解 説

波浪推算モデルの概要およびシステムの構築について
寒冷沿岸域チーム

Cx、Cy、Cσ、Cθ：各空間における伝播速度

１．はじめに
海岸・港湾構造物の設計や被災時の波浪外力の算定

方程式左辺第１項は波作用量の時間微分、第２，３

には波浪情報が必要であるが、波浪観測地点は限られ

項は空間における波浪の伝播、第４項は水深や流れの

ているため、波浪推算のような数値計算に頼らざるを

変化による相対周波数のスペクトル空間内でのシフ

得ない。波浪推算モデルの開発は日進月歩で進められ

ト、第５項は水深や流れの変化による屈折を表す項で

ており、近年は入力する風の条件の精度向上や使用す

ある。

るモデルの適性判断などの取り組みが進められている。

方程式右辺のソース項（Ｓ）では、①風から波へのエ

代表的な第３世代の波浪推算モデルとしては、ＷＡ

ネルギー輸送
（Ｓ in）
、②波のエネルギー消散
（白波砕波）

Ｍ
（ＷＡＭＤＩ group）とＳＷＡＮ（Simulating WAves

（Ｓ ds.w）、③波のエネルギー消散（海底摩擦）（Ｓ ds.b）、

Nearshore）という２つのモデルがある。ＷＡＭは、地

④波のエネルギー消散（浅海砕波）（Ｓ ds.br）、⑤４波

球規模のスケールでの波浪推算のみならず、近年では

共鳴非線形相互作用
（Ｓ nl4）
、⑥３波共鳴非線形相互作

日本沿岸周辺の波浪推算にも用いられている。しかし

用（Ｓ nl3）に関する６つの項を組み合わせている３）。

ながら、ＳＷＡＮは、浅海域までの波浪の変形特性を

①風から波へのエネルギ－輸送は、風波の発生 ･ 発

解析できるものの、これまで波浪推算への適用事例は

達過程において風と波との相互作用により生じる現象

少ない。そこで当チームでは、デルフト工科大学で開

であり、算定にあたっては Phillips の共鳴理論と Miles

発された波浪推算モデルＳＷＡＮを用いて、北海道沿

の相互作用理論とを組み合わせている３）。②波のエネ

岸域での波浪推算を容易に行えるようにシステム化す

ルギー消散（白波砕波）は、主に波形勾配によって決ま

ることを試みた。

る現象であり、有限水深で適用できるように波数を用

本解説では、ＳＷＡＮの概要、ＳＷＡＮとＷＡＭと

いて定式化されている３）。③波のエネルギー消散（海

の相違、ＳＷＡＮを用いた北海道沿岸波浪推算システ

底摩擦）は、海底摩擦による波浪エネルギー消散を考

ムの構築について説明する。

慮するものであり、海底摩擦モデルの選択が可能とさ
れている３）。④波のエネルギー消散（浅海砕波）は、主
に浅海域で生じる砕波現象であり、地形性砕波におけ

２．ＳＷＡＮモデルの概要

る全消散エネルギーの算定にあたっては、段波の消散
ＳＷＡＮは、波作用量平衡方程式を解くことによっ

モデルを組み込んでいる３）。⑤４波共鳴非線形相互作

て流れの影響も考慮した波浪変化が計算可能である

用は、深海域におけるスペクトル発達
（波エネルギーが

１）

スペクトルピークから低周波側および高周波側へ輸送

２）

。波作用量平衡方程式の基礎方程式
（式１） および
３）

式１右辺のソース項の式
（式２） は、下記のとおりで

される現象）
を支配する要因になっている３）。計算時間

ある。

短縮のためにＳＷＡＮでは DIA（Discrete Interaction
Approximation）近似を用いて計算される３）。⑥３波
（１）

共鳴非線形相互作用は、浅海域において波エネルギー
が低周波から高周波へ輸送される現象のことである３）。

（２）
ここに、N ＝ E/σ、N：波作用量、E：波のエネルギ
ー密度、σ：相対周波数
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いる１）。

４つである。この内①～③について概要を説明する。

ＳＷＡＮはＷＡＭを拡張して開発されたモデルであ
ることから、ソース項のモデルは、細かな定数を除い
２）

ａ）海底地形データ

てＷＡＭと同様としている 。ただし、浅海域に対応

海底地形データは、表－１の２種類のデータを使用

するために、
２．ＳＷＡＮモデルの概要で説明した「④

して、表－２の３つの計算領域毎にセットする。海底

波のエネルギー消散（浅海砕波）」と「⑥３波共鳴非線

地形データは一度セットしておくと、計算範囲が海底

形相互作用」の項が新たに加えられている。波の指数

地形データの設定範囲内であれば、波浪推算毎に設定

関数的発達については、最新のＳＷＡＮ（Ver.40.91）

を変える必要はない。（図－１～図－３参照）

では、Janssen モデルに加え Komen モデルが選択可

ｂ）風データ

能である２）。

波浪推算には風データが必要であり、波浪推算の都

なお、ＳＷＡＮの伝播計算は、繰返し計算を伴う収
束計算を利用した近似的解法を利用しているため、計
３）

算時間が長いという欠点を持っている 。

度に風データを変更する必要がある。
表－３の気象庁ＧＰＶ（Grid Point Value）風データ
の使用にあたっては、今回の波浪推算システムで容易
に利用できるように変換プログラムを用意している。

４．ＳＷＡＮを用いた北海道沿岸波浪推算システムの

また、ＧＰＶ風データは、（一財）気象業務支援センタ
ーより有償で入手ができる。

構築

なお、ＧＰＶ風データは2002年以降の風データしか
当チームにおけるＳＷＡＮを使用した波浪推算シス

登録されていないため、古い風データが必要な場合（例

テムの構築にあたっては、デルフト工科大学のＨＰか

えば確率波高算定のための波浪推算）には、地上天気

らプログラムを入手し、北海道周辺の任意の地点にお

図等圧線から傾度風を算定するなどの方法をとる必要

ける波浪推算に係る研究を、容易に行えるようにシス

がある。

テム化することを考えた。
ＳＷＡＮでは、海底地形データ、風データおよび計
算条件設定データの各フォルダは独立しており、これ
らの入力条件を自由に設定することが可能である２）。
また、１つのコマンドファイルによって、計算実行を
制御できる。２）
この点に着目し、あらかじめ波浪推算を必要とする
海域を設定しておいて、その海域における海底地形デ
ータを準備しておくこととした。この波浪推算システ
ムを使えば、例えば荒天時の風データを入力するだけ
で、
北海道沿岸域の波浪推算が実行できることになる。
４．１

計算領域の設定

北海道周辺の沿岸域における計算精度を向上させる
ためには、大中小３つの計算領域を設定し、計算を実
行する。３つの計算領域のうち最も広い第１領域は、
北緯20度～ 64度、東経125度～ 200度の矩形からなる。
第２領域は、北緯40度～ 47度、東経137度～ 149度の
矩形からなる。第３領域は、北緯41度～ 46度、東経
139度～ 146度の矩形からなる。この３領域は固定する。
４．２

必要とするデータ

表－１

海底地形データ
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表－２

計算領域と対応する海底地形データ
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入力データとして必要なものは、①海底地形データ、
②風データ、③海氷データ、④計算条件設定データの
24
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表－３

気象庁ＧＰＶ風データ
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図－１

第１領域の海底地形図
ｃ）海氷データ
海氷存在海域における波浪推算は、菅原ら（2012）の
方法に従って、海氷密接度に応じて風速を低減させて、
計算を行えるようにしている４）。ＳＷＡＮで計算する
風データは、気象庁ＧＰＶ風データに風速低減率（４
ランク別）を乗することにより補正する４）。
海氷データは、気象庁のＨＰから５日毎に更新され
ている画像ファイルを処理することにより入手でき
る。（図－４参照）

図－２

第２領域の海底地形図

図－３

第３領域の海底地形図

【海氷密接度：緑色（１～３）、黄色（４～６）、
橙色（７～８）、赤色（９～ 10）】
図－４
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４．３

波浪推算実施例

５．まとめ

ＳＷＡＮを用いた波浪推算実施例を示す。対象とし

当チームでは、「ＳＷＡＮを用いた北海道沿岸波浪

た期間は2009年２月21日前後である。この期間はオホ

推算システム」を平成24年度に構築した。今後、北海

ーツク海域に海氷が存在しているため、菅原ら（2012）

道沿岸域で生じる波浪現象に係る多様な研究に活用す

の方法に従って、海氷密接度に応じて風速を低減させ

る予定である。

ることとした。図－５は第２領域におけるの風向風速

（文責：関口

浩二）

分布図であり、図－６は第２領域における波高波向分
布図である。

参考文献
１）間瀬

肇・平尾博樹・國冨將嗣ほか：ＳＷＡＮを

用いた日本沿岸波浪推算システム構築と適用性の
検証、海岸工学論文集、第48巻、pp.236-240、2001.
２）間瀬

肇・平尾博樹・國冨將嗣ほか：ＳＷＡＮに

よる波浪推算システム－閉鎖性湾内における波浪
推算への適用－、京都大学防災研究所年報、平成
13年４月 .
３）川口浩二 , 杉本 彰 , 橋本典明：第三世代波浪推算
モデルの内湾波浪推算への適用性－メソスケール
気象モデルの導入－、港湾空港技術研究所資料、
No.1061、2003.9.
４）菅原吉浩・山之内順・山本泰司：海氷減少を考慮
したオホーツク海における波浪の将来変化、海岸
工学論文集、第59巻、pp.I 1221 - I 1225、2012.

26

図－５

風向風速分布図

図－６

波高波向分布図
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