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１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．１ 地震調査研究推進本部（2012）の評価

• 地震調査研究推進本部（2012）は，2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル等（詳細は次頁以降に示す）から得られた知見を，
以下のとおり整理している。

○すべりの大きい領域は，三陸南部海溝寄り及び三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの一部である。もっとも大きい場所では５０mを超えるす
べり量が推定され，非常に大きいことがこの地震の特徴である。

○三陸沖中部，宮城県沖，福島県沖，茨城県沖の領域も震源域に含まれる。

○強震動を発生させた領域（強震動生成域）が深さ30km～60kmの範囲に複数ある。これらの強震動生成域の地震モーメントの合計は，地震
全体の地震モーメントの２割にも満たないことから，地震全体の地震モーメントは海溝寄りの部分の大きなすべりが寄与していると考えられる。
この地震では，強震動を発生した場所とすべり量の大きな場所が異なっている。

○東北地方太平洋沖地震のすべり量と日本海溝沿いのすべり欠損は，双方とも三陸沖から茨城県沖に広く分布しており，概ね一致するとい
える。

○余効変動は，本震の震源域の西側の三陸沖中部及び宮城県沖並びに，本震の震源域の南側の茨城県沖及び房総沖の広い範囲に分布し
ている。その深さは，プレート境界における約20km～60kmの部分で特に顕著である。

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p3 再掲
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１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル①

■ＧＰＳデータによる地震時のすべり分布モデル

地震調査研究推進本部（2012）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p4 再掲
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■津波波形解析によるすべり分布モデル

１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル②

地震調査研究推進本部（2012）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p5 再掲
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■遠地地震波形解析によるすべり分布モデル①

１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル③

地震調査研究推進本部（2012）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p6 再掲



7

■遠地地震波形解析によるすべり分布モデル② ■強震動波形解析によるすべり分布モデル

１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル④

地震調査研究推進本部（2012）

地震調査研究推進本部（2012）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p7 再掲
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■強震動波形解析による地震動生成域モデル ■アレイ波形によるすべり分布モデル※

１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル⑤

地震調査研究推進本部（2012）

地震調査研究推進本部（2012）

※：バックプロジェクション法により算定されたすべり分布モデル

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p8 再掲
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■プレート境界面のすべり欠損分布 ■ GPSデータによる地震後のすべり分布（余効変動）モデル

１．2011年東北地方太平洋沖地震の各種のすべり分布モデル

１．２ 各種のすべり分布モデル⑥

地震調査研究推進本部（2012）

地震調査研究推進本部（2012）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p9 再掲
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11２．世界の巨大地震に関する事例調査

２．１ カムチャッカ

• 平均発生間隔（Ａ）・既往地震のすべり量（Ｂ）の関係と各プレートの沈み込み速度・カップリング係数・既往地震の最大すべり量から算定されるすべ
り（歪み）の蓄積量（Ｃ）には調和的な関係があり，M９クラスの巨大地震を発生させるすべり（歪み）の蓄積量には限度があると考えられる。

【平均発生間隔（A）】

• 津波堆積物調査の結果から，調査地点で大きなばら
つきがあるものの100年～400年に1回は5mを超える
津波が発生している（谷岡（2013））。

【1952年のすべり量分布（B）】

• 最大すべり量11.4m
• 平均すべり量3.2m

【すべり（歪み）の蓄積量（C）】

時間

す
べ
り
（歪
み
）の
蓄
積
量

①プレートの沈み込み速度：6.9-8.4cm/年（McCaffrey(2008)）

②カップリング係数：0.51（地震学的）

0.48～0.67（測地学的）

（Scholz and Campos(2012)）

③すべり（歪み）の蓄積量：①（6.9-8.4cm/年）×400年

×②（=0.5とする）＝14～17m

1952

100～400年

14～17m（400年の場合）

谷岡（2013）
Johnson and Satake（1999）

① すべり（歪み）の蓄積量

② 空間分布

Lay et al.（2009）に一部加筆

• 1952年（Mw9.0）の地震発生領域と1963年
（Mw8.5）の地震発生領域の間の空白域で，
2006年にプレート間地震（Mw8.3）が発生し，
2007年に正断層型地震（アウターライズ地
震）（Mw8.1）が発生している。

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p30 再掲



12
２．世界の巨大地震に関する事例調査

２．２ スマトラ～アンダマン①

• 平均発生間隔（Ａ）・既往地震のすべり量（Ｂ）の関係と各プレートの沈み込み速度・カップリング係数・既往地震の最大すべり量から算定されるすべ
り（歪み）の蓄積量（Ｃ）には調和的な関係があり，M９クラスの巨大地震を発生させるすべり（歪み）の蓄積量には限度があると考えられる。

【平均発生間隔（A）】

• 津波堆積物調査の結果から，2004年の地震発生領
域では，約500年間隔で巨大地震が発生している。

【2004年のすべり量分布（B）】

• 最大すべり量23m
• 平均すべり量8.6m

【すべり（歪み）の蓄積量（C）】

時間

す
べ
り
（歪
み
）の
蓄
積
量

①プレートの沈み込み速度：1.6-4.4cm/年（McCaffrey(2008)）

②カップリング係数：0.5～8.3（地震学的）

1.0（測地学的） （Scholz and Campos(2012)）

③すべり（歪み）の蓄積量：①（1.6-4.4cm/年）×500年

×②（=0.5～1.0とする）＝4～22m

2004

約500年

4～22m

Rajendran（2013）

Tanioka et al.（2006）

① すべり（歪み）の蓄積量及びM９クラスの巨大地震の空間分布

1500頃

• 1833年（Mw8.9），2005年（Mw8.7），2004年（Mw9.2）の巨大
地震発生領域は重複していない。

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p31 再掲
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２．世界の巨大地震に関する事例調査

２．２ スマトラ～アンダマン②

• Sieh et al.(2008)は，スマトラ西部の島のサンゴに残された海水準変動の記録から，少なくとも，過去700年間に，700kmにわたる海域で約200年周期
（スーパーサイクル）の巨大地震が発生しているとしている。

② スーパーサイクル

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p32 再掲

Sieh et al.(2008)
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２．世界の巨大地震に関する事例調査

２．３ カスケード

• 平均発生間隔（Ａ）・既往地震のすべり量（Ｂ）の関係と各プレートの沈み込み速度・カップリング係数・既往地震の最大すべり量から算定されるすべ
り（歪み）の蓄積量（Ｃ）には調和的な関係があり，M９クラスの巨大地震を発生させるすべり（歪み）の蓄積量には限度があると考えられる。

【平均発生間隔（A）】

• 最新のタービダイトと沿岸地質データの対比から，過
去約１万年間に発生した41回の地震の平均発生間隔
は約240年であり，このうちM９クラスの地震は約半分
である（約500年間隔）。

【すべり（歪み）の蓄積量（C）】

時間

す
べ
り
（歪
み
）の
蓄
積
量

①プレートの沈み込み速度：3.2-3.8cm/年（McCaffrey(2008)）

②カップリング係数：1.0（地震学的）

1.0（測地学的） （Scholz and Campos(2012)）

③すべり（歪み）の蓄積量：①（3.2-3.8cm/年）×500年

×②（=1.0とする）＝16～19m

1700

約500年

16～19m

すべり（歪み）の蓄積量

佐竹（2013）

【1700年のすべり量分布（B）】

• 最大すべり量19m
• 平均すべり量14m

Satake et al.（2003）

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p33 再掲
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600年間で8～19m

1000年間で13～31m

２．世界の巨大地震に関する事例調査

２．４ アラスカ・アリューシャン

• 平均発生間隔（Ａ）・既往地震のすべり量（Ｂ）の関係と各プレートの沈み込み速度・カップリング係数・既往地震の最大すべり量から算定されるすべ
り（歪み）の蓄積量（Ｃ）には調和的な関係があり，M９クラスの巨大地震を発生させるすべり（歪み）の蓄積量には限度があると考えられる。

【平均発生間隔（A）】

• 泥炭とシルトの組（peat-silt couplets）による地震
時の地殻変動量の推定から，1964年の地震を除
けば，約600年間隔（推定誤差を考慮すると最小
で180年間隔）で巨大地震が発生。

• 最大は1964年とその前の間隔で約1000年となる。

【すべり（歪み）の蓄積量（C）】

時間

す
べ
り
（歪
み
）の
蓄
積
量

①プレートの沈み込み速度：2.2-5.2cm/年（McCaffrey(2008)）

②カップリング係数：0.5～0.72（地震学的）

0.62（測地学的） （Scholz and Campos(2012)）

③すべり（歪み）の蓄積量：①（2.2-5.2cm/年）×600年or1000年

×②（=0.6とする）＝8～19m(600年)

13～31m(1000年)

1964

約600年

最大で約1000年

すべり（歪み）の蓄積量

Shennan et al.（2007）

【1964年のすべり量分布（B）】

• 最大すべり量22m
• 平均すべり量8.6m

Johnson and Satake（1996）

900頃

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p34 再掲
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．１ プレート境界面形状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

３．２ 平均応力降下量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

３．３ 剛性率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

３．４ 大すべり域・超大すべり域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．１ プレート境界面形状

• 地震調査研究推進本部（2012）が示している微小地震の震源分布に基づくプレート境界面の推定等深線をプレート境界面の形状として，地震発生域
の深さの下限（60km）から海溝軸までを波源域として考慮した。

微小地震の震源分布に基づくプレート境界面の推定等深線図

（地震調査研究推進本部（2012））

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-2 p47 再掲
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．２ 平均応力降下量①

• 内閣府（2012a）では，海溝型の津波断層モデルの断層全体の平均すべり量は，津波断層モデルの断層面の全域に対する相似則（スケーリング則）
による平均すべり量と概ね一致することを基本として，2011年東北地方太平洋沖地震，2010年チリ地震，2004年スマトラ地震といった世界の巨大地
震と，日本周辺で発生したMw８以上の地震を対象に，平均応力降下量を整理している。

• 巨大地震の津波断層モデルの平均応力降下量（６事例）は，平均値で1.2MPa，平均値に標準偏差を加えた値は2.2MPa（平均値から標準偏差を引い
た値は0.7MPa）である。しかし，Mw８よりも小さな地震を含めると，海溝型地震の平均応力降下量の平均値は3.0MPaであるとしている。

津波観測データを用いた解析による平均応力降下量の整理（内閣府（2012a））

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-2 p48 再掲
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．２ 平均応力降下量②

• Murotani et al.（2013）は，プレート境界地震のスケーリング関係について，日本付近で発生したM７～８クラスのプレート境界地震に，７つの巨大地震
（2011年東北地方太平洋沖地震，2010年チリ地震，2004年スマトラ地震，1964年アラスカ地震，1960年チリ地震，1957年アリューシャン地震，1952年
カムチャッカ地震）を追加し，M７～９クラスまでに適用可能なスケーリング則を提案した。

• 円形破壊面を仮定したスケーリング則（M0＝16/(7・π3/2）・⊿σ・S3/2）から， 破壊領域（S）とM0の関係式の平均応力降下量を算定すると約1.6MPaで
あり，標準偏差SD（±σ）を考慮すると，平均応力降下量は最大で3.0MPaとなる。

以上の知見を踏まえ，平均応力降下量を3.0MPaに設定した。

S=1.34×10－10Mo2/3

（SD（±σ）=1.54）

破壊領域（S）とMoの関係（Murotani et al.(2013)）

平均応力降下量⊿σ=1.57MPa

S＋σ時の平均応力降下量⊿σ=0.82MPa

S－σ時の平均応力降下量⊿σ=3.00MPa

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-2 p49 一部修正
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．３ 剛性率①

• 土木学会（2002）では，地震波速度や密度に関する既往研究に基づき，以下のように剛性率の標準値を設定している。

Vp/Vs比に関する既往研究例（伊藤・大東（1996））

震源付近の媒質の剛性率の標準値（土木学会（2002））

P波速度構造に関する既往研究例（土木学会（2002）に一部加筆）

(a)東北日本周辺（吉井（1978）） (b)東北日本周辺（周藤・牛来（1997）※）

(c)日向灘沖（宮町・後藤（1999）） (d)秋田沖日本海東縁部（西坂ら（1999））

(e)西南日本周辺（周藤・牛来（1997））

※：東北日本周辺について，周藤・牛来（1997）は，Yoshii(1979)による

P波速度構造を参照している。

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p34 再掲



21

■Yoshii（1979） ■岩手県沖のP波速度構造（武藤・大園（2012））※

• 土木学会（2002）が引用しているYoshii(1979)のP波速度構造と，同じ岩手県沖における地震波探査で得られたP波速度構造（武藤・大園（2012））を
比較した結果，上部地殻と下部地殻，下部地殻と上部マントルの各境界深さは整合的であることを確認した。

断面位置（中央部）（Yoshii(1979)）

P波速度構造（Yoshii(1979)）

断面位置（武藤・大園（2012））※

P波速度構造（武藤・大園（2012）)※

※：陸域の速度構造はIwasaki et al.(2001)，背弧側は西坂（2001），三陸沖は

Takahashi et al.(2004)によって公表された速度構造を統合したもの。

３．特性化モデルの設定に関する知見

３．３ 剛性率②

以上の知見から，連動型地震の断層面は深さ20km以浅と以深を跨ぐことを考慮し，浅部と深部の中間的値である5.0×1010（N/㎡）を採用した。

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p35 再掲
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．４ 大すべり域・超大すべり域：内閣府（2012）

• 内閣府（2012a）では，2011年東北地方太平洋沖地震，2010年チリ地震，2004年スマトラ地震といった世界の巨大地震の解析事例の調査に基づき，
津波断層モデルにおける大すべり域の面積等に関する特徴を整理し，南海トラフの巨大地震の津波断層モデルに，各領域を以下のとおり設定し
ている。

 大すべり域：津波断層の平均すべり量の２倍，全体面積の20％程度（超大すべり域を含む）

 超大すべり域：津波断層の平均すべり量の４倍，全体面積の５％程度

津波断層モデルにおける大きなすべり領域の割合（内閣府（2012a））

【2011年東北地方太平洋沖地震】 【国外で発生したM９以上の既往地震】

【南海トラフで発生した既往地震】

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-2 p51 再掲
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３．特性化モデルの設定に関する知見

３．４ 大すべり域・超大すべり域：杉野ほか（2014）

• 杉野ほか（2014）では，2011年東北地方太平洋沖地震，1952年カムチャッカ地震，1960年チリ地震，2004年スマトラ地震といった世界の巨大地震
の解析事例の調査に基づき，津波断層モデルにおける大すべり域の面積等に関する特徴を整理し，以下のとおり，地震規模毎の空間的すべり分
布の設定方法を示している。

微視的波源特性に係る波源領域内の空間的すべり分布の設定方法（杉野ほか（2014））
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４．南海トラフの巨大地震モデル（津波断層モデル）の分析

４．１ 説明の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５

４．２ 津波断層面の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６

４．３ 大すべり域・超大すべり域の面積比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７
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４．南海トラフの巨大地震モデル（津波断層モデル）の分析

４．１ 説明の概要

• 宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルの大すべり域・超大すべり域は，世界の巨大地震の解析事例調査結果等を踏まえた
内閣府（2012a）の知見に基づき設定している。

• 内閣府（2012a）が検討した南海トラフの巨大地震モデル（津波断層モデル）の大すべり域，超大すべり域について，津波断層面に占める割合（面積
比率）について分析を行った。なお，分析は，大すべり域，超大すべり域を１つ設定した基本的な検討ケースのうち南海トラフのほぼ中央に大すべり
域・超大すべり域を配置したケース③：「紀伊半島沖～四国沖」を用いた。

 大すべり域：平均すべり量の２倍，全体面積（超大すべり域も含む）の20％程度

 超大すべり域：平均すべり量の４倍，全体面積の５%程度

ケース③：紀伊半島沖～四国沖に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

（内閣府（2012a）に一部加筆）

宮城県沖の大すべり域の

破壊特性を考慮した

特性化モデル

：大すべり域

：超大すべり域

：大すべり域（平均すべり量の２倍）

：遷移領域（平均すべり量の３倍）

：超大すべり域（平均すべり量の４倍）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p30 一部修正
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• 津波断層面は，３次元的に複雑な曲面構造を持つ断層面を約5km 四方の小断層（総数：5669（分岐断層を除く））で近似し，設定している。

• すべり分布は，小断層を約20km四方にグループ化（総数：298）し，各グループのすべり量を同一に与えている。なお，各小断層のすべり量は，
フィリピン海プレートの沈み込み速度に対応するよう配分している。

４．南海トラフの巨大地震モデル（津波断層モデル）の分析

４．２ 津波断層面の設定

津波断層面の設定

（内閣府（2012a）に一部加筆）

プレート速度に対応した津波断層面のすべり量の配分

（内閣府（2012a））

主部断層

浅部領域

領域 断層面積

主部断層 109,725（km2）

浅部領域 34,655（km2）

津波断層面（合計） 144,379（km2）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p31 再掲
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• ケース③：「紀伊半島沖～四国沖」の大すべり域，超大すべり域の面積比率を以下に示す。

４．南海トラフの巨大地震モデル（津波断層モデル）の分析

４．３ 大すべり域・超大すべり域の面積比率

領域
各領域の断層面積

（A）
津波断層面の
断層面積（B）

面積比率
（A）/（B）

大すべり域 28,814（km2）※ 144,379（km2） 20.0（%）

超大すべり域 6,546（km2） 144,379（km2） 4.5（%）

ケース③：紀伊半島沖～四国沖に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

（内閣府（2012a）に一部加筆）

：大すべり域（平均すべり量の２倍）

：遷移領域（平均すべり量の３倍）

：超大すべり域（平均すべり量の４倍）

※：遷移領域，超大すべり域の断層面積を含む。

各領域の面積比率

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p32 再掲
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５．再現解析条件

５．１ 計算条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９

５．２ 計算領域とその水深 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０
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B領域 C領域 D領域 E領域 F領域 G領域 H領域

空間格子間隔Δs 2.5 km
833 m

(2500/3)
278 m

(2500/9)
93 m

(2500/27)
31 m

(2500/81)
10m

(2500/243)
5m

(2500/486)

時間格子間隔Δt 0.1秒

基礎方程式 線形長波式 非線形長波式（浅水理論）

沖側境界条件 自由透過 外側の大格子領域と水位・流量を接続

陸側境界条件 完全反射
完全反射

（海底露出を考慮）
小谷ほか（1998）の遡上境界条件

初期海面変動 波源モデルを用いてMansinha and Smylie(1971)の方法により計算される鉛直変位を海面上に与える

海底摩擦 考慮しない マニングの粗度係数n = 0.03m-1/3/s（土木学会（2002）より）

水平渦動粘性係数 考慮しない

潮位条件 T.P.-0.4m（地震発生時の潮位）

計算再現時間 地震発生後4時間

領域
項目

５．再現解析条件

５．１ 計算条件

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p37 再掲
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標高

水深

標高

水深

標高

水深B領域～E領域
E領域（93m）～F領域（31m）

G領域（10m）～H領域（5m）

H領域（5m）

E領域

F領域

５．再現解析条件

５．２ 計算領域とその水深

第185回審査会合（H27.1.23）

資料1-3 p38 再掲
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６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討 ・・・・・・ ３７
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６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討：検討方針

資料１－１ p106 再掲

• 港湾部の防波堤有りの地形で選定した大すべり域・超大すべり域の位置が，防波堤が無い場合でも選定位置として妥当であるかを確認するため，各モデル
の水位上昇側・下降側決定ケース，並びにその前後ケースを対象に，防波堤が無い地形を用いてパラメータスタディを実施した。

• 次頁以降に解析結果を示す。

位置 備考

水位上昇側

北へ約40km移動

北へ約30km移動 選定位置

北へ約20km移動

水位下降側

南へ約50km移動

南へ約60km移動 選定位置

南へ約70km移動

位置 備考

水位上昇側

北へ約10km移動

基準位置 選定位置

南へ約10km移動

水位下降側

南へ約30km移動

南へ約40km移動 選定位置

南へ約50km移動

■広域の津波特性を考慮した特性化モデル ■宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル

水位上昇側
（選定位置：北へ約30km移動）

水位下降側
（選定位置：南へ約60km移動）

水位上昇側
（選定位置：基準位置）

水位下降側
（選定位置：南へ約40km移動）
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10

15

20

25

0 100 200 300 400 500 600

最
大
水
位
上
昇
量

(

m)

距 離 (m)

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

北へ約40km移動 北へ約30km移動 北へ約20km移動
-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約50km移動 南へ約60km移動 南へ約70km移動

水位上昇側（防波堤無し） 水位下降側（防波堤無し）

：敷地前面

：１号取水口前面

：２号取水口前面

：３号取水口前面

：１号放水口前面

：２・３号放水口前面

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：２号取水口前面

敷地前面における最大水位上昇量の比較

最大水位上昇量分布

（北へ約30km移動，防波堤無し）
最大水位上昇量分布

（北へ約40km移動，防波堤無し）

：北へ約30km移動（防波堤無し）
：北へ約40km移動（防波堤無し）

比較範囲

0m

約630m

比較範囲

0m

約630m

• 大すべり域・超大すべり域の位置の選定に与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁に示す。

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討：広域の津波特性を考慮した特性化モデル①

■検討結果

資料１－１ p108 再掲
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超大すべり域の位置 敷地前面
1号取水口

前面
2号取水口

前面
3号取水口

前面
1号放水口

前面
2・3号放水口

前面

北へ約４0km移動 18.98（南側） 17.32 17.31 17.29 16.67 16.26 

北へ約30km移動 18.87（北側） 17.41 17.43 17.34 16.71 16.39 

北へ約20km移動 18.17（北側） 17.19 17.22 16.96 16.34 16.28 

超大すべり域の位置 2号取水口前面

南へ約50km移動 -9.49 

南へ約60km移動 -9.802 

南へ約70km移動 -9.801 

【水位上昇側（最大水位上昇量）】

【水位下降側（最大水位下降量）】

基準位置 検討地形：港湾部の防波堤無し

：超大すべり域の位置

（単位：m）

（単位：m）

■解析結果

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討：広域の津波特性を考慮した特性化モデル②
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-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約30km移動 南へ約40km移動 南へ約50km移動
10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

北へ約10km移動 基準位置 南へ約10km移動

水位上昇側（防波堤無し） 水位下降側（防波堤無し）

：敷地前面

：１号取水口前面

：２号取水口前面

：３号取水口前面

：１号放水口前面

：２・３号放水口前面

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：２号取水口前面

• 大すべり域・超大すべり域の位置の選定に与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁に示す。

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討：宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル①

■検討結果

資料１－１ p109 再掲
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超大すべり域の位置 敷地前面
1号取水口

前面
2号取水口

前面
3号取水口

前面
1号放水口

前面
2・3号放水口

前面

北へ約10km移動 13.44（北側） 11.94 12.25 12.01 10.60 10.72 

基準 13.75（北側） 12.35 12.48 12.40 10.96 11.06 

南へ約10km移動 13.44（北側） 11.95 12.28 12.13 10.78 10.79 

超大すべり域の位置 2号取水口前面

南へ約30km移動 -9.40 

南へ約40km移動 -9.44 

南へ約50km移動 -9.24 

【水位上昇側（最大水位上昇量）】

【水位下降側（最大水位下降量）】

基準位置
検討地形：港湾部の防波堤無し

：大すべり域・

超大すべり域の位置

（単位：m）

■解析結果

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．１ 港湾部の防波堤の有無に関する影響検討：宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル②

（単位：m）
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６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：検討方針

• 選定した大すべり域・超大すべり域の位置を基に基準断層モデルを設定し破壊開始点の不確かさを考慮することの妥当性を確認するため，各モデルの
水位上昇側・下降側決定ケース，並びにその前後ケースを対象に，防波堤有りの地形を用いて破壊開始点を考慮したパラメータスタディを実施した。次頁
以降に解析結果を示す。

• あわせて，防波堤無しの地形を用いた検討結果についても次頁以降に示す。

■広域の津波特性を考慮した特性化モデル ■宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル

位置 備考

水位上昇側

北へ約40km移動

北へ約30km移動 選定位置

北へ約20km移動

水位下降側

南へ約50km移動

南へ約60km移動 選定位置

南へ約70km移動

位置 備考

水位上昇側

北へ約10km移動

基準位置 選定位置

南へ約10km移動

水位下降側

南へ約30km移動

南へ約40km移動 選定位置

南へ約50km移動

水位上昇側
（選定位置：北へ約30km移動）

水位下降側
（選定位置：南へ約60km移動）

水位上昇側
（選定位置：基準位置）

水位下降側
（選定位置：南へ約40km移動）

・破壊伝播速度：2.0（km/s）
・ライズタイム：60（s）

・破壊伝播速度：2.0（km/s）
・ライズタイム：60（s）

・破壊伝播速度：2.0（km/s）
・ライズタイム：60（s）

・破壊伝播速度：2.0（km/s）
・ライズタイム：60（s）

資料１－１ p110 再掲



38６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）①

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約50km移動 南へ約60km移動 南へ約70km移動

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

北へ約40km移動 北へ約30km移動 北へ約20km移動

• 発電所の津波高さに与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁に示す。

水位上昇側（防波堤有り） 水位下降側（防波堤有り）

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：敷地前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：１号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：３号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：１号放水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：２・３号放水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））
：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

■検討結果

資料１－１ p111 再掲
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敷地前面 1号取水口前面 2号取水口前面 3号取水口前面 1号放水口前面 2・3号放水口前面

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

基準
（同時破壊）

18.22 18.42 18.19 17.21 17.33 17.15 17.18 17.32 17.15 17.00 17.15 17.01 15.95 16.04 15.84 16.02 16.20 16.12 

P1 14.44 14.59 14.43 13.10 13.56 13.44 13.20 13.75 13.71 13.16 13.72 13.70 13.07 13.32 13.00 12.87 13.28 13.11 

P2 14.46 14.78 15.19 13.19 13.56 13.95 13.16 13.70 14.20 13.08 13.60 14.13 13.26 13.66 13.82 13.04 13.42 13.65 

P3 15.93 15.85 16.24 13.47 13.87 14.70 13.55 13.96 14.80 13.83 14.17 14.85 13.21 13.51 14.04 13.15 13.33 14.15 

P4 15.21 15.51 15.19 14.15 14.02 13.59 14.16 14.16 13.75 14.17 14.18 13.73 13.43 13.38 12.96 13.16 13.22 12.94 

P5 16.55 15.53 14.46 13.93 13.80 13.50 13.98 13.88 13.67 14.03 14.00 13.79 12.89 12.88 12.59 13.47 13.09 12.93 

P6 16.30 16.70 17.37 15.15 16.07 16.60 15.16 16.09 16.63 14.91 15.79 16.46 13.81 14.68 15.25 13.82 14.71 15.49 

【最大水位上昇量】 （単位：m）

北へ約40km移動 検討地形：港湾部の防波堤有り

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

北へ約30km移動

（選定位置）

北へ約20km移動

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）②

■解析結果：最大水位上昇量
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2号取水口前面

南へ約50km移動 南へ約60km移動 南へ約70km移動

基準
（同時破壊）

-9.05 -9.18 -9.14 

P1 -8.51 -8.51 -8.48 

P2 -7.67 -7.46 -7.25 

P3 -7.52 -6.96 -6.74 

P4 -8.74 -8.67 -8.61 

P5 -7.88 -7.74 -7.63 

P6 -7.81 -7.20 -6.92 

【最大水位下降量】 （単位：m）

南へ約50km移動 検討地形：港湾部の防波堤有り

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

南へ約60km移動

（選定位置）

南へ約70km移動

■解析結果：最大水位下降量

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）③



41６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）①

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約30km移動 南へ約40km移動 南へ約50km移動
10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

北へ約10km移動 基準位置 南へ約10km移動

水位上昇側（防波堤有り） 水位下降側（防波堤有り）

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：敷地前面（破壊開始点：P5）

：１号取水口前面（破壊開始点：P5）

：２号取水口前面（破壊開始点：P5）

：３号取水口前面（破壊開始点：P5）

：１号放水口前面（破壊開始点：P5）

：２・３号放水口前面（破壊開始点：P5）
：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

• 発電所の津波高さに与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁以降に示す。

■検討結果

資料１－１ p112 再掲
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敷地前面 1号取水口前面 2号取水口前面 3号取水口前面 1号放水口前面 2・3号放水口前面

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

基準
（同時破壊）

13.19 13.55 13.20 11.70 12.06 11.69 11.68 12.11 11.77 11.64 12.03 11.79 9.93 10.20 10.03 10.73 11.20 10.76 

P1 12.65 12.69 11.99 11.14 11.16 10.49 11.11 11.16 10.57 11.05 11.12 10.57 9.28 9.32 8.80 9.95 9.97 9.17 

P2 12.51 12.82 12.50 10.90 11.24 10.86 10.87 11.23 10.96 10.85 11.17 10.94 9.08 9.35 9.14 9.59 9.98 9.61 

P3 12.37 13.01 12.93 10.87 11.53 11.43 10.85 11.49 11.48 10.81 11.41 11.42 9.07 9.63 9.62 9.62 10.35 10.33 

P4 13.53 13.57 13.05 12.16 12.26 11.72 12.20 12.29 11.73 12.15 12.29 11.83 10.36 10.50 10.27 11.47 11.57 10.84 

P5 13.92 14.48 14.31 12.69 13.12 12.90 12.66 13.18 12.93 12.73 13.26 13.02 11.03 11.43 11.34 12.08 12.49 12.27 

P6 13.32 14.06 14.13 12.10 12.83 12.85 12.10 12.84 12.83 12.08 12.82 12.84 10.44 11.04 11.09 11.43 12.19 12.11 

【最大水位上昇量】 （単位：m）

北へ約10km移動 検討地形：港湾部の防波堤有り

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

基準

（選定位置）

南へ約10km移動

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）②

■解析結果：最大水位上昇量
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2号取水口前面

南へ約30km移動 南へ約40km移動 南へ約50km移動

基準
（同時破壊）

-9.31 -9.35 -9.19 

P1 -8.45 -8.50 -8.45 

P2 -8.04 -8.05 -8.06 

P3 -7.98 -8.01 -8.06 

P4 -8.14 -8.17 -8.21 

P5 -8.19 -8.39 -8.43 

P6 -8.60 -8.77 -8.84 

【最大水位下降量】 （単位：m）

検討地形：港湾部の防波堤有り

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

南へ約30km移動 南へ約40km移動

（選定位置）

南へ約50km移動

■解析結果：最大水位下降量

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤有り）③
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-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約50km移動 南へ約60km移動 南へ約70km移動
15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

北へ約40km移動 北へ約30km移動 北へ約20km移動

水位上昇側（防波堤無し） 水位下降側（防波堤無し）

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：敷地前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：１号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：３号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：１号放水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

：２・３号放水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））
：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

10

15

20

25

0 100 200 300 400 500 600

最
大
水
位
上
昇
量

(

m)

距 離 (m)

敷地前面における最大水位上昇量の比較

最大水位上昇量分布

（北へ約30km移動，防波堤無し）
最大水位上昇量分布

（北へ約40km移動，防波堤無し）

：北へ約30km移動（防波堤無し）
：北へ約40km移動（防波堤無し）

比較範囲

0m

約630m

比較範囲

0m

約630m

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）①

• 発電所の津波高さに与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁以降に示す。

■検討結果
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敷地前面 1号取水口前面 2号取水口前面 3号取水口前面 1号放水口前面 2・3号放水口前面

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

北へ
約40km
移動

北へ
約30km
移動

北へ
約20km
移動

基準
（同時破壊）

18.98 18.87 18.17 17.32 17.41 17.19 17.31 17.43 17.22 17.29 17.34 16.96 16.67 16.71 16.34 16.26 16.39 16.28 

P1 15.28 15.07 14.33 13.33 13.58 13.44 13.20 13.50 13.44 12.80 13.31 13.40 13.14 13.18 12.95 12.82 13.19 13.13 

P2 15.43 16.45 15.70 13.56 13.82 14.05 13.93 13.67 14.00 13.40 13.36 13.77 13.07 13.56 13.80 12.82 13.40 13.82 

P3 17.54 15.77 16.44 14.79 13.86 14.59 15.20 14.26 14.58 14.64 14.08 14.82 13.33 13.81 14.44 13.21 13.69 14.32 

P4 16.25 16.65 15.87 13.99 13.76 13.50 14.47 14.02 13.59 14.09 14.11 13.69 14.26 14.28 13.72 13.65 13.74 13.35 

P5 17.36 16.68 14.67 15.03 14.19 13.40 15.55 14.62 13.42 14.98 14.15 13.48 13.68 13.66 13.10 13.30 13.39 13.10 

P6 17.63 17.57 17.69 14.92 15.87 16.47 15.43 16.16 16.71 15.17 16.08 16.59 14.61 15.42 15.74 14.22 14.99 15.44 

【最大水位上昇量】 （単位：m）

北へ約40km移動 検討地形：港湾部の防波堤無し

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

北へ約30km移動

（選定位置）

北へ約20km移動

■解析結果：最大水位上昇量

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）②
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2号取水口前面

南へ約50km移動 南へ約60km移動 南へ約70km移動

基準
（同時破壊）

-9.49 -9.802 -9.801 

P1 -8.61 -8.67 -8.66 

P2 -7.81 -7.47 -7.27 

P3 -7.41 -6.88 -6.54 

P4 -9.03 -8.94 -8.91 

P5 -8.53 -7.87 -7.77 

P6 -7.70 -7.21 -6.87 

【最大水位下降量】 （単位：m）

■解析結果：最大水位下降量

南へ約50km移動

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

南へ約60km移動

（選定位置）

南へ約70km移動 検討地形：港湾部の防波堤無し

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
広域の津波特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）③
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11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

北へ約10km移動 基準位置 南へ約10km移動
-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

南へ約30km移動 南へ約40km移動 南へ約50km移動

水位上昇側（防波堤無し） 水位下降側（防波堤無し）

最
大
水
位
上
昇
量

（m）

最
大
水
位
下
降
量

（m）

：敷地前面（破壊開始点：P5）

：１号取水口前面（破壊開始点：P5）

：２号取水口前面（破壊開始点：P5）

：３号取水口前面（破壊開始点：P5）

：１号放水口前面（破壊開始点：P5）

：２・３号放水口前面（破壊開始点：P5）
：２号取水口前面（破壊開始点：基準（同時破壊））

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）①

• 発電所の津波高さに与える影響（傾向）に有意な差は認められないことを確認した。

• 解析結果を次頁以降に示す。

■検討結果
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敷地前面 1号取水口前面 2号取水口前面 3号取水口前面 1号放水口前面 2・3号放水口前面

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

北へ
約10km
移動

基準
南へ

約10km
移動

基準
（同時破壊）

13.44 13.75 13.44 11.94 12.35 11.95 12.25 12.48 12.28 12.01 12.40 12.13 10.60 10.96 10.78 10.72 11.06 10.79 

P1 12.73 12.81 12.25 11.41 11.43 10.83 11.70 11.73 10.89 11.42 11.47 10.87 9.92 9.97 9.50 10.07 10.09 9.63 

P2 12.49 12.94 12.52 11.24 11.52 11.26 11.43 11.79 11.47 11.19 11.51 11.29 9.71 9.97 9.82 9.86 10.08 9.93 

P3 12.39 13.25 13.19 11.22 11.79 11.72 11.36 12.07 12.05 11.15 11.82 11.81 9.71 10.27 10.31 9.89 10.43 10.44 

P4 13.65 13.98 13.17 12.38 12.45 11.73 12.52 12.66 12.07 12.52 12.69 12.11 11.17 11.32 10.92 11.25 11.36 10.88 

P5 14.31 14.94 14.88 12.77 13.18 12.91 13.04 13.56 13.31 13.03 13.55 13.37 11.81 12.25 12.09 11.84 12.22 12.03 

P6 13.38 14.44 14.55 12.26 13.00 12.95 12.43 13.27 13.28 12.45 13.20 13.25 11.18 11.83 11.88 11.26 11.91 11.90 

【最大水位上昇量】 （単位：m）

北へ約10km移動

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

基準

（選定位置）

南へ約10km移動 検討地形：港湾部の防波堤無し

■解析結果：最大水位上昇量

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）②
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2号取水口前面

南へ約30km移動 南へ約40km移動 南へ約50km移動

基準
（同時破壊）

-9.40 -9.44 -9.24 

P1 -8.48 -8.36 -8.15 

P2 -7.91 -7.79 -7.68 

P3 -8.12 -7.93 -7.87 

P4 -7.51 -7.47 -7.55 

P5 -8.14 -8.12 -8.14 

P6 -8.69 -8.55 -8.64 

【最大水位下降量】 （単位：m）

：破壊開始点位置

破壊伝播速度：2.0（km/s）

ライズタイム：60（s）

南へ約30km移動 南へ約40km移動

（選定位置）

南へ約50km移動 検討地形：港湾部の防波堤無し

■解析結果：最大水位下降量

６．宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置に関する追加検討

６．２ 大すべり域・超大すべり域と破壊開始点の位置関係に関する影響検討：
宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル（防波堤無し）③
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７．１ 検討方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１

７．２ 検討結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２

７．波源特性の不確かさのうちライズタイムが津波高さに与える影響
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• 特性化モデルの設定値（60（s））は，国内外の巨大地震のライズタイムよりも短く設定しているが，さらに短くなった場合の津波高さに与える影響を定量
的に把握することを目的に（影響検討用として），以下のとおり検討を実施した。

７．波源特性の不確かさのうちライズタイムが津波高さに与える影響

７．１ 検討方針

地震 ライズタイム 備考

3.11地震 210～300（s）
大きなすべりを生じた領域における破壊
開始から破壊終了までの時間

2004年スマトラ～アンダマン地震 180（s）
各断層ブロックの破壊開始から破壊
終了までの時間

2010年チリ地震 －

特性化モデルの設定値 60（s） 破壊開始点ケース※：約140～160（s）

■国内外で発生した巨大地震のライズタイムに関する知見

※：大すべり域・超大すべり域が破壊終了する時間（破壊伝播速度：2.0（km/s）で算定）

■パラメータスタディ範囲の設定

項目 基本ケース
パラメータスタディ
（追加検討ケース）

備考

ライズタイム 60（s）

90，120，180，300（s）
破壊開始点ケース※：
約170～190（s），約200～220（s），
約260～280（s），約380～400（s）

30（s）（影響検討用）
破壊開始点ケース※：
約110～130（s）

項 目 ライズタイムの影響把握

破壊開始点 3.11地震の震源位置（P0）

破壊伝播速度 2.0（km/s）

ライズタイム
60，90，120，180，300（s）

30（s）：影響検討用

波源モデル

■検討方法

○：破壊開始点（同心円状に破壊）

宮城県沖の大すべり域の

破壊特性を考慮した

特性化モデル

広域の津波特性を

考慮した特性化モデル
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７．波源特性の不確かさのうちライズタイムが津波高さに与える影響

７．２ 検討結果：水位分布

• 水位上昇側：ライズタイムを基本ケースからさらに短くすると津波高さは上昇するが，その影響は，
破壊開始点の不確かさよりも小さいことを確認した。

• 水位下降側：ライズタイムを基本ケースからさらに短くすると津波高さは下降するが，その影響は，
破壊開始点の不確かさよりも小さいことを確認した。

：180（s）
：300（s）
：破壊開始点の不確かさ

最大・最小ケース

：30（s）（影響検討用）
：60（s）（基本ケース）
：90（s）
：120（s）
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８．１ 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４

８．２ 基準断層モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５

８．３ 波源特性の不確かさの考慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７

８．水位下降側の検討における参考データ
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８．水位下降側の検討における参考データ

８．１ 概要

２号取水口前面

（参考）１号取水口前面
（参考）３号取水口前面

評価項目
取水口前面

２号 １号 ３号

津波水位 ○ 参考データ 参考データ

津波水位の評価位置

• 各基準断層モデルの設定，ならびに波源特性の不確かさを考慮した解析の水位下降側の評価のうち参考データとして，１号取水口前面，３号取水口前面
の解析結果を次頁以降に示す。

【水位下降側】



55８．水位下降側の検討における参考データ

８．２ 基準断層モデル

広域の津波特性を考慮した特性化モデル 宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル

基準断層モデル① 基準断層モデル② 基準断層モデル③

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

• 3.11地震から得られた知見を踏まえ，広域の津波特性をモデルに反映する観点から，3.11地震を上回る規模の基準断層モデルを設定した。

• 次頁に各モデルの計算結果を示す。

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

資料１－１ p140 再掲
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２号取水口
前面

備考
（大すべり域・超大
すべり域の位置）

広域の津波特性
を考慮した特性
化モデル

基準断層モデル①-1 -8.61 北へ約30km移動

基準断層モデル①-2 -9.18 南へ約60km移動

宮城県沖の大す
べり域の破壊特
性を考慮した特
性化モデル

基準断層モデル②-1 -7.72 基準

基準断層モデル②-2 -8.96 南へ約40km移動

基準断層モデル③-1 -8.98 基準

基準断層モデル③-2 -8.78 南へ約40km移動

８．水位下降側の検討における参考データ

８．２ 基準断層モデル：計算結果（最大水位下降量）

（単位：m）

（参考）
１号取水口

前面

（参考）
３号取水口

前面

-8.53 -8.63 

-9.16 -9.21 

-7.82 -7.75

-8.81 -9.03

-8.80 -9.01

-8.59 -8.80
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• 各基準断層モデルについて，破壊開始点の不確かさを考慮した津波予測計算を実施し，発電所の津波高さに与える影響が大きい破壊開始点を抽出する。

基準断層モデル① 基準断層モデル② 基準断層モデル③

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．１ 破壊開始点の不確かさを考慮した津波予測計算：検討内容

資料１－１ p161 再掲
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【基準断層モデル①-1（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.61 追加検討

P1 -8.86 追加検討

P2 -9.63 追加検討

P3 -9.66 追加検討

P4 -8.85 追加検討

P5 -9.74 追加検討

P6 -9.97 
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース
追加検討

【基準断層モデル①-2（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）】

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -9.18 追加検討

P1 -8.51 追加検討

P2 -7.46 追加検討

P3 -6.96 追加検討

P4 -8.67 
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース
追加検討

P5 -7.74 追加検討

P6 -7.20 追加検討

（単位：（m））

（単位：（m））

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.53 -8.63 

-8.73 -8.86 

-9.69 -9.65 

-9.72 -9.70 

-8.76 -8.85 

-9.76 -9.76 

-10.03 -9.93 

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-9.16 -9.21 

-8.36 -8.52 

-7.38 -7.42 

-7.02 -6.97 

-8.51 -8.67 

-7.73 -7.67 

-7.17 -7.18 

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．１ 破壊開始点の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル①
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【基準断層モデル②-1（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -7.72

P1 -7.73

P2 -8.28

P3 -8.61

P4 -8.35

P5 -9.42
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース

P6 -9.07

【基準断層モデル②-2（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）】

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.96 追加検討

P1 -8.44
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース
追加検討

P2 -8.08 追加検討

P3 -7.91 追加検討

P4 -8.23 追加検討

P5 -8.15 追加検討

P6 -8.36 追加検討

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-7.82 -7.75

-7.80 -7.67

-8.26 -8.28

-8.53 -8.60

-8.33 -8.32

-9.40 -9.46

-8.98 -9.07

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.81 -9.03

-8.31 -8.48

-7.96 -8.11

-7.88 -7.91

-8.09 -8.22

-8.07 -8.07

-8.28 -8.36

（単位：（m））

（単位：（m））

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．１ 破壊開始点の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル②
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【基準断層モデル③-1（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.98

P1 -8.70

P2 -8.46

P3 -8.46

P4 -8.39

P5 -8.94
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース

P6 -8.79

【基準断層モデル③-2（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）】

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点位置

（破壊伝播速度：2.0(km/s)）

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.78 追加検討

P1 -8.41 追加検討

P2 -8.30 追加検討

P3 -8.37 追加検討

P4 -8.27 追加検討

P5 -8.65 追加検討

P6 -8.82
破壊伝播速度の
不確かさ考慮ケース
追加検討

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.80 -9.01

-8.48 -8.71

-8.24 -8.44

-8.43 -8.49

-8.20 -8.28

-8.89 -8.93

-8.69 -8.78

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.59 -8.80

-8.26 -8.44

-8.22 -8.31

-8.28 -8.37

-8.20 -8.28

-8.52 -8.71

-8.67 -8.83

（単位：（m））

（単位：（m））

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．１ 破壊開始点の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル③
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基準断層モデル① 基準断層モデル② 基準断層モデル③

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

（破壊開始点：P6）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

（破壊開始点：P4）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

（破壊開始点：P5）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

（破壊開始点：P1）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

（破壊開始点：P5）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

（破壊開始点：P6）

• 破壊開始点の不確かさを考慮した検討結果を踏まえた以下のケースを対象に破壊伝播速度の不確かさを考慮した津波予測計算を実施する。

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．２ 破壊伝播速度の不確かさを考慮した津波予測計算：検討内容

資料１－１ p169 再掲
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【基準断層モデル①-1（超大すべり域の位置：北へ約30km移動，破壊開始点位置：P6）】

【基準断層モデル①-2（超大すべり域の位置：南へ約60km移動，破壊開始点位置：P4）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.61 追加検討

1.0（km/s） -10.22 
決定ケース
追加検討

1.5（km/s） -10.14 追加検討

2.0（km/s） -9.97 追加検討

2.5（km/s） -9.79 追加検討

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -9.18 追加検討

1.0（km/s） -8.61 追加検討

1.5（km/s） -8.37 追加検討

2.0（km/s） -8.67 追加検討

2.5（km/s） -8.82 追加検討

破壊開始点位置(P6)

破壊開始点位置（P4）

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.53 -8.63 

-10.24 -10.12 

-10.16 -10.04 

-10.03 -9.93 

-9.81 -9.79 

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-9.16 -9.21 

-8.45 -8.67 

-8.25 -8.37 

-8.51 -8.67 

-8.64 -8.85 

（単位：（m））

（単位：（m））

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．２ 破壊伝播速度の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル①
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破壊開始点位置(P5)

破壊開始点位置（P1）

【基準断層モデル②-1（大すべり域・超大すべり域の位置：基準，破壊開始点位置：P5）】

【基準断層モデル②-2（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動，破壊開始点位置：P1）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -7.72

1.0（km/s） -10.38 
決定ケース
追加検討

1.5（km/s） -9.89 追加検討

2.0（km/s） -9.42 

2.5（km/s） -9.08 追加検討

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.96 追加検討

1.0（km/s） -8.13 追加検討

1.5（km/s） -8.34 追加検討

2.0（km/s） -8.44 追加検討

2.5（km/s） -8.55 追加検討

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-7.82 -7.75

-10.35 -10.23 

-9.87 -9.88 

-9.40 -9.46 

-9.04 -9.10 

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.81 -9.03

-7.98 -8.11 

-8.21 -8.37 

-8.31 -8.48 

-8.38 -8.60 

（単位：（m））

（単位：（m））

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．２ 破壊伝播速度の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル②
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破壊開始点位置(P5)

破壊開始点位置（P6）

【基準断層モデル③-1（大すべり域・超大すべり域の位置：基準，破壊開始点位置：P5）】

【基準断層モデル③-2（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動，破壊開始点位置：P6）】

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.98

1.0（km/s） -9.78 
決定ケース
追加検討

1.5（km/s） -9.23 追加検討

2.0（km/s） -8.94 

2.5（km/s） -8.76 追加検討

破壊開始点 2号取水口前面 備考

基準（同時破壊） -8.78 追加検討

1.0（km/s） -9.20 追加検討

1.5（km/s） -8.93 追加検討

2.0（km/s） -8.82 追加検討

2.5（km/s） -8.73 追加検討

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.80 -9.01

-9.73 -9.77 

-9.21 -9.23 

-8.89 -8.93 

-8.75 -8.81 

（参考）
1号取水口前面

（参考）
3号取水口前面

-8.59 -8.80

-9.09 -9.25 

-8.79 -8.97 

-8.67 -8.83 

-8.58 -8.76 

（単位：（m））

（単位：（m））

８．水位下降側の検討における参考データ ８．３ 波源特性の不確かさの考慮

８．３．２ 破壊伝播速度の不確かさを考慮した津波予測計算：基準断層モデル③
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９．１ 検討方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６

９．２ 検討ケースの抽出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７

９．３ 検討結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８

９．４ まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討



66
９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．１ 検討方針

• 各評価位置における水位上昇側・水位下降側の決定ケースを抽出し，港湾部の防波堤の有無に関する検討を実施する。

【評価フロー】

防波堤の有無に関する検討

津波予測計算結果の整理

【評価の内容】

水位上昇側：最大水位上昇量

水位下降側：最大水位下降量

各評価位置における決定ケースを対象に
実施
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モデル

大すべり
域・超大す
べり域の

位置

波源特性の不確かさ 最大水位上昇量（m）

備考破壊
開始点

破壊伝播
速度

敷地
前面

１号
取水口
前面

２号
取水口
前面

３号
取水口
前面

１号
放水口
前面

２・３号
放水口
前面

広域の津波特性を
考慮した特性化モデ
ル

基準断層モデル①-1
北へ

約30km
移動

基準
（同時破壊）

基準
（同時破壊）

18.42
（北側）

17.33 17.32 17.15 16.04 16.20 

宮城県沖の大すべり
域の破壊特性を考
慮した特性化モデル

基準断層モデル②-1 基準 P5 1.0（km/s）
18.86

（北側）
17.03 17.40 17.55 15.50 15.34 

基準断層モデル③-1 基準
基準

（同時破壊）
基準

（同時破壊）

21.58
（北側）

18.85 19.50 19.60 16.46 17.16 検討ケース

• 各基準断層モデルの水位上昇側・水位下降側の決定ケースを以下に示す。

• 各評価位置における決定ケースを対象に，港湾部の防波堤の有無に関する検討を実施する。

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．２ 検討ケースの抽出

モデル

大すべり
域・超大す
べり域の

位置

波源特性の不確かさ ２号取水口前面

備考破壊
開始点

破壊伝播
速度

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

広域の津波特性を
考慮した特性化モデ
ル

基準断層モデル①-1
北へ

約30km
移動

P6 1.0（km/s） -10.22 2.6

宮城県沖の大すべ
り域の破壊特性を考
慮した特性化モデル

基準断層モデル②-1 基準 P5 1.0（km/s） -10.38 2.6 検討ケース

基準断層モデル③-1 基準 P5 1.0（km/s） -9.78 2.9

【水位上昇側】

【水位下降側】

（参考）１号取水口前面 （参考）３号取水口前面

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

-10.24 3.4 -10.12 3.1

-10.35 3.5 -10.23 3.2

-9.73 4.0 -9.77 3.5
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モデル
大すべり域・超大
すべり域の位置

波源特性の不確かさ

破壊開始点 破壊伝播速度

宮城県沖の大すべり域
の破壊特性を考慮した
特性化モデル

基準断層モデル
③-1

基準
基準

（同時破壊）
基準

（同時破壊）

最大水位上昇量（m）

備考
敷地前面

１号取水口
前面

２号取水口
前面

３号取水口
前面

１号放水口
前面

２・３号放水口
前面

防波堤有り 21.58 18.85 19.50 19.60 16.46 17.16

防波堤無し 20.64 18.80 19.27 19.84 17.81 17.25

■検討波源

■津波予測計算結果

すべり量分布

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．３ 検討結果：水位上昇側
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モデル
大すべり域・超大
すべり域の位置

波源特性の不確かさ

破壊開始点 破壊伝播速度

宮城県沖の大すべり域
の破壊特性を考慮した
特性化モデル

基準断層モデル
②-1

基準 P5 1.0（km/s）

■検討波源

■津波予測計算結果

すべり量分布，破壊開始点位置

２号取水口前面

備考
最大水位

下降量（m）
継続時間

（分）

防波堤有り -10.38 2.6 追加検討

防波堤無し -11.35 2.6 追加検討

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．３ 検討結果：水位下降側

（参考）１号取水口前面 （参考）３号取水口前面

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

-10.35 3.5 -10.23 3.2

-11.29 3.3 -11.37 2.9
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モデル
大すべり域・
超大すべり域

の位置

波源特性の不確かさ 最大水位上昇量（m）

破壊
開始点

破壊伝播
速度

敷地前面
１号取水口

前面
２号取水口

前面
３号取水口

前面
１号放水口

前面
２・３号放水口

前面

広域の津波特性を
考慮した特性化
モデル

基準断層モデル
①-1

北へ約30km
移動

基準
（同時破壊）

基準
（同時破壊）

18.42（北側） 17.33 17.32 17.15 16.04 16.20 

宮城県沖の大すべ
り域の破壊特性を
考慮した特性化
モデル

基準断層モデル
②-1

基準 P5 1.0（km/s） 18.86（北側） 17.03 17.40 17.55 15.50 15.34 

基準断層モデル
③-1

基準
基準

（同時破壊）
基準

（同時破壊）
21.58（北側）
［防波堤有］

18.85
［防波堤有］

19.50
［防波堤有］

19.84
［防波堤無］

17.81
［防波堤無］

17.25
［防波堤無］

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．４ まとめ：最大水位上昇量・最大水位下降量

モデル
大すべり域・
超大すべり域

の位置

波源特性の不確かさ ２号取水口前面

破壊
開始点

破壊伝播
速度

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

広域の津波特性を
考慮した特性化
モデル

基準断層モデル
①-1

北へ約30km
移動

P6 1.0（km/s） -10.22 2.6

宮城県沖の大すべ
り域の破壊特性を
考慮した特性化
モデル

基準断層モデル
②-1

基準 P5 1.0（km/s）
-11.35

［防波堤無］
2.6

基準断層モデル
③-1

基準 P5 1.0（km/s） -9.78 2.9

２号機非常用海水ポンプの運転可能継続時間 約26

（参考）１号取水口前面 （参考）３号取水口前面

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

-10.24 3.4 -10.12 3.1

-11.29
［防波堤無］

3.3
-11.37

［防波堤無］
2.9

-9.73 4.0 -9.77 3.5

【最大水位下降量】

【最大水位上昇量】
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評価位置 モデル 大すべり域・超大すべり域の位置 破壊開始点 破壊伝播速度 防波堤

敷地前面
１号取水口前面
２号放水口前面

基準断層モデル③-1 基準
基準

（同時破壊）
基準

（同時破壊）
有

３号取水口前面
１号放水口前面
２・３号放水口前面

基準断層モデル③-1 基準
基準

（同時破壊）
基準

（同時破壊）
無

すべり量分布

最大水位上昇量分布（防波堤有り）

最大水位上昇量分布（防波堤無し）

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．４ まとめ：最大水位上昇量分布・水位時刻歴波形

水位時刻歴波形

（防波堤有り）

（防波堤有り）

（防波堤無し）

（防波堤無し）

（防波堤無し）
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評価位置 モデル 大すべり域・超大すべり域の位置 破壊開始点 破壊伝播速度 防波堤

２号取水口前面 基準断層モデル②-1 基準 P5 1.0（km/s） 無

最大水位下降量分布

すべり量分布，破壊開始点位置

９．港湾部の防波堤の有無に関する検討

９．４ まとめ：最大水位下降量分布・水位時刻歴波形

水位時刻歴波形

※：T.P.-7.04m（O.P.-6.3m）

取水口敷高※
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１０．１ 基礎検討用モデル①（女川再現モデル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４

１０．２ 基礎検討用モデル②（内閣府（2012）モデル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８

１０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討
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■基礎検討用モデル①
【設定フロー】

各項目の再現性の確認

■断層面の設定

－ 藤井・佐竹40枚断層モデル（ver4.0）を用いる。
－ なお，断層上縁深さについては，発電所敷地周

辺の津波高，発電所港湾内で取得した観測波形
の再現を目的として，0kmから3ｋｍに変更。

■すべり量の設定

－発電所敷地周辺の津波高，発電所港湾内で取
得した観測波形を良好に再現するよう試行錯誤
的にすべり量を調整。

すべり量分布

地殻変動量分布

諸元① 諸元②

※ USGSのWphaseインバージョン解析によるモーメントテンソル解（震源メカニズム：走向193°，傾斜14°，すべり方向81°）を参照して設定。

0 0 0 0
0 0 10 20
0 5 10 20
5 15 20 20
5 15 20 20
0 5 10 15
0 5 5 15
0 5 5 5
0 2 0 0
0 0 0 0

小断層毎のすべり量

（参考）藤井・佐竹40枚断層モデル（ver.4.0）

0 0 0 0
0 0.05 3.52 0
0 3.79 5.56 5.74
0 12.44 23.35 34.45

11.57 12.65 19.87 33.62
0 4.21 8.52 30.83
0 4.34 8.82 14.09

1.28 4.98 4.27 1.95
0.59 1.94 0 0
0.62 0.14 0.2 0.01

小断層毎のすべり量

地殻変動量分布

すべり量分布

女川原子力
発電所

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.94

断層面積 S（km2） 藤井・佐竹（ver.4.0） 100,000

平均応力降下量 ⊿σ（MPa） 7/16・M0・（S/π）-3/2 2.47

剛性率 μ（N/m2） 土木学会（2002） 5.0×1010

平均すべり量 D(m) 東北電力（2011） 6.43

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μSD 3.2×1022

断層パラメータ 設定方法 設定値

走向 θ（°） 藤井・佐竹（ver.4.0）※ 193

断層上縁深さ d（km） 東北電力（2011） 3

傾斜角 δ（°） 藤井・佐竹（ver.4.0）※ 14

すべり角 λ（°） 藤井・佐竹（ver.4.0）※ 81

最大すべり量 Dmax(m) 東北電力（2011） 20.00

ライズタイム τ（s） 東北電力（2011） 60

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．１ 基礎検討用モデル①（女川再現モデル）

１０．１．１ 設定概要

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p52 一部修正
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１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．１ 基礎検討用モデル①（女川再現モデル）

１０．１．２ 波源特性の不確かさの考慮

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p113 一部修正

項目 変動範囲

位置
基準，北へ約10km，約20km，約30km，約40km，約50km，
南へ約10km，約20km，約30km，約40km，約50km移動

• 国内外の地震学的・地質学的・測地学的知見から，大すべり域の位置は宮城県沖と考えられるが，破壊位置にゆらぎが存在する可能性（不確かさ）
を考慮した検討を実施する。

• 変動範囲について，同モデルは，3.11地震における宮城県沖の破壊現象を再現するモデルであることを考慮して，宮城県沖の領域内で検討する。

大すべり域の位置の不確かさの検討範囲

（地震調査研究推進本部（2012）に一部加筆）

宮城県沖の

固着域

北及び南へ
約10km，約20km，
約30km，約40km，
約50km移動

：大すべり域の位置

（基準位置）

基礎検討用モデル①

女川原子力

発電所
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パラメータの変動範囲
敷地前面

1号
取水口
前面

2号
取水口
前面

3号
取水口
前面

1号
放水口
前面

2・3号
放水口
前面

備考
位置

北へ約50km移動 10.29（北側） 10.13 10.15 10.15 9.46 9.38 

北へ約40km移動 12.41（北側） 12.11 12.15 12.14 11.09 11.20 追加検討

北へ約30km移動 11.85（北側） 11.71 11.73 11.66 10.69 10.81 追加検討

北へ約20km移動 11.84（北側） 11.56 11.58 11.58 10.79 10.80 追加検討

北へ約10km移動 12.16（北側） 11.82 11.88 11.88 11.19 11.16 追加検討

基準 12.46（北側） 12.22 12.21 12.16 11.57 11.52 

南へ約10km移動 12.69（北側） 12.35 12.31 12.29 11.80 11.68 追加検討

南へ約20km移動 12.90（北側） 12.59 12.60 12.62 12.27 12.10 追加検討

南へ約30km移動 13.83（北側） 13.44 13.41 13.39 13.26 13.09 追加検討

南へ約40km移動 15.07（北側） 14.23 14.35 14.37 14.39 14.06 追加検討

南へ約50km移動 15.89（南側） 15.00 15.22 15.24 15.22 14.78 決定ケース

（単位：（m））

検討した大すべり域の位置

：パラメータスタディ範囲

：基準位置

：決定ケース（南へ約50km移動）

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．１ 基礎検討用モデル①（女川再現モデル）

１０．１．３ 津波予測計算結果：水位上昇側

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p118 再掲
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パラメータの変動範囲 2号取水口
前面

備考
位置

北へ約50km移動 -6.99 

北へ約40km移動 -7.09 追加検討

北へ約30km移動 -6.08 追加検討

北へ約20km移動 -5.28 追加検討

北へ約10km移動 -6.71 追加検討

基準 -8.02 

南へ約10km移動 -8.25 
決定ケース
追加検討

南へ約20km移動 -7.77 追加検討

南へ約30km移動 -6.75 追加検討

南へ約40km移動 -7.08 追加検討

南へ約50km移動 -7.49 

（単位：（m））

検討した大すべり域の位置

：パラメータスタディ範囲

：基準位置

：決定ケース（南へ約10km移動）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p119 一部修正

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．１ 基礎検討用モデル①（女川再現モデル）

１０．１．３ 津波予測計算結果：水位下降側

（参考）
1号取水口

前面

（参考）
3号取水口

前面

-7.00 -6.89 

-6.88 -6.97 

-6.29 -6.08 

-5.21 -5.31 

-6.82 -6.74 

-8.02 -8.02 

-8.16 -8.34 

-7.80 -7.75 

-6.88 -6.72 

-7.01 -7.05 

-7.42 -7.52 
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女川原子力
発電所

【設定フロー】

• 沖合い等の津波観測記録，陸域・海域の地殻変動量，沿岸の津波痕跡高の再現性を考慮したインバージョンモデル（内閣府（2012b））である。

■プレート境界面形状の設定

－ 約5kmメッシュの小断層ブロック（総数：4574）でプレート境界面を再現

－ 断層面（すべり量を与える面）として98の小断層に分割

■インバージョン解析

評価関数：津波観測波形，地殻変動データ，津波痕跡データ

各項目の再現性の確認

断層すべり量分布（60秒間隔）

地殻変動量（上下動）分布（60秒間隔）

基礎検討用モデル②

：ケーブル式海底水圧計(JAMSTEC)

：ケーブル式海底水圧計（東大地震研)

：ケーブル式海底水圧計（気象庁）

：GPS波浪計（国土交通省）

：原子力発電所潮位計

諸元

すべり量分布（合計） 地殻変動量（上下動）分布（合計）

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw） 9.0

断層面積（S） 119,974（km2）

平均応力降下量（⊿σ） 2.47（MPa）

剛性率（μ） 4.1×1010（N/m2）

平均すべり量 8.55（m）

最大すべり量 49.58（m）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo） 4.2×1022（Nm）

すべり角（λ）
太平洋プレートの運動方向に

基づいて設定

ライズタイム（τ）
断層すべり量分布，地殻変動

量（上下動）分布のとおり

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．２ 基礎検討用モデル②（内閣府（2012）モデル）

１０．２．１ 設定概要 第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p49 一部修正
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基礎検討用モデル②

女川原子力

発電所

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．２ 基礎検討用モデル②（内閣府（2012）モデル）

１０．２．２ 波源特性の不確かさの考慮

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p113 一部修正

• 国内外の地震学的・地質学的・測地学的知見から，大すべり域の位置は宮城県沖と考えられるが，破壊位置にゆらぎが存在する可能性（不確かさ）
を考慮した検討を実施する。

• 変動範囲について，同モデルは，3.11地震における宮城県沖の破壊現象を再現するモデルであることを考慮して，宮城県沖の領域内で検討する。

大すべり域の位置の不確かさの検討範囲

（地震調査研究推進本部（2012）に一部加筆）

宮城県沖の

固着域

北及び南へ
約10km，約20km，
約30km，約40km，
約50km移動

：大すべり域の位置

（基準位置）

項目 変動範囲

位置
基準，北へ約10km，約20km，約30km，約40km，約50km，
南へ約10km，約20km，約30km，約40km，約50km移動
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パラメータの変動範囲
敷地前面

1号
取水口
前面

2号
取水口
前面

3号
取水口
前面

1号
放水口
前面

2・3号
放水口
前面

備考
位置

北へ約50km移動 11.98(北側) 11.79 11.76 11.75 11.59 11.54 追加検討

北へ約40km移動 11.24(北側) 10.91 10.92 10.97 10.75 10.72 追加検討

北へ約30km移動 11.86(北側) 11.62 11.66 11.68 11.11 11.17 追加検討

北へ約20km移動 11.59(北側) 11.40 11.41 11.44 10.84 10.95 追加検討

北へ約10km移動 11.68(北側) 11.42 11.39 11.33 11.16 11.18 追加検討

基準 12.61(北側) 12.18 12.18 12.14 12.00 12.01 

南へ約10km移動 13.52(北側) 12.98 13.05 13.09 12.93 12.81 追加検討

南へ約20km移動 14.92(北側) 14.55 14.50 14.50 14.18 14.17 追加検討

南へ約30km移動 16.45(北側) 16.15 16.11 16.08 15.45 15.43 追加検討

南へ約40km移動 17.54(北側) 17.15 17.03 16.92 15.93 15.86 
決定ケース
追加検討

南へ約50km移動 17.49(北側) 17.00 16.87 16.71 15.31 15.31 追加検討

（単位：（m））

検討した大すべり域の位置

：パラメータスタディ範囲

：基準位置

：決定ケース（南へ約40km移動）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p115 再掲

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．２ 基礎検討用モデル②（内閣府（2012）モデル）

１０．２．３ 津波予測計算結果：水位上昇側
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第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p116 一部修正

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．２ 基礎検討用モデル②（内閣府（2012）モデル）

１０．２．３ 津波予測計算結果：水位下降側

パラメータの変動範囲 2号取水口
前面

備考
位置

北へ約50km移動 -8.22 追加検討

北へ約40km移動 -8.50 追加検討

北へ約30km移動 -8.91 追加検討

北へ約20km移動 -8.95 追加検討

北へ約10km移動 -8.67 追加検討

基準 -9.15 

南へ約10km移動 -9.14 追加検討

南へ約20km移動 -9.61 追加検討

南へ約30km移動 -9.84 
決定ケース
追加検討

南へ約40km移動 -9.69 追加検討

南へ約50km移動 -9.08 追加検討

（単位：（m））

検討した大すべり域の位置

：パラメータスタディ範囲

：基準位置

：決定ケース（南へ約30km移動）

（参考）
1号取水口

前面

（参考）
3号取水口

前面

-8.27 -8.23 

-8.46 -8.52 

-8.83 -8.92 

-8.89 -8.96 

-8.63 -8.64 

-9.03 -9.16 

-9.04 -9.19 

-9.48 -9.59 

-9.80 -9.82 

-9.64 -9.66 

-9.03 -9.10 
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塩屋崎沖

地震Ⅱ

福島県沖

日本海溝

沿い浅部

影響検討用モデル

活動域 既往津波の波源モデル

領域３
1896年明治三陸地震津波（土木学会(2002) のすべり量を補正）をベースとし，過去に
津波の発生が確認されていない領域３の南端に想定。

領域５ 1793年の津波（土木学会（2002）モデル）

領域６
1978年の津波（土木学会（2002）モデル）をベースとし，地震調査研究推進本部（2012）
による宮城県沖強震動評価モデルを踏まえ断層長さを拡張して想定。

領域７ 1938年の津波（佐藤ほか（1989）塩屋崎沖地震モデルⅡ，Ⅲ）

宮城県沖～福島県沖 869年の津波（佐竹ほか（2008）モデル10）

福島県沖日本海溝沿い浅部
過去に津波の発生が確認されていないことから，日本海溝沿い浅部で発生した最大
規模の1896年明治三陸地震津波を想定。

３

５

６

７

塩屋崎沖

地震Ⅲ

宮城県沖～

福島県沖

(参考）東北地方太平洋沖型地震の震源域

（地震調査研究推進本部（2012））

【設定フロー】

各項目の再現性の確認

■断層モデルの設定

2011年東北地方太平洋沖地震の震源域を参考に，

土木学会（2002）等で示されている既往津波の

波源モデルを組合せる。

■すべり量の設定

発電所敷地周辺の津波高，発電所港湾内で取得
した観測波形を良好に再現するよう試行錯誤的に
すべり量を調整。

断層配置 地殻変動量分布

女川原子力
発電所

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p53 一部修正

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．１ 設定概要①
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■ 断層パラメータ①

※１：単独で発生した場合の剛性率μは，3.5×1010 （N/m2）であるが，連動型地震のため5.0×1010 （N/m2）に設定（土木学会（2002））。

※２：単独で発生した場合の剛性率μは，7.0×1010 （N/m2）であるが，連動型地震のため5.0×1010 （N/m2）に設定（土木学会（2002））。

■ 領域３ ■ 領域５

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.50

長さ L（km）
1896年明治三陸地震
津波の再現モデル

210

幅 W（km） 土木学会（2002） 50

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 13.50

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 7.09×1021

走向 θ（°） 菅野ほか（2012） 190

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 1

傾斜角 δ（°） 土木学会（2002） 20

すべり角 λ（°） 土木学会（2002） 75

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.36

長さ L（km） 土木学会（2002） 210

幅 W（km） 土木学会（2002） 70

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※２

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 6.00

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 4.41×1021

走向 θ（°） 菅野ほか（2012） 205

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 17

傾斜角 δ（°） 土木学会（2002） 15

すべり角 λ（°） 土木学会（2002） 90

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p54 再掲

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．１ 設定概要②
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■ 断層パラメータ②

※１：単独で発生した場合の剛性率μは，7.0×1010 （N/m2）であるが，連動型地震のため5.0×1010 （N/m2）に設定（土木学会（2002））。

■ 領域６ ■ 領域７（塩屋崎Ⅱ）

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 7.74

長さ L（km）
土木学会（2002）
地震本部（2012）

52

幅 W（km） 土木学会（2002） 65

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 3.00

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 5.07×1020

走向 θ（°） 菅野ほか（2012） 205

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 25

傾斜角 δ（°） 土木学会（2002） 20

すべり角 λ（°） 土木学会（2002） 90

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 7.94

長さ L（km） 佐藤ほか（1989） 100

幅 W（km） 佐藤ほか（1989） 60

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 3.45

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 1.04×1021

走向 θ（°） 佐藤ほか（1989） 205

断層上縁深さ d（km） 佐藤ほか（1989） 20

傾斜角 δ（°） 佐藤ほか（1989） 20

すべり角 λ（°） 佐藤ほか（1989） 90

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-2 p55 再掲

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．１ 設定概要③
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■ 断層パラメータ③

※１：単独で発生した場合の剛性率μは，7.0×1010 （N/m2）であるが，連動型地震のため5.0×1010 （N/m2）に設定（土木学会（2002））。

■ 領域７（塩屋崎Ⅲ） ■ 宮城県沖～福島県沖

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 7.84

長さ L（km） 佐藤ほか（1989） 100

幅 W（km） 佐藤ほか（1989） 60

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 2.40

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 7.20×1020

走向 θ（°） 佐藤ほか（1989） 205

断層上縁深さ d（km） 佐藤ほか（1989） 20

傾斜角 δ（°） 佐藤ほか（1989） 20

すべり角 λ（°） 佐藤ほか（1989） 90

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.61

長さ L（km） 佐竹ほか（2008） 200

幅 W（km） 佐竹ほか（2008） 100

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 10.50

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 1.05×1022

走向 θ（°） 佐竹ほか（2008） 202

断層上縁深さ d（km） 佐竹ほか（2008） 15

傾斜角 δ（°） 佐竹ほか（2008） 18

すべり角 λ（°） 佐竹ほか（2008） 90

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

第286回審査会合（H27.10.23）
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■ 断層パラメータ④

※１：単独で発生した場合の剛性率μは，3.5×1010 （N/m2）であるが，連動型地震

のため5.0×1010 （N/m2）に設定（土木学会（2002））。

■ 福島県沖日本海溝沿い浅部

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.50

長さ L（km）
1896年明治三陸地震
津波の再現モデル

210

幅 W（km） 土木学会（2002） 50

剛性率
μ

（N/m2）
土木学会（2002） 5.0×1010 ※１

すべり量 Dmax(m) 菅野ほか（2012） 13.50

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（Nm） μLWD 7.09×1021

走向 θ（°） 菅野ほか（2012） 190

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 1

傾斜角 δ（°） 土木学会（2002） 20

すべり角 λ（°） 土木学会（2002） 75

ライズタイム τ（s） 土木学会（2002） 60

■連動時のモーメントマグニチュード（Mw）の算定（まとめ）

活動域
地震モーメント

Mo（Nm）
ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

Mw

領域３ 7.09×1021 8.50

領域５ 4.41×1021 8.36

領域６ 5.07×1020 7.74

領域７（塩屋崎Ⅱ） 1.04×1021 7.94

領域７（塩屋崎Ⅲ） 7.20×1020 7.84

宮城県沖～福島県沖 1.05×1022 8.61

福島県沖日本海溝沿い浅部 7.09×1021 8.50

連動時（合計） 3.13×1022 8.93

第286回審査会合（H27.10.23）
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【概略パラメータスタディ】

最大水位上昇量・

下降量決定ケース
項目 変動範囲

走向
津波地震 ：基準，基準±5°

プレート間地震 ：基準，基準±10°

項目 変動範囲

傾斜角 基準，基準±5°

すべり角 基準，基準±10°

【詳細パラメータスタディ】

基準位置（基準断層モデル） 津波地震：走向_基準＋5°

プレート間地震：走向_基準＋10°
津波地震：走向_基準－5°

プレート間地震：走向_基準－10°

（参考）断層パラメータ

走向

北

すべり角

傾斜角

断層
上縁深さ

※：土木学会（2002）では，プレート間逆断層地震のハーバードCMTによる発震機構解（1976.1～2000.1に発生したMw6.0以上深さ60km以下の地震）及び既往の断層モデル
のばらつきから変動範囲を設定。

• 土木学会（2002）を参考として，走向を変動させた検討（概略パラメータスタディ）において水位上昇量，水位下降量が最大となるケースについて，
傾斜角及びすべり角を変動させた検討（詳細パラメータスタディ）を行った。

• 各パラメータの変動範囲については，土木学会（2002）を参考に設定※した。

配置位置 地殻変動量分布 配置位置 地殻変動量分布 配置位置 地殻変動量分布

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．２ 波源特性の不確かさの考慮

第185回審査会合（H27.1.23）
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資料1-2 p68 一部修正

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．３ 津波予測計算結果：概略パラメータスタディ

パラメータの変動範囲 敷地
前面

1号
取水口
前面

2号
取水口
前面

3号
取水口
前面

1号
放水口
前面

2・3号
放水口
前面

備考
走向

津波地震：基準-5°
プレート間地震：基準-10°

16.18
（北側）

15.25 15.13 15.03 13.57 13.76 
詳細パラメータ
スタディ①

基準
13.05
（北側）

12.64 12.67 12.66 12.41 12.26 

津波地震：基準＋5°
プレート間地震：基準＋10°

15.26
（北側）

14.79 14.90 14.94 13.96 13.98 
詳細パラメータ
スタディ②

■水位上昇側

■水位下降側

パラメータの変動範囲 2号
取水口
前面

備考
走向

津波地震：基準-5°
プレート間地震：基準-10°

-9.10 

基準 -9.52 

津波地震：基準＋5°
プレート間地震：基準＋10°

-10.07 詳細パラメータスタディ

津波地震：走向_基準－5°

プレート間地震：走向_基準－10°

（単位：（m））

津波地震：走向_基準＋5°

プレート間地震：走向_基準＋10°

（単位：（m））

（参考）
1号取水口

前面

（参考）
3号取水口

前面

-9.02 -9.02 

-9.45 -9.52 

-10.08 -10.06 



89

■詳細パラメータスタディ①（走向：津波地震：基準-5°，プレート間地震：基準-10°）

パラメータの変動範囲
敷地前面

1号取水口
前面

2号取水口
前面

3号取水口
前面

1号放水口
前面

2・3号放水口
前面

備考
傾斜角 すべり角

基準-5°

基準－10° 15.52（南側） 14.55 14.39 14.35 12.96 13.01 

基準 16.26（北側） 14.87 14.69 14.61 13.19 13.27 

基準＋10° 16.39（北側） 14.78 14.62 14.56 12.99 13.18 

基準

基準－10° 15.78（南側） 14.88 14.73 14.71 13.31 13.43 

基準 16.18（北側） 15.25 15.13 15.03 13.57 13.76 

基準＋10° 16.41（北側） 15.26 15.10 14.98 13.37 13.67 

基準＋5°

基準－10° 16.21（北側） 15.19 15.02 14.94 13.22 13.62 

基準 17.03（南側） 15.56 15.37 15.26 13.51 13.98 決定ケース

基準＋10° 17.32（北側） 15.51 15.34 15.23 13.31 13.89 決定ケース

■詳細パラメータスタディ②（走向：津波地震：基準＋5°，プレート間地震：基準＋10°）

パラメータの変動範囲
敷地前面

1号取水口
前面

2号取水口
前面

3号取水口
前面

1号放水口
前面

2・3号放水口
前面

備考
傾斜角 すべり角

基準-5°

基準－10° 15.40（北側） 14.78 14.98 15.04 13.42 13.76 

基準 16.13（北側） 15.35 15.59 15.61 13.96 14.25 

基準＋10° 16.99（北側） 15.58 15.81 15.84 14.16 14.77 決定ケース

基準

基準－10° 14.77（北側） 14.28 14.37 14.39 13.44 13.49 

基準 15.26（北側） 14.79 14.90 14.94 13.96 13.98 

基準＋10° 15.50（北側） 14.97 15.14 15.19 14.12 14.11 

基準＋5°

基準－10° 13.68（北側） 13.35 13.44 13.43 12.72 12.72 

基準 14.25（北側） 13.86 13.94 13.90 13.24 13.21 

基準＋10° 14.46（北側） 14.02 14.08 14.07 13.37 13.33 

（単位：（m））

（単位：（m））

第185回審査会合（H27.1.23）
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資料1-2 p70 一部修正

１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．３ 津波予測計算結果：詳細パラメータスタディ（水位下降側）

■詳細パラメータスタディ（走向：津波地震：基準＋5°，プレート間地震：基準＋ 10°）

パラメータの変動範囲 2号取水口
前面

備考
傾斜角 すべり角

基準-5°

基準－10° -7.43 

基準 -8.11 

基準＋10° -8.61 

基準

基準－10° -9.63 

基準 -10.07 

基準＋10° -10.28 

基準＋5°

基準－10° -10.73 

基準 -10.81 

基準＋10° -10.82 決定ケース

（単位：（m））

（参考）
1号取水口

前面

（参考）
3号取水口

前面

-7.57 -7.46 

-8.28 -8.12 

-8.67 -8.64 

-9.57 -9.56 

-10.08 -10.06 

-10.38 -10.22 

-10.79 -10.72 

-10.88 -10.79 

-10.85 -10.81 
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１０．基礎検討用モデル・影響検討用モデルを用いた検討 １０．３ 影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）

１０．３．３ 津波予測計算結果：港湾部の防波堤の有無に関する検討（水位下降側）

モデル
波源特性の不確かさ

走向 傾斜角 すべり角

影響検討用モデル（既往津波の組合せモデル）
津※：基準+5°
プ※：基準+10°

基準+5° 基準+10°

■検討波源

■津波予測計算結果

すべり分布

２号取水口前面

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

防波堤有り -10.82 3.1

防波堤無し -10.86 3.6

※ 津：津波地震，プ：プレート間地震

（参考）１号取水口前面 （参考）３号取水口前面

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

最大水位
下降量（m）

継続時間
（分）

-10.85 3.8 -10.81 3.6

-10.94 4.1 -10.91 3.9
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