．このとき，地震の平均発生間隔は地震本

部の検討に基づいて 88.2 年（時間予測モデル）5)と

116.9 年（更新過程）6)の 2パターンを考慮すること

とし，ロジックツリーにおける分岐の重みは，それ

ぞれ 0.5とした．BPT分布のばらつき αについては，

地震本部の検討 6)を参考に 0.22を用いることとした．

これらの条件に基づいて計算した 50 年間および 30

年間での地震発生確率を表 2 に示す． 

 

表 2 地震の発生確率（2018年 1月 1日起点） 

評価期間 平均発生間隔 分布の α 発生確率 

50年 
88.2年 

0.22 

93% 

116.9年 61% 

30年 
88.2年 72% 

116.9年 29% 

 

4.4 地震モデル 

南海トラフ地震の発生領域および発生パターンは，

図 6および表 1に示す地震本部の検討 4)に従うこと

とし，断層パラメータのベースとしては，防災科学

技術研究所が J-SHIS 7)で公開しているデータを用い

た．想定した地震の発生領域の一覧を図 7 に示す．

また，地震発生パターンの重みについては，表 1で

示されている値を用いることとした．  

地震の規模については，表 1 の Mw（モーメント

マグニチュード）を基準として，-0.2～±0.0 または

-0.3～+0.1 の範囲で不確実さを有すると仮定して，

ロジックツリーを分岐させ，重みはそれぞれ 0.5 と

した．なお，それぞれの範囲内での Mw の分布は一

様であると仮定している．ここで，これらの条件に

基づいて設定する断層パラメータの D（平均すべり

量） については，スケーリング則に基づいて，以下

の式(1)で求めることとした． 

 SMD  0
    (1) 

μは剛性率（＝4.09×1010 N/m2），S は断層面積，M0

は以下の式(2)から求まる地震モーメントである． 

1.95.1

0 10


 wM
M     (2) 

また，すべり量の分布について，均一すべりとす

る場合と，断層面積の 30%に大すべり域（すべり量
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は Dの 2倍）を設定する場合の 2パターンを考慮し

てロジックツリーを分岐させ，それぞれの重みは 0.3

と 0.7 とした．さらに，大すべり域を設定する場合

については，Mwが 8.9以上となるとき，断層面積の

10%を超大すべり域（すべり量は Dの 4倍）とする

パターンも考慮してロジックツリーを分岐させた．

超大すべり域の有無に係る重みは，それぞれ 0.5 と

した．大すべり域および超大すべり域の配置につい

ては，不確実さを考慮して，発生領域ごとに図 8に

示すような 3 パターンを設定している．なお，本事

例では，津波の評価が厳しくなるよう，大すべり域

および超大すべり域を断層が浅い範囲に偏らせた．

 

   

   

   

   

   

図 7 本稿事例で想定した南海トラフ地震の発生領域（図中の No.は表 1と対応） 

 

No.1 No.2 No.3 

No.4 No.5 No.6 

No.7 No.8 No.9 

No.10 No.11 No.12 

No.13 No.14 No.15 
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※赤：超大すべり域，橙：大すべり域，黄：その他の断層域   

図 8 大すべり域および超大すべり域の配置例 

 

 

4.5 津波シミュレーション 

4.4 に示した条件に基づいて設定した断層モデル

を用いて津波シミュレーションを行った．主な解析

条件を表 3に示す．解析ケース数は，地震発生領域，

地震規模，大すべり域および超大すべり域の設定の

組み合わせで 357ケースである．計算格子には BCM

を適用し，日本の海岸線近傍の領域については全て

250m程度の解像度で評価を行った． 

シミュレーション結果の一例として，図 5に示し

た地震発生領域の全体で断層が破壊し，かつ，超大

すべり域までを想定し（図 8 中央のパターン），地

震規模を Mw9.2としたケースについて，初期および

地震発生 2時間後の水位分布を図 9，図 10に示す． 

なお，評価位置や断層の条件によって水位が最大

となる時間は異なるが，いずれのケースにおいても

地震発生から 2 時間程度で津波の第一波が仙台湾

（評価対象とした湾の中で最も遠方）まで到達する

ことから，シミュレーションの再現時間については，

地震発生後 6時間で十分であると判断した． 

 

表 3 主な解析条件 

項目 内容 

基礎方程式 非線形長波方程式 

座標系 経緯度座標系 

地盤変動 Okada モデル 8) 

断層破壊伝播 瞬時 

海底摩擦 Manningの粗度を用いる方法 

開境界 Sommerfeld 型の無反射境界 

陸上境界 遡上先端で流量制限 

計算格子 BCM（沖合 2000m程度～沿岸 250m程度） 

時間刻み 0.8秒 

再現時間 地震発生後 6時間 

 

 

図 9 初期水位分布 

 

 

図 10 地震発生 2時間後の水位分布 

[m] 

[m] 
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4.6 津波推定誤差 

津波シミュレーションに含まれる各種の不確かさ

の影響を考慮するため，ハザード評価に用いる津波

の最大水位は，シミュレーション結果の最大水位を

中央値とする対数正規分布として与えることとした．

このとき，対数正規分布のばらつき βに係る不確か

さについては，ロジックツリーの分岐として考慮し，

その値は土木学会が行ったアンケートの結果 9)を参

考に，β=0.223（κ=1.25），β=0.300（κ=1.35），β=0.372

（κ=1.45），β=0.438（κ=1.55）の 4 パターンとした．

分岐の重みは，それぞれ 0.3，0.4，0.25，0.05 である．

なお，津波推定誤差に係る分布については，一般的

に±3β 程度での打ち切りを考慮する場合があるが，

本稿の事例においては，評価が厳しい結果となるよ

うに，分布の打ち切りは考慮していない． 

 

4.7 津波ハザード曲線の作成（先行事例との比較） 

4.2～4.6 に示した条件に基づいて，津波高さに対

する 50年超過確率としてハザード曲線を作成した． 

まず，ハザード曲線の傾向を確認するために和歌

山県の串本を対象として行った評価事例を，図 11

に示す．左に示したハザード曲線の 1本 1本が，ロ

ジックツリーの分岐の組み合わせごとの評価結果で

あり，この各ハザード曲線の重みを考慮して，それ

ぞれの津波高さにおける超過確率を信頼度ごとに整

理したのが，右に示したフラクタイルハザード曲線

である．なお，本稿の事例では，5%，15%，50%，

85%，95%信頼度のフラクタイルハザード曲線を評

価している．フラクタイルハザード曲線が信頼度に

よって大きな差異を持つ場合，その評価は認識論的

不確実さの影響を強く受けているといえる．また，

不確実さを偶然と認識論とに区別せず扱って評価し

たハザード曲線を，算術平均ハザード曲線という． 

本稿の事例は，図 12 に示す土木学会の事例 10)と

傾向は概ね一致しているが，定量的には 1オーダー

ほど高い超過確率となっている．この点については，

断層の大すべり域の設定や津波推定誤差の打ち切り

等について保守的な条件を仮定したことや，前提と

するロジックツリーに差異があること等が影響して

いると考えられる． 

 

  

現時点評価のハザード曲線 現時点評価のフラクタイルハザード曲線 

図 11 本事例計算に基づく串本での 50年超過確率（図 12の土木学会の事例 10)より保守的条件で評価） 

 

          

現時点評価のハザード曲線 現時点評価のフラクタイルハザード曲線 

図 12 土木学会の事例 10)における串本での 50年超過確率 
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4.8 日本全国の湾を対象とした津波ハザード評価 

日本の太平洋側の 12湾を対象に，南海トラフ地震

に係る津波ハザード評価を行った．評価方法は 4.7

に示した串本の事例と同様であるが，湾を対象とし

た事例では，特定地点の水位ではなく，図 4 に赤枠

で示した範囲内の最大水位に基づいて評価を行った． 

対象の 12 湾についてのハザード曲線を図 13 に、

フラクタイルハザード曲線を図 14 に、それぞれ示

す．津波の波源域から近く，間に遮る地形がない土

佐湾や駿河湾で，超過確率が高くなっている一方，

直面していない東京湾，広島湾，鹿児島湾や，遠方

の中城湾については，低い超過確率となっている．

また，仙台湾と大阪湾のように，算術平均ハザード

曲線がほぼ同等であっても，フラクタイルハザード

曲線の傾向が一致しないケースも確認できる．これ

は評価の信頼度に差異があることを示している．  

このように，確率論的評価を行うことで，津波の

影響を信頼度まで考慮して定量的に比較することが

可能になる．また，これらの指標は，津波対策の要

否や効果を工学的に検討する際にも有用といえる． 

 

   

仙台湾 東京湾 相模湾 

   

駿河湾 三河湾 伊勢湾 

   

大阪湾 土佐湾 広島湾 

   

志布志湾 鹿児島湾 中城湾 

図 13 各湾のハザード曲線
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仙台湾  東京湾  相模湾  

   

駿河湾  三河湾  伊勢湾  

   

大阪湾  土佐湾  広島湾  

   

志布志湾  鹿児島湾  中城湾  

図 14 各湾のフラクタイルハザード曲線 

 

5 まとめ 

 

確率論的津波ハザード解析の概要を示すとともに，

南海トラフ地震に係る評価事例を紹介し，確率論的

手法に基づく定量評価の特徴等について説明した． 

 また，本稿事例では，ネスティングに基づく津波

シミュレータを用いた場合，格子パターン 13（串本，

12 湾）と波源パターン 357 の組み合わせで 4641 ケ

ースもの津波計算コストを要する評価を，BCM 津波

シミュレータを用いることで，357 ケースの津波計

算のみで効率的に実現した．南海トラフ地震のよう

に，広範囲の複数地点が津波ハザード評価の対象と

なりうる場合には，津波シミュレーションに BCM

を適用することで，評価コストを大幅に削減できる． 

 

謝辞：本稿で紹介した BCM 津波シミュレータの活

用方策の検討等において，中央大学の有川太郎教授

にご協力を賜りました．ここに感謝の意を表します． 
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