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確率台風モデルを援用した大阪湾における既往最大および想定最大規模高潮の再現期間の推定 
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1. はじめに 

 近年，地球温暖化の影響により，勢力を保ったまま襲来

する台風が増えている．2018 年 9 月の台風 21 号襲来時に

は，大阪湾沿岸部を中心に，既往最大の潮位，風速，波浪

を観測し，一部の堤内地を含む広い範囲で浸水被害が見ら

れ，1961 年に襲来した第二室戸台風以来約 60 年ぶりの高

潮イベントとなった．これまで，想定最大規模高潮による

浸水が想定される高潮浸水想定区域を算定するため，高

波・高潮・潮汐の相互作用のシミュレーションモデル

SuWAT を用いてシミュレーションが行われている．大阪湾

での想定し得る最大規模の台風による高潮の検討として，

大阪府 1)と兵庫県 2)では，大阪湾において潮位偏差が最大に

なるよう，過去に大阪湾で大きな潮位偏差を生じた台風や

全国的に大きな被害をもたらした台風を参考にして最悪想

定のシナリオを与えているが，再現期間の推定は行われて

いない． 
 本研究では，台風 1821号襲来時の大阪湾における高潮と

想定最大高潮の出現確率分布および再現期間の推定を行う．

中條ら 3) の全球確率台風モデルを援用して，大阪湾を対象

に大阪湾を通る 5000 年分の仮想台風を抽出し，SuWAT を

用いてアンサンブル高潮シミュレーションを行う．得られ

た高潮データを極値統計解析して，再現期間を推定する． 
 
2. 研究方法 

 台風 1821号による大阪湾沿岸部の高潮再現期間を推定

する．まず，大阪湾沿岸部において顕著な高潮を発生させ

る可能性があるものとして，台風 1821号，第二室戸台風，

高潮浸水想定図作成に用いられる尼崎西宮芦屋港の想定台

風経路を参考に対象範囲 (図-1左) を設定する．中條ら 3)

の全球確率台風モデルによる5000年分の仮想台風データ

から，対象範囲を通過し，中心気圧の低い上位 200個の台

風を抽出する(図-1右)．次に，抽出した仮想台風をSuWAT
に入力し，高潮アンサンブル解析を行う．最大高潮偏差の

計算結果を用いて，大阪湾沿岸部の対象地点での高潮発生

頻度を算出する．累積確率分布を様々な分布式にフィッテ

ィングさせ，最敵な係数を決め，その結果から超過確率を

算出する．また，大阪府・兵庫県が高潮の影響が極めて大

きくなる台風を想定してシミュレーションを行っており，

沿岸域における代表地点での潮位を求めていた．作成した

超過確率を基に台風 1821号襲来時の既往最大および想定

最大規模の大阪湾における高潮の再現期間の推定を行う． 

 
図-1 仮想台風の抽出範囲および上位 200個の台風経路 

3. 高潮解析モデルおよび極値統計解析 

(1) 非線形長波モデル  

 高潮シミュレーションモデルは Kim ら 4)が開発した潮

汐・高潮・波浪の相互作用を考慮した双方向結合モデル

SuWAT を用いる．基礎式には，静水圧近似を基にした非線

形長波近似式を使用している．非線形長波近似式は，高潮

や津波など流速分布が一様で，鉛直方向加速度が無視でき

る場合，実用上不十分な精度で計算できる．  
(2) 確率台風モデル 

 中條ら 3)が作成した全球確率台風モデルでは，発生から

消滅に至るまでの台風の時系列の発達・減衰過程を再現し

ている．モデル内の各パラメータを決定する際の観測資料

には，NOAA が提供している全球のデータベース

IBTrACS.v02r01の 6時間ごとの情報を用いている．モデル

化した台風の属性値は進行方向，進行速度，中心気圧であ

る．進行方向と進行速度は各時刻における台風中心の緯度

と経度の履歴から算定している．台風の強度は中心気圧の

データを用いている．古い観測資料については信頼性が低

く，精度を低下させてしまうため，1950年～2008年に観測

された資料を基にモデルパラメータを求めている．台風の

発生位置を決定する際の資料には，1966年以降の資料を用

いている．中心気圧に対して，欠測データを含む場合は，

線形補間で内挿を行っている． 
(3) 極値統計解析 

 合田 5) によると，極値統計の中で，高潮・潮位の最高値

あるいは高潮偏差の最大値が極値データとして定義される．

極値データとして定義する 1 つの方法として，事象ごとの

極大値を使用する方法がある．SuWATにより高潮アンサン

ブル解析で得られた結果に，分布関数に単位期間当りの平

均発生率を加えた式をフィッティングさせる．今回，5 つ

の分布関数から一番精度の良い関数を探した結果，Gumbel
分布が最適な分布関数となったので，Gumbel分布を用いて

非超過確率分布を描き，超過確率を算出する． 
 

4. 解析結果 

 全球確率台風モデルにより得られた大阪湾沿岸部を通る

仮想台風を対象に，SuWATでアンサンブル高潮解析を行っ

た．再現期間を推定する対象地点は，大阪湾沿岸部で浸水

被害を受けた神戸港，尼崎西宮芦屋港，大阪港の中から主

要な 9 地点を選定した．西宮浜における最大高潮偏差のヒ

ストグラムを図-2に，累積確率分布を図-3に，累積分布と

フィットさせた確率分布を図-4にそれぞれ示す．対象とし

た9地点で得られた超過確率分布から求めた再現期間の10
年および 100年の高潮偏差を表-1に示す． 
 また，台風 1821 号の神戸港，大阪港，西宮潮位観測所，

尼崎潮位観測所における高潮の観測値，2.33m, 3.29m, 3.24m, 
3.53mの出現確率を推定した．台風 1821号による高潮の再

現期間は神戸，大阪，西宮，尼崎それぞれ表-2および 3に
示す．さらに，大阪府・兵庫県が高潮浸水区域図を作成す

る際に求めた最大潮位を用いて，神戸検潮所，西宮検潮所，

尼崎検潮所，天保山における出現確率を表-4に示す． 
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図-2 最大高潮偏差のヒストグラム（西宮浜） 

 

 

図-3 累積確率分布（西宮浜） 
 

 
図-4 最敵な確率分布と超過確率（西宮浜） 

 
表-1 大阪湾沿岸部各地点における 10年，100年確率高潮 
地域 地点 10年 (m) 100年 (m) 

神戸港 
ポートアイランド 1.61 2.73 
六甲アイランド 1.79 2.91 

尼崎 
西宮 
芦屋港 

芦屋浜 1.90 3.10 
西宮浜 1.97 3.16 
甲子園浜 1.95 3.14 
鳴尾浜 1.97 3.19 
尼崎 2.01 3.11 

大阪港 
咲洲 2.01 3.16 

大阪港（天保山） 2.10 3.32 
 
 

表-2 台風 1821号による高潮の再現期間の推定 (Gumbel) 

地点 
台風 1821号高潮

観測値(m) 
超過確率 

再現期間 
(1/超過確率) 

神戸港 2.33 0.0425 24年 
大阪港 3.29 0.0187 53年 
西宮 3.24 0.0155 65年 
尼崎 3.53 0.0080 125年 

 
表-3 台風 1821号による高潮の再現期間の推定 (SuWAT) 

地点 
台風 1821号高潮

観測値(m) 
超過確率 

再現期間 
(1/超過確率) 

神戸港 2.33 0.0246 41年 
大阪港 3.29 0.0100 100年 
西宮 3.24 0.0100 100年 
尼崎 3.53 0.0013 770年 

 
表-4 大阪湾による想定最大規模高潮の再現期間の推定 

地点 
最大潮位

(T.P.m) 
超過確率 

再現期間 
(1/超過確率) 

神戸検潮所 4.3 3.84×10-4 2600年 
西宮検潮所 5.2 1.86×10-4 5380年 
尼崎検潮所 5.3 1.62×10-4 6170年 
天保山 6.4 2.68×10-5 31300年 

 
5. 結論 

 本研究で得られた主な結論を述べる． 
1) 5000年分の仮想台風のうち，上位 200台風を対象にし

たアンサンブル高潮シミュレーション結果を用いて，

極値統計解析をした結果，Gumbel分布が最もフィット

する極値分布関数となった． 

2) 台風1821号による高潮の再現期間はGumbel分布では，

神戸港で 24年，大阪港で 53年，西宮で 65年，尼崎で

125年程度の高潮生起確率になった． 

3) 台風 1821号による高潮の再現期間はSuWAT計算結果

を直接用いた場合では，神戸港で 41年，大阪港，西宮

で100年，尼崎で770年程度の高潮生起確率になった． 

4) 大阪湾における想定最大規模の高潮の再現期間は，神

戸検潮所で 2600年，西宮検潮所で 5380年，尼崎検潮

所で 6170年，天保山で 37300年程度の高潮出現確率と

なった．想定最大規模高潮シナリオは，非常に稀なイ

ベントを想定していることが示された． 
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