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1. はじめに 

 2012年 10月 22日にカリブ海で発生したハリケーン・サ

ンディは、10 月 29 日、アメリカ合衆国ニュージャージー

州に上陸した。サンディによる高潮は、ニューヨーク州、

ニュージャージー州の沿岸部に大きな影響を及ぼした。マ

ンハッタンの最南端に位置するバッテリー観測所 1) では、

10 月 29 日の 21:00 に既往最大潮位である 13.88 feet（約

4.23m）が記録され、それ以外の多くの観測地点でも水位上

昇によって被害が生じる目安となるFlood stageを越える潮

位が観測された。なかでもマンハッタンでは水際部を中心

に浸水が発生し、地下鉄へ流入して被害が拡大した。地下

鉄の復旧工事には 50億ドルもの補修費を要した。ニューヨ

ーク州では災害の予測のソフト整備として災害対策プログ

ラムを策定していたものの、ハード面の対策は施されてい

なかった 2)。 
 本研究では、ハリケーン・サンディの高潮による地下鉄

浸水をシミュレーションで再現し、マンハッタンの地下鉄

浸水対策を提案することを目的とする。マンハッタンの地

形・地下鉄モデルを作成し、浸水解析ソフトウェア Info 
Works ICM3) を用いてハリケーン・サンディ時のマンハッタ

ン地下鉄の浸水被害を再現することにより、マンハッタン

のどの部分が脆弱で、どの地下鉄駅から浸水が始まり，路

線をどう伝播するのかを解析することで、効率的・効果的

なソフト対策を提案する。 
 

2. 対象地域の地勢と地下鉄路線の概要 

 マンハッタン周辺にはクイーンズ、ブルックリン、ブロンクス、

スタテンアイランドがあり、地下鉄やバス、フェリーなどで繋が

っている。マンハッタンの特徴としては、南北に細長い島であり、

島の西側をハドソン川、東側をイースト川、南側をアッパー・ニ

ューヨーク湾に挟まれている。マンハッタンはアップタウン、ミ

ッドタウン、ダウンタウンの3 つに分かれている。地形は、沿岸

部に向かって極緩い傾斜であり、ダウンタウンからアップタウン

に向けて緩やかに上る地形となっている。ニューヨークの中枢機

能が立地するマンハッタンは、比較的高台の地形になっており、

周囲に堤防はない。マンハッタンを守る形で位置するLong Island
やStaten Island等の大西洋に面する海岸線の地形は、ニューヨーク

湾の入り口で屈曲しており、吹き寄せの影響を受けやすい地形と

なっている。しかし、緯度は北緯40°42'～40°50'で、日本で言えば

青森県三沢市に相当する高緯度であり、これまではハリケーン等

による被害はほとんどなかった。 
 マンハッタン地下鉄は、アメリカ合衆国で最も利用客が

多く（522 万 5000 人/日）、世界で 4番目に利用客の多いニ

ューヨーク市地下鉄の一部であり、総駅数は 147駅である。

また、そのほとんどは 20世紀前半に施工され、日本の地下

鉄と比べると比較的小さな駅が多い。しかし、ニューヨー

ク地下鉄は複々線が多いため、地下空間が広く、それに対

応してホームの数が駅の数よりも多くなっている。地下に

複々線や 3 車線以上を設備するには莫大な手間がかかり、

既存の構造物を避けづらくなるため、日本だけでなく世界

には少ない。ニューヨーク地下鉄の、特に中心部のマンハ

ッタンを通る路線は、その大部分が複々線以上になってい

る 4)。そのため、高潮等の浸水被害が発生した際には、氾

濫水が地下路線を通り、地上では浸水の発生していない駅

まで広がっていくことが考えられる。 
 

3. 浸水解析モデルおよびセットアップ 

 本研究では浸水解析ソフトとしてInfoWorks ICMを利用した。

InfoWorks ICMは、下水道・河川の統合解析を単一ソフトウェアで

行うことができる。二次元解析エンジンを標準装備しており、内

水氾濫と外水氾濫の相互作用、下水/河道への再流入等を適切に計

算することが可能である。マンハッタンの地形データを入手し、

InfoWorks ICMでモデル化した。また、岡部5) を参考に、地下鉄駅

モデルと路線モデルを作成し、地下鉄のネットワークを構築した。

駅とトンネルの大きさに関しては、現地調査が困難であったため、

大阪市営地下鉄の調査を行い代用した。マンハッタン地下鉄の駅

は小さな駅が多いことから、調査結果の最小から3 つのデータの

平均値をマンハッタンの地下鉄駅の形状としてモデル化した。列

車長は、日本地下鉄協会6)よりニューヨークの列車長の長さが最大

のものを選んだ。また、InfoWorks ICMではマンホールの形状を円

形でしか再現することができないことから、ホームの高さを実際

のホームの大きさに合わせ、延べ床面積を変化させることでホー

ムの大きさを再現した。地下鉄の複線の場合は上下線2 本のトン

ネルが存在するが、モデルの簡素化のために、2本のトンネルを1
本の大きなトンネルとした。また複線、複々 線に関してはそれぞ

れ線路幅を2倍、4倍として表した。粗度係数に関しては、線路上

の構造物の影響などが考えられるため、マニングの粗度係数を

0.025と設定した。地下鉄モデルを構築するにあたっては、以下の

3つのデータが必要になる．①地上の地下鉄駅の出入り口付近の標

高、②地上の出入り口から駅のホームまでの深さ、③駅のホーム

から路線下までの高さ、これら3 つの値を用いて、地下鉄駅をモ

デル化した。①については、地形モデル作成に用いたデータに各

地下鉄駅の座標を入力して、地盤高を取り出した。②については、

共同研究者の日立造船の方が現地で踏査、測定したデータを用い

た。ただし、データには値が抜けている箇所が多くあったため、

比例配分により補間した。③については、ニューヨーク地下鉄は、

日本の地下鉄と同様の値であるとみなし、現地調査の結果から

1.4mで統一した。ハリケーン・サンディ時の高潮の潮位は、NOAA1)

よりデータを入手して、ハイドログラフを作成した。発災時を再

現するため時刻を合わせ、シミュレーションを実行した。図 1 に

マンハッタンの地下鉄路線のモデル化を行った結果を示す。 
 

 
図 1 マンハッタンにおける地下鉄路線のモデル化 
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4. 地下鉄浸水解析結果と対策の検討 

 地上および地下鉄の統合浸水解析をした結果、地上から

地下鉄駅への直接流入が見られたのは、South Ferry、
Whitehall St、Chambers St West Broadwayの 3駅のみであっ

た。初めにマンハッタン島最南端のSouth Ferryで浸水が始

まり、次にWhitehall St、少し時間が経った後にChambers St 
West Broadwayで浸水が始まった。高潮は、標高の低いマン

ハッタン南側から浸水したため、南側に位置する駅から浸

水し始めたが、その後、氾濫水は沿岸部を沿うようにして、

東西へ浸水域が広がった。これは、海岸沿いの地盤高が極

端に低いことが理由と考えられる。 
 図2にSouth Ferry駅が属している1号線の浸水状況を示

す。4:00 に浸水が始まり、氾濫水は路線を徐々に伝播し、

図示した 10:00の時点でSouth Ferryが満水になった。その

後Chambers St West Broadwayが満水になり、さらに路線を

伝播してTimes Sq 42 Stまで浸水した。次に、図 3に示した

2, 3号線では 4:30にChambers St West Broadwayで浸水が確

認された。この駅の地上は浸水していないことから、1 号

線から路線を伝播して流入してきたと考えられる。これ以

外の駅でも、地上が浸水域に入っていなくても、浸水する

様子があることを確認した。なかには満水状態となり、地

上へ溢水する駅も確認された。ニューヨーク地下鉄は複複

線が多く存在するため、地上からの直接流入ではなく、合

流部から浸水範囲が広がることが明らかになった。 
 

 
図 2 1号線の浸水状況（2012/10/29 10:00） 

 
図 3 2, 3号線の浸水状況（2012/10/30 0:00） 

 
 このような浸水解析結果から減災対策の検討を行った。

今後ハリケーン・サンディ級の災害が発生する前の対策と

して、止水板の設置や地下鉄出入り口の完全封鎖を行うこ

との効果について検討した。初めに浸水が発生した South 
Ferry と Whitehall St に止水板 1m を設置したが、効果は見

られなかった。これは、地上モデルに地下鉄以外の構造物

を反映していないため、海岸線から障害物がなく地下鉄の

出入り口まで到達したために、実際の浸水深と異なってい

た可能性がある。そのため、対象の 2 駅の出入り口を完全

封鎖し、再度シミュレーションを実施した。 
 図4に1号線のSouth Ferryを封鎖した場合の浸水深の時

系列の解析結果を示す。出入口を封鎖していない場合には、

マンハッタン最南端に位置する South Ferry での浸水は

2012/10/28 4:30から始まり2012/10/28 18:30には満水になっ

ていたのに対し、図 4 に示すように、出入り口を封鎖した

場合には、South Ferryへは 2012/10/31 1:50に隣駅から伝播

したが、満水にはならなかった。このとき地上から浸水し

たのはChambers St West Broadwayであった。この結果から、

1号線ではSouth Ferry を完全封鎖することで、浸水の範囲

及び地下鉄駅の流入量を削減できることが明らかとなった。 
 同様にWhitehall Stは出入り口を封鎖していない場合は、

2012/10/28 4:30から浸水が始まり 2012/10/28 7:40には満水

になっていたのに対し、出入り口を封鎖した場合には、 

 
図 4 1号線の SouthFerryを封鎖した場合の浸水深時系列 

 
Whitehall Stへは浸水しなかった。このときN, Q, R, W 号線

には地上からの直接流入はなかったことから、他の路線か

ら水が伝播してきたと考えられる。以上の結果より、South 
FerryとWhitehall Stの出入り口を完全封鎖することによっ

て、浸水範囲及び浸水深は大幅に削減できることが明らか

になった。 
 
5. おわりに 

 本研究でハリケーン・サンディの地下鉄浸水解析を再現

したことによって災害時に浸水が始まる脆弱な部分がわか

った。また、ある地下鉄駅が浸水すれば路線を伝播し、一

瞬のうちに浸水範囲が広がってしまうことが明らかになっ

た。反対に、脆弱な部分の浸水を止めることができれば、

被害を大きく減少させることができる。ニューヨークのよ

うに世界を代表する中枢都市では災害から逃げることも必

要だが、災害を最小限に抑えることができれば、より安心

できる都市になるだろう。そして、マンハッタンの地下鉄

モデルを作成したことによって今後幅広い分野で研究を進

めていけると考えている。 
 今後の課題としては、ニューヨーク地下鉄の現地調査を

行い、地下鉄の駅と路線を実際の大きさに合わせること、

マンハッタンの地下鉄以外の構造物や下水道等を Info 
Works ICMのモデルに反映し、より実際のネットワークに

近い形にすること、過去の別のハリケーンの高潮を入力デ

ータとし、モデルの信憑性を確認すること、今後の気候変

動による海面上昇等の対策として、外水氾濫だけでなく内

水氾濫についても考慮し、検討すること等が挙げられる。 
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