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1．はじめに 

我が国では 2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震津波

以降，津波災害評価に関する関心が一層強くなった．さらに

この先，南海トラフ巨大地震が高い確率で発生すると予想さ

れていることで，この関心はより一層高くなると同時に，津

波水位の時系列予測のニーズも高まっている．しかし，力学

的な手法で計算するのは，計算コストがかかる．一方，コン

ピュータ技術の発達により，AI で精度の高い計算をより高

速で行えるようになった．AI を使う手法として機械学習，

ニューラルネットワーク (以下 NN: Neural Network) などが

考えられる．NNを用いた場合，計算コストが削減されるの

で，大量のデータを扱うことに向いている．また，本研究の

場合は，面的な情報を扱うため，NNの中でも面的な情報を

扱うことに強い，畳み込みニューラルネットワーク (以下

CNN: Convolutional Neural Network) が適していると考えら

れる．CNN を用いて気象から海象を予測した研究事例はあ

る (Tracey et al.1)，荒木ら 2) など)．しかし，CNNを用いて津

波の沿岸水位を予測した研究例は見当たらない． 
 そこで本研究では，徳島県沿岸の25地点 (図1) を対象と

し，南海トラフ巨大地震を想定し，繁田 3) により生成された

Mw9.0の初期水位分布，および沿岸水位のデータを用いて，

最大沿岸津波水位を予測するCNNを構築する．また，学習

させるケース数を変化させて複数の学習データを生成し，ケ

ース数が与える予測結果に対する影響も評価する．同様に沿

岸津波水位の時系列の予測も行う． 

 
図1 対象地点 

 
2. 畳み込みニューラルネットワークCNNの概要 
 CNN とは，NN と同じく機械学習の 1 つである．大きな

違いは，画像認識に優れているという点である．つまり，

CNN は面で扱う情報を行列に変換することで，空間的に関

連性のあるデータを扱うことに長けている．入力した数値が

中間層を通って，出力層から予測値が出力されるという大ま

かな構造はCNNも同じだが，中間層の構造が異なる．CNN
の場合，中間層は主に畳み込み層とプーリング層から構成さ

れている．まず，入力値として入力された数値行列のデータ

から，畳み込み層で特徴を抽出する．その後，プーリング層

でその特徴をさらに縮小圧縮，抽出しまとめあげる．そうす

ることで，空間内の微小な位置変化にも対応できる．また，

学習させる際に，重みの初期値を決める乱数の個数や，ミニ

バッチサイズ，エポック数などを設定する必要がある．ミニ

バッチサイズにより，サンプルをある数の集合にまとめ，そ

の単位で重みの更新をする．エポック数は，ミニバッチ集合

の学習データを繰り返し学習させる回数である．CNN はこ

れらの数値を設定した上で入力，学習，予測を行う 4)． 
 
3. CNNの学習データとテストデータの生成 
 本研究で使用する初期水位及び沿岸水位のデータは，繁田
3) による津波シミュレーション結果である．繁田はMw8.0～
9.0 の 0.2 刻みごとに 300 ケースずつの初期水位分布と沿岸

水位を計算している．本研究ではその中の Mw9.0 のデータ

を使用する．また，初期水位分布は，データのサイズが非常

に大きく，保存，学習，検証，すべての工程で時間がかかる

という問題があった．そこで，初期水位分布のデータサイズ

を粗くすることで計算時間の短縮を試みた．元々のデータを，

x方向5メッシュ，y方向5メッシュを平均して1/25の大き

さに粗くした． 
 学習データ数による影響比較を行うため，最大沿岸津波水

位予測では，学習データの 250 ケースを 10 ケースごとに分

けて生成した．時系列予測でも同様に生成した．テストデー

タ数は，最大沿岸津波水位予測が 50 ケース，時系列予測が

20ケースとした． 
 
4. CNNによる最大沿岸津波水位の推定と検証 

乱数の個数は30個，エポック数は40，ミニバッチサイズ

は 2 と設定した．北部，南部から代表的な地点を選択した．

得られた結果を，図2 (瀬戸阿波)，図3 (小松島) にそれぞれ

示す．全体的に過大評価している点が多く，RMSEは，良い

地点でも 0.5～0.6 前後，相関係数は 0.5～0.6 前後であった． 
また，ライズタイムを考慮した初期水位のタイムステップ

数，およびテストデータの最大沿岸津波水位の大きさが与え

る影響を示したものを図4 (讃岐阿波) に示す．図から，初期

水位のタイムステップ数は，予測精度にあまり影響を及ぼさ

ないことがわかった．テストデータが沿岸での最大津波水位

の予測精度に及ぼす影響については，2～3m付近の予測 (緑
から橙色の点) は精度が良かった．3m を超えるもの (赤点) 
に関しては過小評価になり，逆に 2m を下回るもの (青点) 
は過大評価となることがわかった．テストデータが3mを超

える場合に過小評価になってしまったのは，学習データに2
～3m 程度のデータが多く，3m を超えるデータを十分に学

習できていなかったためと考えられる． 
また，今回は300ケースあるデータの内，250ケースを学

習に，50ケースをテストに使用したが，250ケースは十分な

学習データ数でなかった可能性があり，精度をより向上させ

るために学習データ数をさらに増やす必要があると考えて

いる．図 5 に学習データ数の増加による RMSE の推移を示

す．横軸が学習データの数，縦軸がRMSEを表す．250ケー

ス付近で収束傾向にあるが，途中で RMSE が大きくなる箇

所がある．特に，学習データ数が 50 個，80 個，150 個付近

では，RMSEが他とは異なる動きをした．RMSEが不自然に

大きくなった学習データ数のときは，ほとんどの予測値が過

大評価であった．本研究では，250 ケースのデータを 10 ケ

ースごとにまとめ学習させている．学習データ番号の 47，



73，144では，他より高い水位であった．そのため，学習デ

ータ数が50，80，150個の時点で高い波の予測に偏り，過大

評価したと考えられる．この過大評価が不自然に RMSE を

大きくしていた原因だといえる． 

 
図2 (左) 讃岐阿波の最大津波水位のテスト値と予測値 
図3 (右) 小松島の最大津波水位のテスト値と予測値 
 

 
図 4 讃岐阿波のタイムステップ (y 軸) 及びテストデー

タの最大水位 (点の色) による予測誤差 (x軸)  
 

 
図5 学習データ数による地点ごとのRMSEの推移 

 
5. CNNによる時系列津波水位の推定と検証 

 学習データは，乱数の個数50個，エポック数20，ミニバ

ッチサイズ2と設定して予測を行った．今回の時系列予測結

果は全体的に悪かったが，その中で他と比べて良かったケー

スを図 6 に示す．上下の振動はすべてのデータで激しいた

め，RMSEや相関係数の値は良くない．しかし，津波の押し

引きの動きはある程度予測できている．やや過小評価になっ

たり過大評価になったりしているが，最大津波水位の大きさ

やピークの発生時間を予測できている．図に示した牟岐では

波形をとらえられていたり，最大津波水位のピークおよび大

きさを予測できていたりしている箇所がある．これは，最大

津波水位のみを予測したときの結果と結びつく．ある程度津

波波形も最大水位の大きさも予測できているケースは，共通

して最大沿岸津波水位が 2～3m 程度であった．2～3m 程度

の大きさのケースは，最大水位予測の結果から精度が他より

良いことがわかっている．沿岸津波水位が 2～3m のケース

であるとき，波形やピークの大きさや時間の予測精度が比較

的良くなることがわかった．逆に，悪かったケースを図7に
示す．最大津波水位が3ｍを超える大里鞆浦では上下の振動

がさらに激しくなり，波形や水位など予測ができていない． 

 
図6 牟岐における津波水位の時系列予測結果 

 

 
図7 大里鞆浦における津波水位の時系列予測結果 

 
6. おわりに 

本研究では，CNN を用いて津波初期水位分布から，沿岸

津波水位を予測した．得られた結果を列挙する． 
(1). 最大津波水位の予測精度は，学習データをさらに増や

すことで向上する可能性がある．高い水位を十分に学

習させることができれば，低く予測していた波も予測

できると考えられる． 
(2). 時系列津波水位予測の予測精度は，全体的に良くな

かった．波形の上下の振動が激しく，沿岸水位の波

高を再現できていなかった．振動はしながらも波高

の時系列を予測できていたケースは，最大津波水位

が2～3mのものだけだった． 
 これらの結果から，最大津波水位を予測する場合は，今回

扱ったデータ数より多いデータを用いてCNNに学習させて

予測することが，予測精度向上に繋がると考える．また，時

系列予測の場合は，最大沿岸津波水位予測と同様に，学習デ

ータ数を増やすことに加えて，振動を軽減させるような予測

の方法 (CNNの構造) が課題となってくると考える． 
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