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1. はじめに 

高潮の発生頻度は低いが，その規模は大きく，堤防の設

置など十分な防災・減災対策をとらないと甚大な被害をも

たらす．例えば，1959 年に伊勢湾を襲った伊勢湾台風は

3.45m の高潮偏差が観測され，近代最大の高潮被害をもた

らした．高潮の被害を防ぐためには堤防の設置が有効であ

る．高潮の水位は，堤防高を決める意思決定プロセスにお

いて防災の観点からは最も重要である．また近年，地球温

暖化についての多くの話題が取り上げられており，台風も

その影響を受けると考えられている．気候変動により台風

の強度が大きくなると予想されており，高潮も現在に比べ

て高くなることが予想されている．このような背景のもと

高潮の長期評価のニーズは高まっている． 
高潮の長期評価に力学的な手法を用いるのは計算コスト

がかかり，ケース数も限られる．そこで，統計的な手法で

長期評価を行うことが考えられる 1), 2)． 
本研究ではニューラルネットワーク (以下 NN) を用い

て，高潮の長期評価を行う．NN 構築のためには，多量の

台風データ・高潮データが必要であるが，実際の観測数が

少なく，観測データだけで NN 構築を行うことは困難であ

る．そこで，中條ら 3) が開発した全球確率台風モデル (以
下 GSTM) により，人工の台風をシミュレーションで発生

させる．高潮データは，金ら 4) の非線形長波モデルでシミ

ュレーションを行う．これらにより，NN 構築に十分な台

風データを作成することができる．構築した NN を d4PDF
に適用して，高潮の長期評価を行う． 
本研究では，伊勢湾を対象に多数の高潮水位データを用

いた NN を適用し，水位の高卒かつ簡便な予測方法を構築

することを主な目的とする．次いで，NN にもとづき高潮

の長期評価を行う．この中で，台風強度，時間変化などを

考慮した複数の学習方法の違いや，学習データ数の違いが

及ぼす結果についても検討する． 
 

2. 研究方法 

(1) NN 構築 
GSTM 3) による 1000 年分の仮想台風データから，名古屋

港 (北緯 35.00°，東経 135.80°) を中心に半径 1°を通過する

台風を抽出し，非線形長波モデル SuWAT 4) により最大高潮

偏差を算出する．得られた台風データ・高潮データから NN
を構築する． 
(2) 実際の高潮イベントで NN の精度検証 
過去に名古屋港で観測された高潮を対象に，構築した

NN の精度を検証する． 
(3) 高潮の長期評価 
最も精度が良かった組み合わせのNNをd4PDFに適用し，

現在気候下と将来気候下の台風から高潮の長期評価を行う． 
 

3. ニューラルネットワーク(NN)の概要 

NN は機械学習の 1 つで，入力層，中間層，出力層の 3
層により構成される．入力層に学習データを入力し，中間

層を介して出力層から値が出力される．各層の間の重みを

修正することで学習をする．本研究では台風パラメータを

入力し，高潮偏差が出力される．弱い台風を省いて教師デ

ータの偏りを減らした入力方法と，台風の時間変化を考慮

した入力方法を組み合わせた 4 種類の入力方法で NN を構

築した (表 1)．台風のリードタイムは，NN 構築点との最

接近時を含め 8 つとした．NN 構築に使用するデータ数は

学習割合により変え，学習割合は 50%～80%とした．台風

パラメータとして，各リードタイムでの NN 構築点との距

離，中心気圧，移動速度，進入角度を用い，最大風速半径

を用いる場合，用いない場合も検証した．教師データの水

位は SuWAT の高潮の計算結果を用いた．台風の空間スケ

ールに対応した教師データの抽出範囲を決める必要があり，

本研究では a)伊勢湾全体，b)津まで，c)鈴鹿まで，d)四日市

まで，e)地域海岸の 5 段階に設定し，それぞれの範囲での

最大高潮偏差を教師データとして用いた． 

表1 NNへの4種類のデータ入力方法 
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4. 研究結果と考察 

(1) NN 構築 
 リードタイム毎の R (相関係数) と rmse (2 乗平均誤差) 
の変化から，すべての入力方法でリードタイムは 2 時間前

から 2 時間後が精度が良いことがわかった．さらにその中

でRと rmseから入力方法別に学習割合毎のリードタイム，

中間層数の最適な組み合わせを決定した．その際の教師デ

ータ 0.5m ずつの予測の誤差を入力方法別，学習割毎に比

較した．その結果，入力情報として用いる台風パラメータ

は 4 個で教師水位データを地域海岸の範囲で与えた場合に

最も精度が良いことがわかった．この時の NN への入力デ

ータの学習割合毎の組み合わせを更に詳しく調べ，より最

適な組み合わせを検討した．図 1 は CTLI の学習割合毎の

最適な組み合わせをまとめて誤差評価した図である．この

図から，学習割合 60%～80%で変えても予測精度に大きな

差がないことがわかった．SI やTLI は全体的な精度は良か

ったが，高い高潮の予測精度は高くない．これは，0～1m
の誤差が小さいデータ数が多いためと思われる．一方 CSI
や CTLI は，SI や TLI に比べて高い高潮に対する精度が良

かった．これは，教師データとして用いた水位データの弱

い台風を省いたため，偏りが小さいためと思われる．全体

的な精度としては，低い高潮に対する予測の精度は良かっ

たが，高い高潮に対する予測の精度は良くなかった．この

傾向は，どの入力方法，学習割合でも同じであった． 
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図 1 CTLI の学習割合毎の誤差 

(2) 実際の高潮イベントで NN の精度検証 
伊勢湾で過去に実際に起こった高潮イベントを対象に，

構築した NN に対して精度検証を行った．気象庁 5) の歴史

的潮位資料を基に，名古屋港で日最大値の潮位偏差が 1m
を超えた計 19 回を対象とし，このイベントに対応する台風

を国立情報研究所 6) のデジタル台風データから 17 個抽出

した．図 2 は NN 予測値と観測された高潮から，入力条件

と学習割合の組み合わせ毎の予測結果の R と rmse の関係

をまとめた図である．さらに，伊勢湾台風の実測値との誤

差(m)を記号上に併記する．CTLI の学習割合 80%，中間層

15 個，リードタイムは 1 時間後の組み合わせが，R=0.79，
rmse=0.37 で全体的な予測精度が最も良く，伊勢湾台風の誤

差も+0.24mで他の組み合わせより小さいことから，この組

み合わせが最適であることがわかった． 

 
 

図 2 入力方法・学習割合毎の NN 予測結果の R と rmse 
および伊勢湾台風の予測誤差 (数値) 

(3) 高潮の長期評価 
 d4PDF (database for Policy Decision making for climate 
change) 7),8) は，文部科学省・気候変動リスク情報創生プロ

グラムが大規模アンサンブル実験を行い作成した気候予測

データベースである．d4PDF では，全球を対象に，「過去

実験(1951~2011 年×100 メンバ)」や「4℃上昇実験(2051~2111
年×90 メンバ)」などのアンサンブル実験がされている

(4PDF 手引書より抜粋).「過去実験」を現在気候，「4℃上昇

実験」を将来気候と表記し，伊勢湾周辺を通過する台風を

それぞれ抽出した．（2）で最も精度が良かった CTLI，学習

割合 80%の NN に台風パラメータを入力し，高潮の長期評

価を行った．図 4 に結果を示す．高潮の極値分布は再現期

間 1000 年で現在気候は 1.8mであり，将来気候は 2.24mま

で増える．再現期間 80 年程度までは現在気候の最大高潮偏

差の方が高いが，それ以降では将来気候の最大高潮偏差の

方が高くなる．全体的に NN は高潮偏差を低く予測する傾

向がある．また，d4PDF は弱い台風を過小評価する傾向に

あり，伊勢湾に来襲する台風の発生頻度が低い．これらの

要因により，高潮の再現年数も長くなる結果が得られたと

考えられる． 

 
図 3 現在気候と将来気候のNN 予測による高潮の 
長期評価（赤線：将来気候，青線：現在気候） 

 
5. おわりに 

台風の代表パラメータのみを用いて，NN により高潮の

水位がある程度の精度で予測できることがわかった． NN
による高潮水位の予測誤差は，全体的に低く予測するバイ

アスがあることがわかった．これは，構築した NN そのも

のによる誤差による原因と，d4PDF による原因が考えられ

る．得られた結果では，今回の設定の NN については精度

をより向上させることが必要不可欠であることが示唆され

た．学習データ数を多く確保し，高い水位の高潮の教師デ

ータ数をさらに増やし，水位データの偏りを減らした教師

データを用いて NN を構築することで，予測の精度が上が

り，長期評価も精度良く検証できると思われる． 
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