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近年，地球温暖化の影響により気象が極端化し，大型で強い台風が来襲する頻度が高くなっている．特に台風強大化

の影響を受けるのは高潮災害である．大きな被害をもたらす高潮は低頻度事象であるため，観測数が不足している．そ

のため，観測データをもとに高潮の確率評価を行うことは困難である．今後，多数アンサンブル気候予測データベース 
(d4PDF) 等を用いて，高潮の生起確率の将来変化を予測することが望まれるが，統計的な高潮予測手法に関する研究は

これまでほとんど行われていない．本研究では，全球確率台風モデルと非線形長波モデルを用いて高潮解析を行い，瀬

戸内海を対象に高潮簡易予測式を提案し，高潮の将来変化を評価した．その結果，大阪湾において高潮の将来変化を精

度良く評価するためにはd4PDFのバイアス補正が必要であることがわかった． 
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1. はじめに 
 近年，地球温暖化の影響により気象が極端化し，2018 年

に発生した平成 30 年 7 月豪雨災害や同年 9 月に大阪湾に上

陸した超大型台風 21 号 Jebi など，記録的豪雨や大型で強い

台風が発生・来襲する頻度が高くなっている．また，森ら 1) 
によって今後，台風の発生個数は減少するが，台風の強度は

強くなると予測されており，台風 21 号と同規模の災害が発

生することが考えられる．台風は，内水氾濫や外水氾濫，高

潮，地下空間への浸水，土砂崩れなどを引き起こす要因とな

っており，なかでも台風強大化の影響を受けるのは高潮災害

である．過去に 1959 年の伊勢湾台風により名古屋において

3.45mの高潮が発生し，1961年の第二室戸台風により大阪に

おいて 2.6m の高潮が発生した．このような危険なハザード

レベルの高潮は低頻度事象であるため，観測数が不足してい

る．そのため，観測データをもとに高潮の再現期間等の確率

評価を行うことは困難である．さらに今後，多数アンサンブ

ル気候予測データベース (d4PDF)2) 等を用いて，高潮の生起

確率の将来変化を予測することが望まれるが，統計的な高潮

予測手法に関する研究はこれまでほとんど行われていない． 
 高潮の推算には，台風強度に加えて，発生から消滅までの

経路や移動速度などの特性情報が重要となる 3)．しかしなが

ら，上でも述べたように，大きな災害を引き起こすポテンシ

ャルのある台風に遭遇することは少なく，観測結果のみを用

いて高潮の推算を行うことは困難である．これらの問題を踏

まえ，モンテカルロ法を用いた確率台風モデルを援用した高

潮推算の研究が行われてきている．河合ら 4) は，台風に起因

する高潮の顕著な内湾を対象に，確率台風モデルによって長

期間に発生する台風の諸元を与え，その高潮を線形長波方程

式の数値モデルで推算した．中條ら 5) は，少数の観測台風資

料の統計特性から多数の台風資料を作成することが可能な

時系列相関型の全球確率台風モデルを作成し，観測資料と比

較し，その有用性を明らかにした．朝位ら 5)
 は高潮数値シミ

ュレーションを行って，山口県沿岸でこれまで高潮簡易予測

式の係数がなかった地点において，係数を決定・提案した． 
 本研究では，全球確率台風モデルと非線形長波モデルを用

いて多数の高潮シミュレーションを行い，高潮を統計的に予

測するための簡易予測式を提案する．瀬戸内海を対象に安芸

灘，伊予灘，播磨灘，大阪湾，周防灘を通る 1000 年分の仮

想台風を用いて，高潮簡易予測式の推定精度に及ぼす，台風

資料数，台風経路，時系列データ，移動速度，うねり性波浪

の影響評価を行う．さらに，過去に高潮を起こした実績台風

に対して提案式を適用し，推定精度を検証する．そして，

d4PDFを用いて各地点の再現期間を求め，高潮の将来変化を

評価する． 
 
2. 高潮簡易予測式 
 高潮簡易予測式とは，観測地点での最低気圧と最大風速，

最大風速の風向を入力することにより，最大高潮偏差を求め

ることができる経験式（回帰式）である．また，この式は，

最大高潮偏差の推定に計算時間がかからない簡易的な手法

として，気象庁が 1998 年まで用いていた． 

    2
0(1010 ) cos( )h a P bW θ θ= − + −  (1) 

ここで，hは最大高潮偏差 (cm)，Pは現地の最低気圧 (hPa)，
Wは最大風速 (m/s) である．θは最大風速の風向，θ0は湾軸

の方向であり，θ，θ0は北を 0°とし，時計回りを正とする．

a, bは過去の資料から求められる各地点の係数である．気象

庁は a, b の値を主な港について実測値に基づいて計算して

いる 6)． 
 
3. 確率台風モデルを援用した高潮簡易予測式係数の算定方法 
(1) 確率台風モデルによる仮想台風の抽出 

 中條ら 5) による確率台風モデルによって計算された 1000
年分の仮想台風データから，瀬戸内海の各海域において顕著

な高潮を発生させる可能性があるものとして，対象範囲を通

過する台風を抽出する．確率台風モデルは，台風の属性値を

モンテカルロ法で確率的に発生させるものであるため，同じ

経路を通過しても，同じ規模の台風にはならない．抽出範囲

は過去に対象地点で高潮災害をもたらした台風を基に決定

した．抽出範囲と対象地点を図-1に示す．今回，高潮簡易予

測式の係数の提案に使用する台風数は，安芸灘・伊予灘・周

防灘で 753個，播磨灘で 818個，大阪湾で 642個とする． 
(2) 高潮解析 

 高潮解析には Kim ら 7) 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 (Coupled -nested 
- parallelized Surge Wave Tide) 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．ただし本

研究では，波浪によるwave setupや海面抵抗係数の影響は計

算していない．氾濫・遡上計算も行っておらず，河川水の流

入も考慮していない．また，SuWAT はこれまで高潮計算に

おいて多くの適用実績があり，実用上十分な精度の計算結果

を得られることが示されている 8)．安芸灘・伊予灘における

高潮解析結果の一例を図-2に示す．これは，各格子の高潮偏

差の最大値を表している． 
(3) 高潮簡易予測式の係数算定 

 (1)で抽出した台風の気圧・風のデータと(2)で解析した高

潮の結果を用いて，気圧・風速・風向と高潮の関係について

重回帰分析を行い，係数を算定した．海岸線形状と吹送距離

から，θ0は安芸灘，伊予灘，周防灘の場合，豊後水道の向き

に合わせた 157.5º，播磨灘，大阪湾の場合，紀伊水道の向き

に合わせた 180º に決定した．本研究で算定した予測式の係

数と湾軸方向を表-1に示す． 
 
4. 高潮推算精度の検証および考察 
 紙面の制約上，台風資料数と台風経路による影響評価は松山のみ，

時系列データによる影響評価は松山と広島，波浪の影響を考慮した

高潮簡易予測式は神戸の検討結果のみを示し，その他の地点におけ

る検討や移動速度による影響評価はここでは割愛する． 

(1) 台風資料数による影響評価 

 気象庁が日本沿岸の主な港で算定した係数 a, b, θ0をまと

めた資料 6) によると，松山は7個の資料を基に係数が算定さ

れていた．他の地点と比べても資料数 7個は少ない資料数で

ある．本研究では 753個のデータを基に松山の係数を算定し

ており，資料数に大きな違いがある．表-2に気象庁の係数を

示し，図-3 に本研究の係数と気象庁の係数で推定した値と

SuWAT の解析値の比較結果を示す．本研究の係数は気象庁

の係数と同じ回帰分析方法を用いて求めているため，資料数

の違いが予測精度に及ぼす影響を評価できるといえる．図-3
より，気象庁の係数は過大評価であることがわかる．精度を

定量的に比較するため，平均二乗誤差 (RMSE)，標準誤差 
(SE) および相関係数 (R) を求めた結果を表-3に示す．本研

究の係数と比較すると，気象庁の係数は誤差が 2倍以上あり，

相関係数も 0.6以下と，精度は悪い．つまり，資料数を増や

すことにより，誤差やばらつきは大幅に減少し，精度を向上

できたといえる． 
(2) 台風経路による影響評価 

 資料数を増やすことで高潮簡易予測式の精度を向上でき

ることを確認したが，推定精度にまだ改善の余地がある．そ

こで，ばらつきが生じる要因として考えられる台風経路の影

響について検討する．対象地点に対して台風経路が危険半円

側か可航半円側かによって分類できると仮定し，経路毎に係

数算定を行った．その結果を表-4に示す．経路毎に算定した

係数を用いた高潮推定結果と SuWAT の解析結果の比較を

図-4に示し，精度比較を表-5に示す．全経路の結果と比較す

ると，危険半円は推定精度が若干悪くなったが，可航半円は

ばらつきが小さくなり，相関係数が大きく向上した．危険半

円は高潮が大きい場合にやや過小評価傾向だが，可航半円は

推定誤差がほとんどない．可航半円は誤差が減少し，相関係

数が向上した．危険半円は悪くない結果となった． 
(3) 時系列データによる影響評価 

 さらなる精度向上のため，時系列データを用いた．まず，

台風が対象地点に最接近した時刻と最大高潮が発生した時

刻とのタイムラグを確認した．図-5に最大高潮発生のタイム

ラグの確率分布を示す．図-5より，両地点において，台風通

過後 60 分に最大高潮が最も出現することがわかった．しか

し，タイムラグなしでは，松山は出現確率が低く，広島はか

なり高いという違いもみられた．時系列データによる影響評

価を行うため，図-5の結果を基に検証条件を 6ケース設定し

た．その条件を表-6に示す．表-7に松山と広島でのタイムラ

グを考慮した場合の推定精度を示す．Case 2とCase 3を比較

すると，両地点ともにタイムラグが +60分のCase 3の方が

精度は良かった．Case 4とCase 5を比較すると，松山では，

タイムラグが +120分のCase 5の方が精度は良く，広島では，

タイムラグが +60分のCase 4の方が精度は良かった．この

結果は，松山は +60 ~ +180分のタイムラグが大きい方が最

大高潮は出現しやすく，反対に，広島は 0 ~ +60分のタイム

ラグ小さい方が最大高潮は出現しやすいという図-5 との結

 
図-1 台風抽出範囲と対象地点（●は西から，宇部，三田尻，

徳山，広島，松山，姫路，神戸，大阪） 
 

 
図-2 安芸灘・伊予灘における最大高潮偏差計算結果の一例 

 
表-1 各対象地点における簡易予測式の係数の算定結果 

 a b θ0 
広島 2.212 -0.148 157.5 (SSE) 
松山 1.295 -0.078 157.5 (SSE) 
姫路 2.948 -0.135 180 (S) 
大阪 3.027 -0.119 180 (S) 
神戸 2.315 -0.112 180 (S) 
宇部 3.808 -0.074 157.5 (SSE) 
三田尻 3.041 -0.088 157.5 (SSE) 
徳山 2.769 -0.107 157.5 (SSE) 

 
表-2 気象庁の松山の係数 

 a b θ0 
松山 4.303 -0.082 157.5 (SSE) 

 



 

 

果とも整合性がとれている． 
(4) 波浪の影響を考慮した高潮簡易予測式 

 台風経路や時系列データ，移動速度などの台風特性による

精度向上が，期待した以上に認められなかったため，高潮簡

易予測式にセットアップの影響を考慮する方法 9) を参考に

し，その係数について検討した．吹送距離を用い，波浪によ

る水位上昇の影響を考慮した場合の高潮簡易予測式を式(2)
に示す．一般的に，有義波高の約 10%がwave setupによる海

面上昇量として見積もられている．今回，SuWAT で波浪計

算を行っていなかったため，有義波高を求めることができな

い．そこで，有義波高の代わりに風速を用いて波浪の影響を

考慮することにした．風域が移動しない深海波における有義

波高の簡易推算法であるSMB 法により，有義波高は風速の

2乗に比例することが示されている．また，第 2項と第 3項
で同じ風速の 2乗を用いているが，第 2項は風による海面で

のせん断，第 3 項は波浪を表している．まず，気象庁 10) と

ナウファス 11) (NOWPHAS: Nation- wide Ocean Wave 
information network for Ports and HArbourS) の観測データを用

いて，神戸において顕著な高潮災害をもたらした台風を対象

に，風速と有義波高の関係について調べ，さらに，台風が対

象地点に最接近した時の距離との関係についても併せて調

べた．その結果から得られた係数 cの近似式（式(3)）を用い

て，神戸の実績台風に適用し，推定精度を検証した． 

  2 2
0(1010 ) cos( )h a P bW cWθ θ= − + − +  (2) 

  7 2 47.890 10 3.141 10 0.049c r r− −= × × + × × +  (3) 

ここで，r は台風が対象地点に最接近した時の距離 (km) で
ある． 
 図-6に観測値と高潮推算結果の比較を示す．図-6より，1m
付近にある台風通過が100km以内のNearは考慮前後であま

り変化がないが，1.5m以上のNearは波浪の影響を考慮した

ことにより，推定精度の向上がみられた．一方，台風通過が

100km 以遠の Far は，考慮前は大きく過小評価であったが，

考慮したことにより推定精度の向上がみられた．係数 cを一

定にするのではなく，距離に応じて変動させることにより，

精度が向上することが示された． 

 
図-3 気象庁と本研究の係数の高潮推定結果比較（松山） 

（黒: 気象庁，青: 本研究） 
 

表-3 資料数の違いによる予測精度比較（松山） 
 RMSE SE R 

気象庁 0.582 0.025 0.545 
本研究 0.219 0.012 0.865 

 
表-4 台風経路分類後の係数（松山） 

 危険半円 可航半円 
 a b a b 

松山 1.266 -0.078 1.506 -0.056 

 

図-4 台風経路毎の高潮推定結果の比較（松山） 
（赤: 危険半円側，青: 可航半円側） 

 
表-5 台風経路の違いによる予測精度比較（松山） 
 RMSE SE R 

全経路 0.219 0.012 0.865 
危険半円 0.230 0.013 0.858 
可航半円 0.093 0.029 0.955 

 

 
図-5 高潮タイムラグの出現確率分布（赤：松山，青：広島） 

 
表-6 高潮タイムラグの影響評価のための検証条件 

 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 
気圧・風 0 0 -60 0 -60 0 
高潮 
偏差 

期間

最大 
0 0 +60 +60 +120 

 
表-7 高潮タイムラグの違いを考慮した場合の推定精度比較 
(a)松山 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 
RMSE 0.219 0.255 0.232 0.255 0.227 0.209 

SE 0.012 0.008 0.009 0.010 0.011 0.010 
R 0.865 0.643 0.717 0.738 0.803 0.806 

 
(b)広島 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 
RMSE 0.234 0.287 0.238 0.193 0.215 0.190 

SE 0.018 0.014 0.015 0.016 0.016 0.014 
R 0.921 0.810 0.882 0.915 0.906 0.892 

 



 

 

5. 高潮の将来変化 
 d4PDF 2) は，高解像度大気モデルを使用した気候変動予測アンサ

ンブル4℃上昇実験結果であり，現在気候6000年分（60年 × 100
メンバ），将来気候5400年分（60年 × 90メンバ）のデータが公開

されている．ここでは，台風経路データを用い，これまでの検討で

得られた係数a, b, cおよびθ0を使って，簡易予測式により高潮を推

算する．現在気候と将来気候での高潮の再現期間を推定し，高潮の

将来変化の評価を行う．さらに，大阪湾における642個の確率台風

経路からSuWATで直接計算した結果についても，再現期間を推定

する． 
 図-7に，大阪と神戸における現在気候と将来気候の高潮再現期間

を示す．図より，大阪では，SuWAT の直接計算による結果は 2m
付近までd4PDFの将来気候がほぼ同じであり，2m以上ではd4PDF
の現在気候よりも再現期間が少し長くなっている．神戸でも，大阪

同様にSuWATの直接計算による結果は1m付近までd4PDFの将来

気候がほぼ同じであり，1m以上ではd4PDFの現在気候よりも再現

期間が長くなっている．確率台風モデルは現在気候であるが，d4PDF
の現在気候と差があるため，d4PDFのデータをそのまま活用するの

ではなく，バイアス補正が必要であることがわかった．しかしなが

ら，現在気候に比べて将来気候では，高潮の再現期間が短くなるこ

とが示された．SuWAT 直接計算と簡易式の予測バイアスを踏まえ

て，将来の上昇量を示すことで，適応策に寄与できると考えている． 
 

6. 結論 
 本研究では，瀬戸内海を対象に 1000 年分の人工台風を用

いて，高潮を統計的に予測するための簡易予測式の提案を行

い，高潮の将来変化を評価した．以下に本研究で得られた主

要な結論を示す． 
(1) 資料数を増やすことや台風経路を分類することにより，

誤差やばらつきは減少し，精度も向上することがわかっ

た． 
(2) 最接近時から 60 分後に最大高潮が最も発生しやすいこ

とがわかった．また，松山と広島において，高潮の水位

上昇に違いがあることもわかった． 
(3) 高潮簡易予測式に波浪の影響を考慮することにより，過

小評価になっていた対象地点から距離が遠いところを通

過する台風による高潮の推定精度を向上できることがわ

かった． 
(4) 現在気候である確率台風モデルとd4PDFの現在気候に差がある

ことがわかり，d4PDF のデータをバイアス補正して使う必要が

あることがわかった． 
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図-7 高潮再現期間の比較 
 

 
図-6 神戸での実績台風に対する高潮推定結果（○: 考慮前，

▲: 考慮後，青: 100km以内，赤: 100km以上） 


