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過去津波に基づく決定論的な津波想定だけでなく，多数の津波シナリオを考慮する確率論的アプローチによるハザー

ド評価がなされつつある．津波の来襲が懸念される海岸において，外力だけを考慮して防護水準を決めて堤防の嵩上げ

をすると，日常生活や生業，海岸の利用に影響が及ぶ可能性がある．本研究では，徳島県沿岸を対象に確率論的津波ハ

ザード評価手法を用いて最大浸水深を評価し，後背地の人口や企業立地の将来変化を考慮した上で，海岸堤防の嵩上げ

についての費用便益分析により，効率的な海岸堤防高さを定量的に評価した．その結果，人口資産が集積し産業が発達

している地域では，堤防整備による純便益が正になることが示された．避難率の違いにより結果は大きく変わり，避難

対策を進めることで人的被害を減少させることができれば，堤防の嵩上げに頼らない対策も可能なことが示唆された． 
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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，これまで

の想定を上回る津波被害が発生した．この災害を教訓に津波

対策の見直しがなされ，津波ハザード評価に関する様々な研

究が実施されるようになった．津波ハザード評価手法には，

決定論的アプローチと確率論的アプローチの 2 種類がある．

決定論的アプローチは，過去の津波を参考にいくつかのシナ

リオを設定し，その中から 1つのシナリオを選定して，津波

高さや浸水深などの津波ハザードを評価する手法である．過

去の津波の発生個数は限られており，それらから選定される

シナリオは，防災重視の観点から規模が最大のものとされる

傾向にある．一方，確率論的アプローチは，様々な不確定性

を考慮するために多数の断層すべり分布を設定し，地震規模

や発生頻度を踏まえて，確率的に津波高や浸水深などの津波

ハザードを評価する手法である．地震調査研究推進本部地震

調査委員会 1) は，地震断層を背景領域，大すべり域，超大す

べり域のように段階的に分類し，断層すべり分布を人為的に

設定して津波評価を行った．また，Goda et al.2) 3) はスペクト

ル解析を用いてすべり量などの空間相関特性を考慮し，空間

領域での断層すべり分布をランダムに多数生成できるラン

ダムフェーズ津波モデルを構築し，丸山ら 4) や安田ら 5) はこ

のモデルを用いて津波高の確率ハザード評価を行った．この

ように確率論的津波ハザード評価手法が提案されつつある． 
 津波の来襲が懸念される海岸において，外力だけを考慮し

て防護水準を決めてしまうと，堤防の嵩上げをする対策にな

りがちである．防災重視で堤防を高くしてしまうと，日常生

活や生業，海岸の利用に影響が及ぶ可能性がある．そこで，

経済的効率性を定量的に評価できる費用便益分析手法を用

いることにより，後背地の状況を考慮した適切な堤防高さを

決めることができると考えられる．土木学会減災アセスメン

ト小委員会 6) は津波に対する海岸保全施設整備計画のため

の技術ガイドラインを作成し，三重県のある地域を対象に効

率的な海岸堤防高さのアセスメントをケーススタディとし

て行った．他の地域でも確率論的津波ハザード評価と経済性

照査を用いたアセスメントを実施して，手法の適用性や海岸

毎の特性について検討することは重要と考えられる． 
 本研究では，徳島県の那賀川以南の 6海岸（橘，由岐，日

和佐，牟岐，浅川，宍喰）を対象に，coRaL法 7) を用いて確

率論的に最大浸水深を評価する．そして，後背地の人口や企

業立地の将来変化を考慮した海岸堤防の嵩上げについての

費用便益分析により，効率的な海岸堤防高さを定量的に評価

する．評価結果から海岸毎の特性やアセスメント手法の適用

性について検討することを目的とする． 
 
2. 確率論的津波ハザード評価手法 
 ランダムフェーズ津波モデル 2), 3) で生成した断層すべり分

布から計算した津波浸水深を，ロジックツリーに組み込む

coRaL法 7) を用いる．以下に coRaL法の手順を示す． 
(1) 津波伝播・浸水計算 
 ランダムフェーズ津波モデルを用いて，Mw 8.0から 9.0の
Mw 0.2 刻みの 6 ケース，それぞれ 100 個の断層すべり分布 

(計 600ケース) を生成する．断層すべり分布の断層幅，断層

長，アスペリティ領域等がケース毎にランダムに位置するよ

うに生成される．Mw 9.0 の一例を図-1 に示す．それぞれの

すべり分布に対して津波伝播・浸水計算をすることで，各ケ

ースの対象地域の津波浸水深分布を得る．津波計算条件を表

-1に示す．海岸堤防の条件は，堤防が破堤する際の粘り強さ

を越流量で換算した手法であるフラジリティモデル 8) を用

いる．海岸堤防条件は，現況堤防高さ，嵩上げ高を+0.5m，

+1.0m，+2.0mとした場合を対象とする． 
 

 
図-1 断層すべり分布 (Mw9.0の一例) 

表-1 津波計算条件 
津波計算コード JAGURS 
計算格子サイズ 810，270，90，30，10 m 

5段階ネスティング 
計算期間 地震発生後4時間 

断層すべり分布 Mw 8.0，8.2，8.4，8.6，8.8，9.0 
それぞれ100ケース 

海岸堤防高さ 現況高さ，嵩上げ +0.5m，+1.0m，+2.0m 
 



 

(2) 津波ハザードカーブ作成 
 得られた最大浸水深分布からMw毎に経験分布関数を作成

し，地震調査研究推進本部地震調査委員会 9) で使用されてい

る自然対数標準偏差 0.35，両端打ち切り誤差 ±3σ による切

磋対数正規分布を適用した超過確率曲線を得る． 
 南海トラフにおける想定断層地震の平均発生間隔が複数

提案されているが，これらには認識論的不確定性があるため，

ロジックツリーの分岐として扱い，不確定性を考慮する．本

研究では，地震調査研究推進本部地震調査委員会 9) が公表し

た南海トラフの地震領域を対象とした平均発生間隔 88.2 年

と 116.9年，そして，地震の規模と地震の発生数の関係を表

すGutenberg-Richiter則 (G-R則) から計算した平均発生間隔

の 3 つを設定する．ここでは，G-R 則として式(1)を用いる． 
10log 8.51 1.18n Mw= −   (1) 

ここで，nは年間の地震発生頻度の密度である． 
 また，Mwの 6パターンもロジックツリーの分岐と設定し，

平均発生間隔の 3 分岐と乗じた計 18 分岐をロジックツリー

の分岐として取り扱う．分岐の重みについて，平均発生間隔

は分岐により重みを変化させることは困難と判断し，等重み

とした．Mw毎の分岐の重みは設定した平均発生間隔により

変化させた． 
 橘海岸のある一地点における津波浸水深のハザードカー

ブを図-2に示す．津波ハザードカーブは，切磋対数正規分布

を適用した超過確率曲線に地震の発生平均間隔を乗じて得

られる (黒曲線)．そして，不確実性を内包したハザードカー

ブは，ロジックツリーの各分岐の重みを考慮した加重平均値

を計算することにより得られる (紫曲線)．この不確実性を内

包したハザード曲線を用いて，確率規模毎に最大浸水深分布

を作成する．図-3に，海岸堤防高さ条件が現況高さの場合の，橘

海岸における確率規模300年と500年の最大浸水深分布を示す．確

率規模が大きくなるにつれて，浸水エリア，浸水深が大きくなって

いることがわかる． 
 
3. 土地利用の将来変化 
 本研究では，土木学会減災アセスメント小委員会 6) による

差分の差分法を用いて，人口や事業所の将来変化を推定する．

差分の差分法とは，転入や転出により自然に増減する経年変

化トレンドと，ハザードマップによる津波浸水リスクの公表

に伴う浸水想定域内の応答による変化の 2 つの差分を算定

する方法である．2015 年を現在，2045 年を将来とし，式(2)
による重回帰分析により，都道府県毎に経年トレンドと津波

リスクによる 2 つの増減率を表す係数が推計されている 6)．

これを用いて 30年後の人口や事業所の将来推計を行う． 
rt r rktY Y time Dλ α= + ⋅ +      (2) 

ここで，Yrtは t時点の r地点の人口あるいは事業所数，Yrは

地域の固有効果（個別効果），λは時間項の係数値，time は
時間項，αは津波リスクによる減少を示す係数値，Drktは t時
点における r地点の kレベルの津波による主観浸水深（浸水

深の値）である． 
 ただし，徳島県の人口における重回帰分析結果については

経年変化トレンドの係数において，P値が 0.05未満で有意性

がなく，人口減少が見られなかったため，経年変化トレンド

については国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計

人口結果 10) を用いた．表-2 に橘海岸における人口の将来推

計結果を示す．経年トレンドについては，人口が 30 年間で

29.4%減少するという推計結果になった．また，津波浸水リ

スクについては，海岸堤防を嵩上げすることにより最大浸水

深分布が小さくなるため，減少率を抑えられることが示され

た．例えば，確率規模が 300年の条件であれば，嵩上げ整備

をしなかった場合，現在 (2015 年) からの人口減少率が

30.5%となるのに対して，2m嵩上げした場合には，人口減少

率が 30.2%となり，人口減少率を抑えられるという推定結果

が得られた． 
 
4. 被害額計算 
 被害額の算定は，海岸事業の費用便益分析指針 (改訂版)11) 
に準じて，堤防嵩上げ条件，および確率規模毎 (100 年から

2500 年までの 100 年毎) に想定浸水域内に存在する被害額

を個別に積み上げる方法により算定する．考慮する被害項目

は，一般資産被害である家屋資産被害，家庭用品資産被害，

事業所償却資産被害，事業所在庫資産被害，農漁家償却資産

被害，農漁家在庫資産被害の6種類と公共土木施設被害，人

的被害とする．各種算定に必要な資産データ項目の将来推計

を考慮した値は 3で推定した人口の減少率に応じて，世帯数，

農漁家世帯数を減少させた．また，事業所数の減少率に応じ

て，事業所従業員数を減少させた．これらの将来推計後の値

を被害額算定に用いる． 

 
図-2 津波浸水深ハザードカーブ (橘海岸のある一地点) 

 

 
図-3 確率規模毎の最大浸水深分布 (橘海岸，左図：確率規

模 300年，右図：確率規模 500年) 
 

表-2 差分の差分法による将来人口変化推計 (橘海岸) 

0 2 4 6 8 10 12

津波浸水深(m)
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ロジックツリー分岐に対応する津波ハザードカーブ

認識論的不確定性を考慮した津波ハザードカーブ

4,269 減少数 減少率 4,269 減少数 減少率 4,269 減少数 減少率 4,269 減少数 減少率

浸水なし 3,014 ▲ 1,255 29.4% 3,014 ▲ 1,255 29.4% 3,014 ▲ 1,255 29.4% 3,014 ▲ 1,255 29.4%
300年 2,968 ▲ 1,301 30.5% 2,976 ▲ 1,293 30.3% 2,980 ▲ 1,289 30.2% 2,981 ▲ 1,288 30.2%
500年 2,929 ▲ 1,340 31.4% 2,928 ▲ 1,341 31.4% 2,931 ▲ 1,338 31.3% 2,956 ▲ 1,313 30.8%

+0.5m嵩上げ +1m嵩上げ +2m嵩上げ
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(1) 一般資産被害額 
 一般資産被害額の算定に必要な世帯数，人口等は国勢調査 
(100 m メッシュ)，経済センサス (500 m メッシュ)，治水経

済調査マニュアル 12) の各種資産評価単価およびデフレータ

ーを用いて算定する．浸水深別の被害率は治水経済調査マニ

ュアル 12) および多田 13) を用いる．この被害率に各種データ

をかけることにより，各種一般資産額を算定する．最大浸水

深分布は 10 m格子間隔であるため，各種一般資産額を 10 m
格子になるよう等分割し，10 m 格子間隔の資産額データを

作成する． 
(2) 公共土木施設被害額 
 海岸事業の費用便益分析指針 (改訂版) 11) に示された海岸

災害 (波浪，津波，高潮) による一般資産被害額と農作物被

害額との合計値と，公共土木施設被害額間の過去 26 年間 
(1976～2001) の平均比率を便宜的に使用し，公共土木施設被

害額を算定した結果，すなわち，一般資産等被害額の 1.8倍
を公共土木施設被害額とする． 
(3) 人的被害額 
 津波対策による経済価値に，津波により人が亡くなるリス

クを軽減できる価値が含まれるとし，人的被害を考慮する．

津波対策による死亡リスク軽減の経済価値 B は以下の式で

計算できる． 
×B S n= ∆   (3) 

ここで，Sは統計的生命価値， n∆ は津波対策によって減少す

る死者数の期待値である．統計的生命価値とは，死亡リスク

減少に対する支払意思額を，減少リスクが 1となるまで集計

した金額である．ここでは，内閣府 11) で推定された 2006年
の 2.26 億円から物価指数と実質所得を考慮した 2015 年の

2.40億円を用いる． 
 また，各地域の避難率は評価することが難しいため，内閣

府中央防災会議 14) による東日本大震災の被災地域での調査

結果，および過去の津波被害（北海道南西沖地震，日本海中

部地震）の避難の状況を踏まえて示された 4つの避難パター

ンを参考に，3つのパターン（避難率 100%, 80%, 45%）を設

定する．例えば，避難率 80%の場合，避難できなかった 20%
の人口に対して津波に巻き込まれた場合の死者率を乗じて

被害者数を推定し，人的被害額を算定する． 
(4) 被害額算定結果 
 図-4 に(1)～(3)で求めた橘海岸の確率規模毎の被害額の合

計額を示す．海岸堤防を嵩上げすることにより，被害額が小

さくなることが示された．また，避難率の違い，すなわち，

人的被害の違いにより被害額は大きく異なり，津波対策にお

ける避難の重要性が示された．そして，確率規模が 800年を

超えると，被害額の変化がほとんどないことがわかる．この

海岸は後背地の面積が狭く，ある規模の外力を超えると浸水

域は変わらずに，浸水深だけが大きくなることにより，浸水

域内のほとんどの資産が全壊と判定されて，被害額が変化し

なくなるためだと考えられる．こうした被害額が頭打ちにな

る傾向が，他の同様な地勢の海岸においてもみられた． 
 
5. 経済性照査 
 海岸堤防嵩上げに伴う整備費用を費用 (C)，海岸堤防嵩上

げによる被害軽減期待値 (現況堤防高さ時の被害額 － 堤

防嵩上げ時の被害額) を便益 (B) とし，費用便益分析手法に

より経済性照査を行う．そして，純便益 (B - C) を示す． 
(1) 費用 
 11 海岸の聞き取り調査から求められた盛土高さと工事費

の関係を表す近似式 5) を用いて，海岸堤防嵩上げ整備費用を

試算する．以下に近似式を示す． 
26.4477 10.726y x x= +   (4) 

ここで，yは工事費 (万円/m)，xは盛土高さ (m) である． 
(2) 便益 
 確率規模毎の発生確率を考慮するため，年平均期待被害額

は海岸事業の費用便益分析指針 (改訂版) 11) に従い，各確率

規模の超過確率に 4.で算出した被害額から計算できる平均

期待被害額を乗じて合計する．そして，社会的割引率は4.0%
と 2.5%とし，将来の各年を現在価値化し，足し合わせた値

とする．社会的割引率は，公共投資分析に用いられている

4.0%を用いるのが基本であるが，近年の我が国の長期国債の

実質利回りの平均値をみると，1990～2014 年については

2.5%と小さい．そこで，2.5%と 4.0%の 2 パターンで分析を

行う． 
(3) 費用便益分析結果 
 社会的割引率が 2.5%の場合の避難率別の費用便益分析結

果を図-5に示す．嵩上げ高さを高くすることにより，便益は

大きくなる一方，費用も多くかかるため，嵩上げ高さを高く

しすぎると純便益は小さくなってしまうことがわかった．橘

海岸において大きく純便益が正の値になった．これは，他の

対象海岸よりも人口が多く，産業が発達している，かつ，確

率規模の比較的小さい 300 年や 400 年で広範囲に浸水がみ

られるためだと考えられる．こうした人口・資産が集積して

いる地域では，堤防嵩上げによる対策により十分な便益が期

待できるといえる．また，避難率を変えた分析結果より，避

難率 45%の場合は橘・由岐・牟岐海岸，避難率が 80%と 100%
の場合は橘海岸において，純便益が正の値の範囲が示され，

避難率の違いにより純便益が変わることがわかった．避難対

策を進めることで被害を軽減できれば，堤防の嵩上げ対策を

する必要はない可能性が示された． 

 

 

 
-4 確率規模毎の被害額 (上図：避難率 100%，中
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6. 結論 
 本研究では，海岸堤防を嵩上げすることによる整備費用と

被害軽減期待値の費用便益分析により，徳島県の那賀川以南

の 6つの海岸を対象に，海岸堤防の嵩上げ高さの効率性を定

量的に評価した．本研究で得られた主な結論を以下に示す． 
(1) coRaL 法により，確率規模毎に最大浸水深を算出する

ことができた． 
(2) 平野が狭く後背地の面積が狭い地域では，確率規模が

小さいときは嵩上げの効果が大きいが，1000 年を超え

るような最大クラスの津波には嵩上げの効果が小さい

ことが示された． 
(3) 費用便益分析により，人口・資産がある程度集積してい

る地域では，純便益がプラスになることが示された． 
(4) 津波による人的被害の割合が資産被害に比べて大きく，

避難率の違いにより費用便益分析結果が変わることが

示され，避難対策を充実させることにより，堤防整備に

頼らない対策も可能なことが示唆された． 
 本研究では，2m までしか海岸堤防の嵩上げを検討してお

らず，さらに高い嵩上げを検討すること，また，より人口・

資産の集積した都市部の海岸を対象とすることにより，異な

る結果が得られる可能性がある．また，人的被害については，

浸水過程に応じた避難シミュレーションモデルを用いるこ

とで，より信頼性の高い評価が可能になると考えられる． 
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図-5 費用便益分析結果 (上図：避難率 100%，中図：避難率 80%，下図：避難率 45%) 

 


