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将来，地球温暖化の影響を受けて沿岸ハザードが極端化することが考えられている．波浪や，強くなる台風による高

潮もその影響を受けると考えられている．高潮の長期評価では，沿岸の防災・減災の観点から重要である．しかし，長

期評価を行うには膨大なデータの計算が不可欠だが，力学的手法では計算コストが膨大である．このため，統計的もし

くは機械学習による高潮の予測を行う方法が考えられる．本研究では，畳み込みニューラルネットワークを用いて高潮

偏差を予測した．気圧場・風速場の空間的な情報から，高潮偏差の時系列を予測した．高潮偏差の予測に重要な説明変

数を比較し，予測精度を検証した．また，大規模アンサンブル気候予測データベースを用いて，構築した畳み込みニュ

ーラルネットワークによる高潮の長期評価を行った．現在気候および地球温暖化気候条件下での高潮偏差を比較した． 
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1. はじめに 

 1959 年に伊勢湾台風 (Vera) により，伊勢湾沿岸は甚大

な被害を受けた．伊勢湾台風を契機に，その後の高潮対策

が進展し，災害対策基本法が制定された．近年では，2018

年台風第 21 号 Jebi により，大阪湾沿岸も高潮による被害

を受けた．Jebiや令和元年台風第 19号Hagibisなどは，近

年の地球温暖化の影響を受けた強い台風の可能性がある．

将来，地球温暖化が進み気象が極端化することが予測され

る．IPCC第 5次報告書によると，2100年までに地球の平

均地上気温が 4℃上昇する可能性があることが報告された．

気候変動により，風や台風が強まり，波浪や高潮も影響を

受けることが考えられる．気候変動により強い台風が増加

する場合，想定されてない強さの台風の来襲により，資産

や人口が集中している沿岸域で大きな被害が引き起こされ

る可能性がある．沿岸域の高潮災害の対策を考える上では，

気候変動を考慮した高潮の長期評価は重要である．長期評

価では，大量の気候データを考慮しつつ，長い再現期間に

おける極端な高潮偏差の精度の良い予測が求められる．し

かし，長期評価における力学的手法による高潮計算は，膨

大な計算コストがかかるという問題がある． 

 そこで，ニューラルネットワーク (以下NN) のような統

計的手法による予測が考えられる．統計的手法は，精度は

力学的手法には劣るが，計算コストが小さく，大量のデー

タの処理も可能である．岩部ら 1) ，荒木ら 2) などはNNを

用いて，台風パラメータから高潮偏差を予測し，長期評価

を行った．しかしこれらの研究では，期間最大高潮偏差の

みを予測しており，時系列の予測ではない．Traceyら 3) は，

NN を用いて風速などの気象情報から波高を予測した．論

文中で，相互に (空間的に) 関連している情報を独立にNN

に入力すると，予測が困難であることが指摘されている． 

 本研究では，畳み込みニューラルネットワーク (以下

CNN: Convolutional Neural Network) を用い，台風通過時の

気圧場・風速場の時空間的情報 (以下，台風情報) から，

高潮偏差の時系列を予測する．予測対象地点は名古屋港 

(135.80°，35.0°) とする．また，説明変数，ハイパーパラメ

ータの違いによる予測精度の違いを比較する．気象の再解

析値を用いて，実績台風から，構築した CNN の予測精度

を検証する．最後に，大規模アンサンブル気候予測データ

ベースを用いて，現在気候および地球温暖化した将来気候

下での高潮偏差をそれぞれ予測し，長期評価を行う． 

 

2. 台風抽出と高潮偏差算出 

 精度の良い予測モデルを構築するには，大量のデータによる学

習が必要である．実際に観測された台風・高潮のみではデータ数

が少なく，教師データの数は限られる．そこで，全球確率台風モ

デル4) (以下GSTM) を用いて人工的に台風と高潮のイベントを多

数生成した．GSTMは，1950 ~ 2008年の観測データを基に，全球

スケールで台風特性，中心気圧，進行速度，進行方向をシミュレ

ーションするモデルである．1 年間のシミュレーションを，任意

の年数分行うことができる．GSTMを用いて，25,000年分の人工

台風のシミュレーションをした．得られた台風の中から，名古屋

港周辺 (半径1°内) を通過する台風を抽出し，名古屋港最接近時の

中心気圧が低い順に300個を選定した．得られた人工台風情報を

用いて，高潮計算モデルSuWAT5) により，台風情報から高潮偏差

を算出した．SuWAT 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．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，実用上十分な精度で計算できる． 

 

3. CNN構築 

 CNNは，NNを主に画像認識の分野に発展させたモデルである．

畳み込み層・プーリング層を交互に重ねて構成される中間層の働

きにより，空間的な特徴を抽出し，予測値を出力するモデルであ

る．NNとは異なり，CNNは空間的に情報を入力し学習すること

ができるので，気圧場・風速場のような空間的に相互に関係して

いる情報から学習・予測することに適していると考えられる．本

研究では，2. で得られた台風情報を入力し，同時刻の名古屋港の

高潮偏差が出力されるCNNを構築した (図-1)．精度の良いCNN

を構築するには，(1) 最適な説明変数，(2) 最適なハイパーパラメ

ータを設定する必要がある．本研究では2段階に分けて検討した． 

 

 

図-1 空間的な台風情報からCNNを用いて高潮の時系列を
予測するイメージ 

 



 

(1) 説明変数の検討 

はじめに，説明変数について検討した．学習データは．中心気

圧が低い上位90個とした (計6,063時間分)．CNNの設定は，20

ミニバッチサイズ，10エポック，乱数の個数は20個とし，出力

を平均して，予測値とした．活性化関数はReLU関数とし，過学

習を防ぐために，ドロップアウト法を採用した．説明変数は，海

面更正気圧P，10m高度風速U10，10m高度風速の東西・南北成分

U・V を組み合わせた5種類に対する予測結果を比較した．テス

トデータは，気圧が低い順に91 ~ 100番目の台風とし，学習・テ

ストの時間間隔は1時間とした (計692時間分)．時系列予測結果

の一例を図-2に示す．色線は，説明変数の違いを表す．どの組合

せも，高潮の上昇，下降の時刻は精度良く予測できている．ピー

ク値の予測は，UVかPUVの精度が良い．P，U10は，吸い上げ効

果のみ，吹き寄せ効果のみしか考慮できていないため，精度が悪

かったと思われる．2つを比較すると，U10の方が精度が良い．こ

れは，高潮は気圧による吸い上げより，風による吹き寄せの影響

が大きいことと整合している．U10とUVを比較すると，UVの方

が精度が良い．これは，風向を考慮しているかどうかによる差で

ある．他の高潮の予測は，過小評価しているものや時刻がずれて

予測しているものもあったが，概ね精度は良かった．特に精度が

良かったUVとPUVの，テストデータ692個のテスト値と予測値

の関係を図-3に示す．図中の色付きの散布図は，テスト値と予測

値の相関であり，図上のRMSE (2乗平均平方誤差)，R (相関係数) 

は，散布図を基に算出した．黒線のエラーバーは，テスト値0.5 m

ごとの予測誤差を表す．エラーバーの中心は誤差の平均値，上下

の幅は誤差の標準偏差である．RMSE (UV) = 0.285m，R (UV) = 0.89，

RMSE (PUV) = 0.265m，R (PUV) = 0.90と，どちらの説明変数も，

RMSEとRに大きな差はみられない．これは，テスト値0 ~ 1 m

程度の，高潮が発生していない時刻が多いためである．しかし，

エラーバーで比較すると，(b) PUVは，(a) UVに比べて3 m以上の

高潮の予測誤差が小さい．吸い上げと吹き寄せ，風向を考慮でき

た結果だと考えられる．他の説明変数もエラーバーを比較したが，

PUVが最も良い結果であった．小さい高潮に対する予測精度は良

いが，大きい高潮に対しては予測精度が悪い．この傾向は，大き

い高潮データ数が少ないことと，全体の中で大きな高潮データ数

の割合が少ないことが原因だと考えられる．荒木ら2) のNNを用

いた検討でも，同様の傾向がみられている． 

 

(2) ハイパーパラメータの検討 

次に，ハイパーパラメータの比較を行った．本研究で比較する

ハイパーパラメータは，ミニバッチサイズとエポック数のみであ

る．活性化関数や中間層の構造等も比較することが望ましいが，

無数の組み合わせを検討するのは，膨大な時間がかかる．活性化

関数は一般的に使われるReLU関数を用い，中間層の構造は8層

に設定した．ミニバッチは，計算機の並列計算を利用するために

設定する．ミニバッチサイズの小サンプルを学習データから抽出

し，1 つの集合にする．ミニバッチサイズごとに学習を行う．ミ

ニバッチサイズが大きいということは，集合内のデータ数が多い

ということになり，集合数が少なくなるので，学習回数が少なく

なる．集合単位での学習を行う回数を，エポック数で設定する．

繰り返し学習することで精度の向上が期待される6)．本検討では，

ミニバッチサイズは20 ~ 200，エポック数は5 ~ 100，説明変数は

PUVとした．学習データ，テストデータは (1) と同様のものを設

定した．図-4に，ミニバッチサイズごとのエポック数の変化によ

るRMSEと計算時間を示す．〇は692個のテストデータを用いて

計算されたRMSE (左軸)，●は1つの乱数の学習にかかる計算時

間 (右軸) を表す．RMSEをみると，ミニバッチサイズが小さいほ

ど，精度が良くなることがわかる．これは，ミニバッチ集合数が

多く，同じエポック数でも学習回数が多いためだと考えられる．

 

図-2 説明変数毎の高潮偏差の時系列の予測結果 

 

 
(a) UV 

 
(b) PUV 

図-3 テスト値と予測値の相関 (点) とテスト値 0.25m 毎
の予測誤差と誤差のσ (エラーバー) 

 

 
図-4 ミニバッチサイズごとのエポック数の変化による

RMSEの変化 (〇：RMSE，●：計算時間) 



 

一方，エポック数によるRMSEの変化はみられない．今回の検討

では，5 回程度で頭打ちになったと考えられる．計算時間でみる

と，ミニバッチサイズが小さく，エポック数が多い方が計算時間

は長くなることがわかる．エポック数を増やしても，計算時間が

長くなるだけで精度が変わらないことがわかった．図は省略する

が，1 m以上のテストデータのみでもRMSEを検証した．全体的

な傾向は図-4と同様であったが，20ミニバッチサイズ，10エポ

ックでRMSEが小さくなり，その後RMSEが大きくなる結果が

得られた．これは，過学習が発生した可能性がある．よって，ミ

ニバッチサイズは20，エポック数は10が最適であるとわかった． 

 

4. 実績台風によるCNNの精度検証 

 気象庁55年長期再解析7) , 8) (以下，JRA55) を用いて，構築した

CNNの精度を検証した．JRA55は，1958年からの55年間を対象

とし，長期間にわたって高品質で均質なデータセットの作成を目

的とした，各種物理量を含む気候データセットである．過去に実

際に名古屋港に高い高潮を引き起こした台風として，Vera (伊勢湾

台風), Tokage (台風0423号) などが挙げられる．これらの台風情報

をJRA55から抽出し，構築したCNNに入力した．3. では90個の

台風データを用いてCNNを構築したが，より高い精度を得るため

に，300 個の台風データ (計 20,141 時間分) を用いて学習をした

CNNも構築した．以下では，CNN [n = 90], CNN [n = 300] と，学

習データ数ごとにCNNを分けて表記する．説明変数はUVかPUV

が有効であったので，この検討でも，それらの説明変数を使用し

た．JRA55の計算格子は0.5°ずつ，計算時間は6時間ごとである．

台風の発生から消滅までの伊勢湾周辺の台風情報を抽出し，CNN

に入力するために空間的，時間的に再解析値を内挿した． 

図-5はCNN [n = 90] による，Veraの高潮の時系列の予測結果で

ある．黒線は気象庁による高潮観測値，黄線はUV による予測，

緑線はPUVによる予測であり，図上のRMSEは，観測の最大値

と予測の最大値の誤差である．どちらの説明変数も1 m以上過小

評価している．この原因は，JRA55の空間解像度がSuWATのも

のと比べて粗いためだと思われる．また，学習データ数が十分で

ないことも別の原因として考えられる． 

図-6はCNN [n = 300] による，(a) Vera と(b) Tokageの高潮の時

系列の予測結果である．(a) Veraの予測について，どちらの説明変

数も過小評価しているものの，1 m程度の誤差である．JRA55の

計算格子はSuWATと比較して粗いことを考慮すると，予測精度

は良いといえる．PUVの方が高く予測しているのは，気圧による

吸い上げ効果を考慮して予測できたためだと考えられる．(b) 

Tokageについても，時刻のずれはあるもののピーク値の予測精度

は良い．PUVによる予測は +0.18 mと，十分な精度が得られた．

これらの結果について，図-3(b) PUVのエラーバーをみると，大き

な高潮を低く予測することがわかる．この傾向は学習台風データ

数に関わらず同様である．観測最大値はVera が 3.50 m，Tokage

が1.32 mであるので，この図のエラーバーの誤差範囲と整合して

いる．他にもVicki (観測最大値1.12 m) やJelawat (観測最大値0.82 

m) による高潮予測も行ったが，PUV による予測が最も精度が高

かった．図は省略するが，各台風の予測精度をBS (Brier Score) を

用いて検証した．各台風の最大値のBSが0.03以下であり，精度

良く予測することができた．また，図-5と図-6の結果の比較から，

学習データ数の増加による精度向上が示された．さらに学習デー

タ数を追加したり，高い高潮の時刻のみで学習をしたりすること

で，CNNが改善されると考えている． 

 

5. 高潮の長期評価 

 地球温暖化の影響を評価し，長期評価を行うには，気候変動に

よる将来変化予測とその不確実性の定量的評価が必要不可欠であ

る．文部科学省・気候変動リスク創生プログラムでは，「地球温

暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース，以下

d4PDF : database for Policy Decision making for climate change」が作成

された9), 10)．d4PDFを用いることで，確率分布の極地の値について

も議論ができるようになる．d4PDFは，過去実験 (1951 ~ 2011年

の60年間×100メンバ)，4℃上昇実験 (2051 ~ 2111年の60年間×

6種類のSST×15種類の摂動) などが行われている．本研究では，

過去実験による6,000年分のデータを現在気候，4℃上昇実験によ

る5,400年分のデータを将来気候とした．各気候下で伊勢湾周辺を

通過する台風を抽出し，構築したCNN [n = 300] に入力することで，

高潮の時系列を予測した．説明変数は，4．で精度が良かったPUV

とした．伊勢湾周辺を通過する台風は，現在気候で3,657個，将来

 
図-5 実績台風 (Vera) による精度検証 CNN [n = 90] 

 

 

(a) Vera (伊勢湾台風) 

 
(b) Tokage (台風 0423号) 

図-6 実績台風による精度検証 CNN [n = 300] 

 



 

気候で1,925個であった．台風の個数を比較すると，実際の台風通

過数は113年間で71個であった．地球温暖化が進むと，台風の発

生個数が減少すると報告されており 11)，それらの観測値や研究と

も整合している．それぞれの高潮の最大値を抽出し，各気候下で

の高潮の長期評価を行った．現段階では，現在気候28メンバ (1,680

年分)で992個，将来気候1SST (900年分) で320個の高潮イベン

トを計算し，長期評価を行った． 

 図-7に長期評価の結果を示す．寒色線が現在気候，暖色線が将

来気候を表す．点線は，CNNの予測結果を用いて，そのまま長期

評価した結果である．3. (1) の検討で，水位の低い高潮の精度は良

いが，高い水位のイベントは過小評価することがわかった．実線

と縦線は，CNN自体の予測誤差を考慮した長期評価である．点線

の結果について，現在気候に比べ，将来気候の方が大きな高潮が

発生しやすいことがわかる．地球温暖化が進むと，台風強度が上

がることが予想されているので，それらの知見と整合している．

次に，実線のCNNの予測誤差を考慮した結果は，0.5 mごとに補

正を行っている．将来気候では，再現期間45年で2.5 m程度の高

潮が発生する可能性があることがわかる．現在気候では，再現期

間112年で2.5 m以上という結果が得られた．伊勢湾台風による高

潮は3.50mであり，CNN自体の誤差を考慮しても，過小評価して

いる．これは，JRA55による検討と同様，d4PDFの計算格子が0.5°

であること，CNNの学習データ数が足りないことが原因と

考えられる．過小評価はしているものの，現在気候に比べ

て将来気候の方が大きな高潮の再現期間が短くなるという

結果が得られた．再現期間 300年以上は，現在気候と将来

気候の値がほとんど変わらないが，これはデータ数が少な

いことが原因と考えられる．現在計算中の d4PDFデータを

加えることで，極地の差が広がったり，全体的な再現期間

が短くなったりする可能性がある． 

 

6. 結論 

 本研究は，CNNを用いて統計的に高潮の時系列を予測した．説

明変数，ハイパーパラメータの違いによる予測精度の違いを比較

した．JRA55を用いて，構築したCNNの精度検証を行った．最

後に，d4PDFを用いて現在気候，将来気候の高潮の長期評価を行

った．本研究で得られた主な結論を以下に述べる． 

1) 説明変数としては，UVとPUVの精度が良かった．風速は，

U10を用いるより，2成分UVに分けて入力し，風向を考慮す

ることが重要であった．また，特に大きな高潮を精度良く予

測するには，P気圧の情報が重要であった．すべての変数を

考慮したPUVが最も予測精度が良かった． 

2) ミニバッチサイズは小さい方が精度は良いが，計算時間が長

くなる．一方，エポック数を増やしても計算時間が長くなる

だけで，精度の向上はみられなかった． 

3) 実績台風によるCNNの精度検証は，ピークの時刻はずれて

いたが，概ね良い結果が得られた．学習データを増やすこと

で精度の向上がみられた． 

4) d4PDFを用いて，現在気候，将来気候の高潮の長期評価を行

った．CNN を用いることで，大量のデータの計算を用いて

も短時間で予測ができた．現在気候に比べて，将来気候の高

潮が大きくなることがわかった． 

今後の課題として，学習データを増やすことで，CNN自体の精

度の向上が考えられる．d4PDFの計算結果を追加することで，よ

り精度の高い長期評価が行えることが期待される．また，LSTM

と CNN を組み合わせた方法で学習することで，台風の発達，経

路等をより詳細に学習した精度の良い予測モデルの構築や，リア

ルタイム予報モデルの構築も期待される． 

 

参考文献 

1) 岩部紫織，森 信人，中條壮大，安田誠宏，間瀬 肇：確率

台風モデル，高潮およびニューラルネットワークを用いた高

潮偏差の長期評価，土木学会論文集B2 (海岸工学)，Vol.72，

No.2，pp.I_1465–I_1470，2016. 

2) 荒木裕次，安田誠宏，森 信人：ニューラルネットワークを

用いた高潮の 長期評価―伊勢湾を対象とした検討―，土木

学会論文集B2 (海岸工学)，Vol.74，No.2，I_601–I_606，2018. 

3) Tracey H.A. Tom，間瀬 肇，池本 藍，斎藤武久，川崎浩司，

武田将英：日本海上の気象データを用いたニューラルネット

ワークによる日本海沿岸の波浪予測，土木学会論文集 B2 (海

岸工学)，Vol.74，No.2，pp.I_691–I_696，2018. 

4) 中條壮大，森 信人，安田誠宏，間瀬 肇：時系列相関型の

全球確率台風モデルの開発，土木学会論文集B2 (海岸工学)，

Vol.69，No.1，pp.64–76，2013. 

5) Kim, S.Y., Yasuda, T., Mase, H.: Numerical analysis of 

effects of tidal variations on storm surges and waves, 

Applied Ocean Research, Vol.30, Issue 4, pp.311–322, doi: 

10.1016/j.apor.2009.02.003, 2008. 

6) 岡谷貴之：深層学習，講談社，pp.25–27，pp.79–110，2015. 

7) Kobayashi, S., Y. Ota, Y. Harada, A. Ebita, M. Moriya, H. Onoda, K. 

Onogi, H. Kamahori, C. Kobayashi, H. Endo, K. Miyaoka, and K. 

Takahashi: The JRA-55 Reanalysis: General specifications and basic 

characteristics. J. Meteor. Soc. Japan, 93, pp.5–48, 

doi:10.2151/jmsj.2015-001, 2015. 

8) Harada, Y., H. Kamahori, C. Kobayashi, H. Endo, S. Kobayashi, Y. 

Ota, H. Onoda, K. Onogi, K. Miyaoka, and K. Takahashi: The 

JRA-55 Reanalysis: Representation of atmospheric circulation and 

climate variability, J. Meteor. Soc. Japan, 94, pp.269–302, 

doi:10.2151/jmsj.2016-015, 2016.  

9) Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, 

O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, 

Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, 

M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikawa, K. 

Temur, Y. Kamae, M. Watanabe, H. Sasaki, A. Kitoh, I. Takayabu, E. 

Nakakita, M. Kimoto: Over 5000 years of ensemble future climate 

simulations by 60 km global and 20 km regional atmospheric 

models, The Bulletin of the American Meteorological Society, 

pp.1383–1398, 2017. 

10) 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データ

ベース：d4PDF手引，http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4P

DF/ (2019年 12月 20日参照) 

11) 森 信人，村下裕之，志村智也，中條壮大，安田誠宏，間瀬 

肇 ：マルチモデルアンサンブルによる気候変動に伴う熱帯低

気圧特性の将来変化予測，土木学会論文集 B2 (海岸工学)，

Vol.68，No.2，pp.I_1251–I_1255，2012. 

 
図-7 現在気候と将来気候のCNNの誤差を考慮した高潮の

長期評価 (点線：CNN の誤差考慮なし，青線：現在
気候，赤線：将来気候) 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/94/3/94_2016-015/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/94/3/94_2016-015/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/94/3/94_2016-015/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/94/3/94_2016-015/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/94/3/94_2016-015/_article
http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/
http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/

