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北海道沿岸域の漁港における海象状況として、うねり成分が比較的大きいと想定される太平洋海域の実測

データを基に、最新のデータを用いて算出した設計沖波と既往の設計沖波とを比較検証し、今後の設計沖波

の考え方について整理する。また、北海道の 5 港で観測されている海象データを提供するための漁港海象デ

ータ表示システムの運用状況と運用上の課題について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 
近年、日本周辺の北東アジアにおいて、発達速度が特

に大きい爆弾低気圧の発生頻度が増加し低気圧強度が増

加傾向にある等、日本各地で極端化する気象現象がみら

れている。このような現状において漁港施設の設計・施

工をする場合、波浪観測によって蓄積された波浪データ

を活用することが重要である。近年では、設計沖波と比

較して沖合での波高は小さいが、周期の長い作用波によ

って、港湾・漁港施設における被災1)2)が相次ぎ、うねり

性を考慮した設計波を設定する必要性が高まっている。

平成30年度には沿岸構造物についての代表的な技術基準

である、『港湾の施設の技術上の基準・同解説』の改訂

が予定されており、これに合わせて、うねり性を考慮し

た分析を先行的に行い、実施・設計に反映させる検討を

事前に行うことは非常に重要である。  
また、波浪観測データをリアルタイムかつ安定的に提

供することは、漁港整備には不可欠であるとともに、漁

船の出港の可否の判断や住民の安全避難など防災上の観

点からも必要と考えられる。 
以上のことから、本報告では、北海道の漁港施設にお

いて、太平洋海域の代表的な波浪観測地点として現在に

至るまで長期間観測（1983年～現在）されている様似沖

の実測データを基に、近年の海象状況の傾向を整理する

とともに、一例として様似漁港における既往設計沖波

（30年確率波）と最新の実測データを用いて算出した設

計沖波（30年確率波）を比較検証し、うねり成分を考慮

した設計沖波の考え方およびその適用性について整理す

る。また、北海道の5港で観測されている海象データを

広く一般市民にも提供が可能となっている漁港海象デー

タ表示システムの運用状況と運用上の課題について報告

するものである。 

 

2.  近年における北海道太平洋沿岸の海象状況 

 

(1)様似沖の波浪観測の概要と解析対象統計期間 

様似沖における波浪観測箇所は沖合2150m、水深31m
の地点であり、観測機器の諸元と観測期間を併せて図-1

に示す。統計期間は1983年～2015年（現在も観測中）の

33年間のデータが蓄積されており、波浪データの取得状

況としては、各年で概ね95%以上が得られているが、観

測機器に不具合があったと想定される1983年、1989年、

1990年では、欠測が多く測得率はそれぞれ11.1%、8.1%、

38.4%と低く、また、波向きの観測精度は1983年から

1989年までの7年間は8方位のデータ、1990年以降では1
度単位のデータとなっている。本検討において沖波波高

を算出する際、観測地点の観測値を屈折計算により沖へ

変換するため、8方位のデータでは沖波の算定精度が大

きく低下することから、年最大値を評価する上で高い測

得率が得られている1991年~2015年までの25年間を統計

図-1 観測機器の概要 
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期間として設定した。 

 
(2)風波およびうねりの定義 

 本検討における『うねり』の定義としては、平山ら3)

の提案を参考に、有義周期8.0秒以上かつ波形勾配0.025
未満とし、それ以外を便宜的に『風波』とし、風波とう

ねりを区別しない従来の風波は便宜上『通常波』とした

（図-2(a)参照）。 
 
(3)様似沖の波浪観測データの現況 

図-2(a)(b)は、様似沖の解析対象期間における全ての

観測データ（1991年~2015年）を対象とした周期と波形

勾配の関係および波高と周期の関係である。うねりが幅

広く出現し、最大値としては波高で4.0～5.0m程度、周期

は18.0～19.0秒程度であり、波高（H1/3）の増加に伴い周

期（T1/3）も大きくなる傾向がみられる。  
図-3は、来襲波向と周期の関係であるが、周期10.0秒

未満の波浪はE～WNWの広い範囲で出現するのに対し、

周期10.0秒以上の波浪は、SSE～SSWに集中する傾向が

みられる。様似沖の観測データから周期の長いうねり性

の波浪が確認されたため、北海道における最新のデータ

を含む（1968年～2016年）代表的な観測地点での風波お

よびうねりの出現率を図-4に整理した。図に示すとおり、

日本海域でのうねりの占める割合は小さく、太平洋海域

では20%～40%程度と大きい。うねりについては、海域

別の特徴が顕著にでており、特に太平洋海域では、うね

り出現率が高いためについての検討を実施する必要性が

確認できる。 
 

3.  様似沖における設計沖波の検討 

 漁港施設への直接的な被災要因となる近年の来襲波浪

の傾向を把握するため、様似沖の最新の波浪観測記録よ

り設計沖波波高を算定し、既往の設計沖波との比較を行

った。設計沖波を算定するためのフローを図-5に示す。

本検討では、平山ら3)の考え方をベースに『風波』と

『うねり』および『通常波』（風波＋うねり）について

観測地点の波向別極大値資料を抽出後、浅海波浪変形計

算により沖波を算出した上で、極値統計解析を実施し、

風波・うねり・通常波それぞれの設計沖波を算出するこ

とにより検討を行った。 
 
(1)擾乱毎の最大波高の抽出 

 高波の抽出においては、平山ら3)を参考に全ての波に

ついて未超過出現確率85%（閾値85%）を超える有義波

高が継続する期間を1つの擾乱と定義した上で、風波ま

たはうねりの未超過出現確率95%（閾値95%）を超える

波高が継続する期間に着目し、このピーク波高をそれぞ

れ１つの極大値資料とした。そのため、1つの擾乱期間

に風波とうねりが混在する場合は風波とうねりの極大値

図-3 来襲波向と周期の関係  

図-4 北海道における風波及びうねりの出現率  
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図-5 設計沖波の算定のフロー  
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が1つずつ出現することになる。また、通常波（風波＋

うねり）の極値統計解析では風波およびうねりの両方を

採用することとし、1つの擾乱に風波とうねりの極大値

が存在する場合には波高が高い方の極大値資料を用いた。 
 
(2) 浅海波浪変形計算 

 様似沖の波高の極大値を基に、波の不規則性を考慮す

ることが可能なエネルギー平衡方程式を用いた屈折計算

により、沖波を算出した。沖波の代表波向きは、様似沖

における通常波のSSE～Wと屈折に伴う波向の変化を考

慮し、SE～WNWの8方向を設定した。各波向きの計算

領域の設定を図-6に示す。代表周期は、様似沖で出現し

た波周期を包括するものとして有義周期4秒～20秒を2秒
間隔で設定した。また、入射波の方向集中パラメータ

Smaxは、波形勾配との関係に基づき設定し、周波数スペ

クトルはBM型を用いた。 
 図-7は様似沖における周期別波向の観測値と計算値の

関係である。入射波の波向の特性としては、SSEを中心

とし、東側（SE～S）の入射波は波の進行方向に対して

右向き（SSW）に屈折し、西側（SW～WNW）の入射

波は波の進行方向に対して左向き（SSW）に屈折する特

徴があり、周期の長いほうがより顕著に表れている。屈

折係数はSSWが最も大きく、波向きが東側あるいは西側

に振れるとともに屈折係数も小さくなる特徴が認められ、

様々な波向・周期で出現する観測値全体を包括できる計

算結果が得られた。この計算結果を用いて本章（1）で

求めた観測地点での極大値資料を沖波の極大値資料に換

算し算出した。沖波の極大値の出現特性（①風波、②う

ねり、③通常波）としては、①風波の波向は、波向SSE
～WNWの7方向で出現しており、波向WSWが出現率

26.9%、次いでWが19.2%、Sが18.9%と卓越している。西

系のSW～Wの合計で出現率63.5%、南系のSSEとSの合計

で出現率28.2%である。 波高は、波高2m以上3m未満が

52.1%と卓越しており、波高5mを超える高波高は30回
（4.4%）の出現であった。②うねりの波向は、SE～Wの

7方向で出現しており、SSEが出現率41.8%、次いでSが
出現率33.7%、SEが16.1%と、この3波向でうねりの91.6%
を占めている。波高は、波高2m以上3m未満が57.9%と卓

越しており、波高5mを超える高波高は6回（2.1%）の出

現であった。③通常波の波向は、SE～WNWの8方向で

出現しており、西系のWSWとW及びWNWで合計51.0%、

南系はSSEとSで合計37.2%の出現率であった。波高は、

波高2m以上3m未満は52.7%と卓越しており、波高5mを

超える高波高は34回（4.0%）の結果となった。 
 

(3) 設計沖波の算出 

 (2)で算出した、25年間の沖波の極大値資料に基づき、

『風波』、『うねり』、『通常波』それぞれで波向毎に

昇順に並び替え8方向の波浪データセットを作成し、極 
値統計解析（図-8参照）により設計沖波を算出した。表

-2は様似漁港における、最新の25年間の様似沖の波浪観

測データに基づき算出した設計沖波の結果である。①風

波は、SSE～WNWの7波向で算定されており、30年確率

波を見ると、Sが波高7.68m（周期12.02秒）と最も高く、

次いでSWが波高6.96m（周期11.28秒）である。これらの

波高は、後述する通常波より若干高い傾向が認められる。

WSW～WNWは通常波と同等の波高が算定されているも

のの、周期は通常波と風波で波高・周期相関が異なるた

図-7 観測値と計算値  

図-6 解析領域（南北108km×東西110km）  

図-8 確率波高の算定手順  

表－2設計沖波の算定結果（様似漁港）  

波浪

確

率

年

沖波

波 向

SE SSE S SSW SW WSW W WNW

通常波 30
Ho 5.92 6.01 7.59 6.30 6.95 6.45 5.39 4.60
To 12.80 12.95 15.55 13.43 14.52 13.68 11.93 10.63

風波 30
Ho － 5.24 7.68 6.31 6.96 6.45 5.40 4.60
To － 9.52 12.02 10.62 11.28 10.76 9.69 8.87

うねり 30
Ho 5.85 6.05 5.13 4.60 3.09 3.04 － －

To 15.71 16.08 14.39 12.43 10.65 10.56 － －
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め、若干の相違が認められる。②うねりは、SE～WSW
の6波向で算定されている。波高はSE～SSEが高く、

WSWに向く程低い傾向である。30年確率波を見ると、

SSEが波高6.05m（周期16.08秒）であった。③通常波は、

SE～WNWの8波向で算定されている。30年確率波ではS
が波高7.59m（周期15.55秒）と最も波高が高く、次いで

SWが波高6.95m（周期14.52秒）である。 
 

(4) 設計沖波の比較 

 既往設計沖波と今回算出した設計沖波について比較し

た結果を図-9に示す。既往設計波は、様似沖の南西側海

域から来襲する波浪が高く算定され、南東側海域から来

襲する波浪が低く算定される傾向が見られる。これに対

し今回算出した設計沖波『通常波』は、SSWを中心に、

南東側はS、南西側はSWで波高が高く、太平洋上から来

襲する擾乱と、様似沖の南西側海域から来襲する擾乱の

2方向性の特徴が現れている。通常波は、風波とうねり

の極大値を用いて極値統計解析を行っているため、南西

側の風浪性波浪と南東側のうねり性波浪の両方の特性が

現れたものと考えられる。設計沖波『風波』では、通常

波と概ね同様にS及びSSWで波高が高く、南東側及び南

西側の2方向から来襲する風浪性波浪の特徴が現れてい

る。設計沖波『うねり』については、SE～SSEの波高が

高く、南東側海域から来襲するうねり性波浪の特徴が現

れている。 
 以上のとおり、今回算出した設計沖波は現在適用し

ている既往設計沖波と波高及び周期の特性が異なり、風

波は南東側及び南西側海域の風浪性波浪の特徴、うねり

は南東側海域のうねり性波浪の特徴、通常波は風波とう

ねり性波浪の両方の特徴が認められることから、様似沖

の波浪観測値に基づいて算定した今回の設計沖波は、様

似漁港の確率波高としては概ね妥当なものと判断される。 
 
(5) 既往設計沖波との相違と要因 

 既往設計沖波は1947年～1996年までの50年間の気圧配

置図を基に、気象擾乱時の海上風と沖波を数値計算手法

を用いて推算した上で沖波の極大値資料を抽出し、極値

統計解析により確率波高を算定している。これに対して、

今回の設計沖波は、最新の25年間の様似沖の波浪観測デ

ータに基づき、擾乱時点のピーク波高を極大値資料とし

て抽出し、さらに沖波に換算した上で極値統計解析によ

り確率波高を算定している。両手法は、基本となるデー

タが異なるため、沖波の極大値資料を抽出するまでの処

理内容は相違しているが、最終的に得られた極大値資料

は、対象とした統計期間の気象擾乱を概ね代表している

ものと考えられる。これらの相違について、極値統計解

析に用いた沖波の極大値資料は対象とした統計期間の気

象擾乱を概ね代表していること、および既往設計沖波の

推算手法は風波を過小に与える特性があるMRIモデルを

用いていることを勘案し、その要因を推定すると以下の

とおりである。①既往設計沖波で対象とした過去50年間

（1947年～1996年）の気象擾乱は、最新の25年間（1991
年～2015年）の気象擾乱より大きな時化が出現していた

ものと推察される。②MRIモデルは、高波浪時において

うねり成分を過小に与える特性があることから、既往設

計沖波の算定において、様似沖 南東側海域の太平洋上

から来襲するうねり性波浪が過小に推算されている可能

性が考えられる。 
 
 (6) 設計沖波波高を設定する際の留意事項 

 今後、北海道海域の設計沖波波高をどのように設定す

べきか検討していくことは非常に重要と考えられる。特

に太平洋海域についてはうねり成分が大きいことから、

波高が比較的小さくとも周期が長いうねり性の波浪の比

率が大きいことを示唆している。そのため、うねり性の

波浪により施設そのものに与える被害のみならず、外郭

施設を越える越流によって背後施設への2次的な被災に

つながる危険性が高まることが近年の被災実例からも想

定される1)2)。本検討では、漁港施設における太平洋海域

の1つの代表地点のとして様似沖における設計沖波を算

出したが、どの程度様似漁港における外郭施設に影響が

あるのかを確認する必要がある。そのため、当該漁港の

代表的な外郭施設である外東防波堤（図-10参照）を例

に、静水面に作用する波圧強度p1に視点をあて比較した。 
図-11はその結果であるが、波圧強度p1の最大値は、

既往設計沖波では波向SWでp1=58.21kN/m2、今回の設計

沖波『通常波』では波向Sでp1=59.35kN/m2、設計沖波

『うねり』では波向SSEでp1=57.94kN/m2と算出され、既

図-9 既往設計沖波との比較（上図：波高、下図：周期）  

※ 単位：沖波波高Ho(m)、沖波周期To(s) 
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往設計沖波より今回の設計沖波『通常波』で若干ではあ

るが高い値となった。各ケースの設計波（Hmax）と周期

（To）をみると、既往設計沖波は設計波7.3mと最も高い

が、周期が13.4秒と最も小さな値である。 
これに対し、設計沖波『通常波』は設計波7.2mと既往

設計沖波より若干小さな値を示しているが、周期が

15.55秒と、2秒以上長いことから、これらの条件の違い

が波圧強度に現れたものと考えられる。 
設計沖波『うねり』については、周期が16.08秒と最

も長いが、設計波が7.0mと小さいため、波圧強度も若干

小さな値となっている。しかしながら、波向きによって

は、『うねり』の設計沖波が最も波圧強度の大きいケー

スもみられ、この値は既往設計沖波に匹敵する波圧強度

となっている。 
以上の結果から、風波の出現特性に対応した設計沖波

の設定に際し、風浪性の波浪が卓越する波向S～Wの設

計沖波は、既往設計沖波の方が波高が高いことが特徴と

なっているが、既往設計沖波に基づいて整備された漁港

施設は、現状において擾乱等による被災が発生していな

い。これらを踏まえ、風波の設計沖波波高は、これまで

用いている既往設計沖波を設定することで問題はないと

考えられる。また、うねりの出現特性に対応した設計沖

波の設定に際し、最新の25年間の様似沖観測値に基づく

うねりの設計沖波は、既往設計沖波よりも推算精度も高

く、様似沖におけるうねりによる擾乱の実態を反映して

いると考えられる。ただし、本検討においては一例のみ

であるため、既存の様々な構造や水深帯での検討を実施

する必要がある。 
今後、設計沖波波高を設定する際には、既往の設計沖

波と比較するための最新の実測データを含む比較的長期

にわたるデータが重要と考えられ、これらの実測データ

に基づく海域特性や現地の被災履歴から最新の波浪推算

モデルを使用し、必要に応じてうねりの設計沖波を海域

別港別に検討することも重要であると考えられる。 
 

4. 漁港海象データ表示システムの運用について 

 
(1)漁港海象データ表示システムの概要 

漁港海象データ表示システム（以下本システム）は、

北海道の5港（仙法志、神威脇、松前、様似、ウトロ）

で観測されている海象情報をリアルタイムに取得できる

ものである（図-12参照）。本システムのベースは、平

成23年度に構築され、平成24年10月1日より北海道開発

局HPと連動したWEBサービスを開始し、一般市民にも

広くデータを共有できるものとしている。本システムは、

図-13に示す地点の波高、周期、波向、潮位についてデ

ータの提供が可能で、平成30年度には新たに紋別（南）

の波浪観測地点を追加する予定としている。これにより、

オホーツク海域で不足していると想定されるデータも提

供することが可能となる。 
 

 (2)本システムの利用状況 

本システムは平成25年度にシステムの改良を実施し、

アクセスログ機能を追加することにより、利用状況を把

握できるよう改良している。システム改良後における本

システムの利用状況を表-3に示す。表に示すとおり、平

成26年度の1日平均総アクセス数は7,120件、平成27年度

では5,798件となっている。平成28年度は未記録であるが、

平成29年度当初では4,640件のアクセスがあり、利用頻度

は比較的高いことがわかる。 
表-4は、過去に高波浪により漁港施設に被災のあった

平成27年10月1日～2日の詳細のアクセス状況と被災内容

をとりまとめたものである。施設への被災があった10月
2日には、1日総アクセス数は14,454件に上り、異常気象

時にはアクセス数が大幅に増加していることがわかる。

また、図-13は近々において、北海道で予測された台風

18号（2017年9月18日）および台風21号（2017年10月23日）

が通過した前後3日間を含む1週間のアクセス状況である。

アクセス状況の傾向としては、リアルタイムにおける北

海道全体の波浪と潮位が確認できる海象観測概況が主で

あり、このアクセス数と連動して、波浪1日グラフおよ

び潮位1日グラフのアクセス数も変化している。台風18
号および台風21号が北海道を通過した9月18日および10
月23日には、それぞれ10,000件、25,000件のアクセスが確

認された。これらの件数は、通常時のおおよそ2～5倍程

度であり、特に台風などの異常時において本システムの

図-11 設計沖波における外東防波堤の波圧強度p1の比較 

図-10 様似漁港における外東防波堤の概要 
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利用頻度の高さが確認された。台風18号および21号の北

海道における当初の予測は、いずれも非常に大きい波浪

が想定されており、これがシステムの利用頻度の高さに

影響していたものと想定される。 
以上の利用実績から、本システムの利用者の関心が高

いことが推測され、台風、大型低気圧による高波浪や高

潮、地震時に発生する津波による水位変動など、人命に

も関わるリアルタイムにおける海象状況を把握すること

が重要と考えられ、これらの情報を安定的に提供できる

ように改良していくことが重要と考えられる。 

(3)本システムの運用上の課題 

本システムを運用していく上で、より利便性を向上さ

せるためのプログラムの追加・変更およびセキュリティ

向上対策を実施している。以下は本システムの変遷の概

要である。①平成23年度にシステムのベースを構築、②

平成24年10月1日に一般に公開、③平成25年度にシステ

ムの利用状況を把握できる機能を付加し、システムの利

便性を向上させる検討を実施、④③を反映させ、セキュ

リティの向上対策を3度実施し現在に至る。 
以上のことから、本システムを継続的に運用していく

ためには、利用者目線に立った利便性の向上および効率

的なセキュリティ対策の構築について検討していくこと

が重要と考えられる。 
 

5.  結論 

 

 本検討における主要な結論は以下のとおりである。 

1)最新のデータを含む長期波浪観測記録を用いて、太平

洋海域およびオホーツク海域でうねりの発生頻度が高い

ことを示した。 

2)北海道海域において、特にうねりの発生頻度が高い太

平洋海域について、様似沖で観測されたデータを用いて

設計沖波『風波』『うねり』『通常波』を算出し、既往

設計沖波と比較検討した。 

3)2)により算出した設計沖波から様似漁港における主要

な外郭施設に作用する波圧強度を算出した。その結果、

既往設計波との差は小さいものの、特に近年において、

周期が長いうねり性の検討についての重要性を示した。 

4)漁港海象データ表示システムの通常時における1日利

用総アクセス数は概ね5,000～7,000件程度、台風などの

異常時には10,000件～25,000件程度となっており、特に

高波浪などの異常時において利用頻度が高いことが確認

された。 

5)ソフト面からも波浪情報を提供するための１つのツー

ルとして本システムを継続的に運用することは有用と考

えられるが、システムの利便性の向上や効果的なセキュ

リティ対策について、今後検討していく必要がある。 
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H26 H27 H28 H29
4月 262,270 204,306 － 127,857
5月 56,139 181,790 － 126,163
6月 208,142 187,222 － 117,809 ←6月27日まで
7月 210,725 176,213 － - ←システム更新のため未記録
8月 225,036 136,580 － - ←システム更新のため未記録
9月 174,854 153,872 － 130,238
10月 190,637 200,836 － 212,761
11月 219,300 194,407 － 120,304 ←11月21まで
12月 280,546 159,359 －
1月 293,809 － －
2月 238,778 － －
3月 238,446 － －

合計 2,598,682 1,594,585 － 835,132
月平均 216,557 177,176 － 139,189
日平均 7,120 5,798 － 4,640

表-3 システムへのアクセス状況（単位：件） 

災害 月日 場所 被災内容 波高 アクセス状況

① 2015/10/1～10/2 函館須築漁港
外西防波堤
・ケーソン滑動

・消波ブロック沈下等

Hmax=13.26m
H1/3=7.36m
（瀬棚港）

10/1→5,601件
10/2→14,454件

② 2015/10/1～10/2 稚内礼文西漁港
西島防波堤
・防波堤滑動

カムインズ予測
8.0ｍ

10/1→5,601件
10/2→14,454件

表-4 施設被災時のシステムへのアクセス状況 

図-13 台風前後のシステムの利用状況 

図-12 漁港海象データ表示システムの概要 
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台風18号・21号通過後のシステムへのアクセス状況

海象概要（台風21号） 波浪（台風21号） 潮位（台風21号） 総アクセス（台風21号）

海象概要（台風18号） 波浪（台風18号） 潮位（台風18号） 総アクセス（台風18号）

台風通過時

台風18号
台風21号


