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津波によるアイスジャム発生予測に関する一考察

－模型実験データの多変量解析とその予測可能性について－
木岡

信治

石田

麻衣子

の有無も、氷海域で発生する津波の大きなリスク増の

１．はじめに

一つであり、減災のためにはこのアイスジャムの発生
大量の海氷をともなった津波は、通常の津波よりも

予測が重要である。前述のようにアイスジャムに着目

被害を拡大し、国民の生命・財産に甚大な損害を与

した模型実験は実施してきたが、その発生要因が複数

える可能性がある。過去に、津波により海氷が遡上

あり、その現象も複雑でその解析や定量評価が困難で

し、構造物等が損壊した事例がいくつか報告されてい

あった。

。2011年の東北地方太平洋沖地震で発生した津波

本研究では、このアイスジャム発生の指標、解析方

でも、国後島で海氷が遡上し軽微な被害を及ぼしたほ

法、とりわけ多変量解析の適用性について検討し、ア

か 、我が国では、当時沿岸部に残存していた海氷の

イスジャムの発生予測の可能性について考察する。

る

1)2)

3)

遡上 や、河川氷の水門への衝突やアイスジャム（閉
4)

塞）発生による水位上昇等、津波による何らかの氷の

２．アイスジャムの模型実験の概要

挙動が確認された 。さらに、想定されていた日本海
5)

溝・千島海溝沿いの超巨大地震にともなう、津波高・

この実験では比較的構造物が密集した市街地への

浸水域などが2020年4月に発表され、海氷が存在する

氾濫を想定し、パイルアップやアイスジャムの現象

北海道東部においても20m超の津波高が推計値として

に着目したものである 9)10)。図－1のように、海氷模

示された。こうして、北海道においても寒冷地特有の

型を水面に浮かべた状態（沿岸に漂着した状態を想

課題を考慮した津波防災／減災対策が急がれる。これ

定）で、ゲート急開方式により段波を発生させ、一様

まで筆者の一人は、中規模実験や数値計算による海氷

斜面部を伝搬した後、水平な陸上部に遡上させる（縮

の衝突力や破壊機構の研究

や、アイスジャム(ice-

尺1/100）。陸上には、アクリル製の角柱からなる複数

jam)やパイルアップ(pile-up)形成に着目した、海氷

の構造物模型を横断方向に一列配置した。津波の強

6)7)

群を伴った津波の陸上遡上の水理模型実験を行い、氷

さ（ゲート上流側の貯水深）huと構造物の幅Wと間隔

群の有無に応じた構造物前後の遡上水深や構造物に

B、氷模型の 辺長a、氷の厚さtを変化させた（表－1

作用する津波力等について検討している8)9)。さらに、

参照）。氷模型はポリプロピレン製であり、氷模型の

海氷群の離散体性質を考慮し、ice-jamやpile-up形成

密度と動摩擦係数は概ね自然氷と等しいが、破壊強度

を再現できる、海氷群の漂流/陸上遡上の数値シミュ

や弾性率は相似性を満たさないため、氷による衝突力

レーション手法を開発 するなど、多角的な研究手法

の評価は除外している。氷の衝突力や破壊メカニズム

10)

により、氷海域特有のリスク想定や津波防災の研究に
取り組んでいるところである。このうち、氷の滞留・
閉塞現象である「アイスジャム」は、河川においては
河道を閉塞し、洪水を引き起こす事があるほか11)、橋
脚やジャケット式の石油プラットホームの脚部にアイ
スジャムが発生し、抗力を増したため崩壊した事例が
ある12)。前述の模型実験によれば、建築物間でアイス
ジャムが発生した場合、水流のせき止めによる水位上
昇と建築物間の水圧作用によりかなり大きな準静的荷
重が作用することを明らかにしている 8)9)。海氷によ
る建築物への衝突のほか、こうしたアイスジャム発生
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図－1

実験方法の概要
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表－1
構造物幅 W (m)
構造物間隔 B (m)
津波の強さ hu (m)
氷模型辺長 a (m)
氷模型厚さ t (m)

主な実験条件

0.02、0.04、0.08
0.036、0.045、0.06、
0.09、0.12、0.15、0.2
0.12、0.17、0.22
単一タイプ：0.027、0.06、0.1
混合タイプ：0.0343(0.1%)、0.0489(0.3%)、
0.0635(0.5%)
0.005

の検討は、中規模実験と数値計算によって別途実施し
ている 6)7)。また実験では津波力、水位、流速などを
計測している。

析を行った。なお実験では氷の厚さtも説明変数にな
り得るが、本稿の執筆時点においては十分なサンプル
数に満たなかったので、本稿では含めない。本稿では
次式に示す、i)線形モデル、ii)べき乗の非線形モデル、
iii)シグモイド関数による回帰モデルを用いた。
iii)シグモイド関数による回帰モデルを用いた。

iii)シグモイド関数による回帰モデルを用いた。
hc / h0  ka a  k H H 0 ' k B B  kW W  k0


/hhc 0/h0 k0akka aH0 'kk H H
 kkB B  kW W  k 0
hc
B k0 'W
a

H

B

W

hc / h0   k0a k a H 0 'k H B k B W kW
’はhhuuから地盤高（0.09m）を差し引いた
ここに、H
から地盤高（0.09m）を差し引いた
ここに、H00’は
ものである。i)、ii)について、偏回帰係数、重相関係
ここに、H0’は hu から地盤高（0.09m）を差し引いた
数（ピアソンおよびスピアマンの順位相関）、偏相関
係数、それらの有意性（1%，5%）を推定した。次に

３．実験データの解析とジャム発生予測の可能性

今井らの方法 13)を準用した、iii)シグモイド関数を用
いた解析モデルについて概説する。この場合、標準

３．１

アイスジャム発生の指標

アイスジャムの発生（有無）は、津波条件（遡上水深、

シグモイド関数を次式のように表す（Φからの出力値
ξn）。


1  hc
1
    
k 1h0 h   1  exp( 1 )
 c  

n

k 0 akk aHh00 ' k H Bk B W1kW 
  )
exp(

k 0 a k a H 0 ' k H B k B W kW  

流速等）
、氷（規模・厚さ、分布、強度、量等）、地形、 
n
構造物条件（大きさ、密集度等）、多くの要因に支配

され、それはまたかなり複雑である。実務においては、
上述のように単純化された実験に加え、その実験デー
タの実験結果の解釈、さらに予測のためには、その合
理的な解析や定量評価のモデル化が必要である。アイ

標準シグモイド関数値は0～1の値をとる必要があるた

スジャムの発生（有無）は、それ自身の定義に関して

め、目的変数であるhc /h0をパラメータλとkにより、ξn

も明確ではないが、筆者らは、①構造物近傍での水位

として0～1に規格化する。hc /h0の下限値は1、上限値

上昇率（hc / h0）
（hc : 氷がある場合の水深、h0 : 氷がない

は完全せき止めの状態である。Φは、4変量の説明変

状態での水深）、②氷の透過率（あるいは構造物群に

数のベキ関数型であるが、これを常に正とする調整パ

よる補足率）
、③アイスジャム状態の判定（例：0⇒完

ラメータεを導入した。εも本来推定すべき未知母数と

全にできない、1⇒完全にできる、それ以外は0.5など

なるが、統計的に解析することが困難であるため、様々

主観的判断）、などを考案している。興味深いのは上

なεを与えて解析し、モデルの有意性を示しかつ重相

記①～③は相互に関係性はあるが、条件により関係性

関係数が最も高いものを採用した。

がない場合もあるので注意が必要である。たとえば、

紙面の都合、解析結果の概略のみ示す。いずれの解

構造物の幅(B)が大きいと透過率は減少するが、アイ

析方法でも多重共線性がなく、重相関係数（スピアマ

スジャム（判定）が発生するとは限らない。またアイ

ンの順位相関）が0.83～0.85、統計的有意性を確認し

スジャムが一旦できると、水位は他の条件が変わって

た。しかし、偏相関係数から、直感的な傾向とやや異

も変化せず、その分母h0に左右され（つまり氷がない

なる場合があることや、見た目のバラつきが大きいこ

状態）
、透過率やジャム判定に対応するとは限らない。

となどから十分精度の良い予測値が得られるとは言い

したがってこれらの定義は、利用する目的によって使

難い。これは、かなり複雑な現象にも関わらず、標本

い分ける必要があるが、本稿ではこのうち、構造物の

数が十分でないこと、個別の現象でなくすべての実験

設計や避難計画においては、比較的有用性のあると思

データを一様に扱ったこと等に加え、解析法について

われる①の水位上昇率について主に調べた。

も、線形結合あるいは非線形でもべき乗といった単純
な関数を用いた回帰分析では限界があり、複雑な応答

３．２

重回帰分析による検討

に追従するのは困難であることを示唆している。しか

本稿では多変量解析のうち、W、B、hu、a、を説明

し、現状の解析でも、特にシグモイド関数による推定

変数とし、水位上昇率hc /h0を目的変数として重回帰分

においては、バラつきは大きいものの、実験結果の傾
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向や範囲を良く表しており、実用に耐えうるものであ

を用い、重みの更新は次式によっておこなう。なお、

ったため、さらに検討していく余地はある。

本学習と予測は、自作コードを使用した。

３．３

ニューラルネットワークによるアイスジャム


wn 


発生予測の基礎的な検討
３．３．１

ニューラルネットモデルの概要

En
 wn1
wn

ここに左辺は重みの修正量、添え字nは重みの修正回

本項では、人工知能のひとつであるニューラルネッ

数、ηは学習定数、αは慣性項と呼ばれる。Enは、モデ

トワークによる予測を試みる。この方法では特に因子

ルによる出力値と教師信号との2乗誤差である。学習

が多変量かつ複雑な場合に有効で、本研究では、推定

では、まず結合の重みの初期値を乱数で与え、20万回

すべき未知母数が非線形関係になった場合に解析が困

まで結合の重みを更新した。さらに初期値を10通り変

難である非線形重回帰に相当する解析手法として用い

え、教師データとの誤差2乗誤差の最も少ないものを

ており、NN法のもつ補完機能と汎化能力を利用して、

最適解とした。次に最適な中間のニューロン数を決定

予測に役立てようとするものである。ニューラルネッ

する場合の方法を簡単に解説する。一般に中間ニュー

トワークとは、人間の脳の構造を模擬した情報処理機

ロン数によって、教師データに対して忠実なモデルを

構であり、構成する多数のニューロン（脳細胞）間に

構成する事ができるが、本実験のように教師データ自

結合した重み（シナプス結合の状態）を更新すること

身に誤差（ノイズ）が混入していると考えられる場合、

により学習する。入力信号と結合の重みとの積和演算

あるいは母数が増大することによるモデルの信頼性低

とその結果に対する閾値処理の二つの処理から構成さ

下があるため、統計的に適切な数を設定する必要があ

れるシグモイドニューロンを用いた。

る。ここでは、筆者の一人が考案した14)、教師データ

３．３．２

学習アルゴリズムと学習方法

の観測ノイズを考慮したモデルの最大対数尤度を計算

図－2に示すよう、本検討で用いたニューラルネッ

し、中間ニューロン数をAIC基準により決定した。な

トワークは階層型であり、入力層は前項の説明変数と

お、この観測ノイズは厳密には各実験条件によって異

同様に、4入力とし、出力層は、目的変数である水位

なる条件付分散や系統誤差をも考慮しなければならな

上昇率hc /h0の1出力とした。これら学習に供する実験

いが、本研究においてこれらは実験条件によって変化

データを教師データ（信号）と呼ぶ。各データの最大

しないと仮定し、平均的な値を採用した。

値や最小値、範囲などを考慮し、0～1となるよう線形

３．３．３

階層型ニューラルネットワークの適用性

変換し規格化した。なお、実験データを、ネットワー

図－3には中間ニューロン数による重相関係数と

クモデル構築のための教師データとそのモデルの妥当

AICの推移を示した。一般に中間ニューロン数（N）

性を調べるための予測確認用データに分けた（教師デ

が大きくなれば、重相関も大きくなり、認識（予測）

ータ95組、予測確認用9組）。学習方法はバックプロパ

値とデータとの誤差は小さくなる傾向にある。しか

ゲーション法により、最急降下法の一種である慣性法

し、AICより、母数の増大や観測ノイズによる信頼性
低下（ペナルティー）を考慮しているため最小値が存
在し、あるニューロン数が最適となり、この場合、N
＝8となっている。図－4には、この場合の、認識値と
実測値との関係を示す。重相関が0.992で、かなり良
好に学習されていることが推察される。前述の予測確
認用に温存していたデータを用い、その推定値と実測
値の比較も同図に青でプロットした。このように未知
のデータに対しても構築したモデルにより良好に予測
されている。また図は省略するが、学習回数に伴う認
識誤差の推移を調べた結果、約40回程度まで急激に減
少し、以後緩やかに減少しておよそ1万回程度でほぼ
頭打ちになる。一時的な局所解に落ち込むことなく、
また過剰な学習が行われておらず、良好に学習されて

図－2

本検討でのNNモデル（5階層の場合）
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いる。次に、図－5には、氷辺長aによる水位上昇率の
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0

0.98

層型はディープラーニング（深層学習）のひとつであ

AIC

0.96

重相関係数

0.94

るが、本研究では、学習アルゴリズムは前項の3階層

AIC

‐100

パフォーマンスの向上性や限界等について調べる。多

0.92

‐150

0.9

‐200
‐250

重相関係数

‐50

1

5
10
中間ニューロン数

図－3

み）も各層のすべてのニューロンと結合させた。

0.88

まず、図－6には、認識値と実測値との重相関係数

0.86

の中間層のニューロン総数による推移を、3～5階層ニ

0.84

0

の場合と同様とし、図－2に示すように、シナプス（重

15

ューラルネットワークで比較したものを示す。ニュー
ロン総数とは、入力層と出力層を除く各層のニューロ
ン数を合計したもので、例えば5階層であれば2～4層

 ューロン数によるAICおよび重相関
ニ
係数の推移の例(3階層）

目のニューロン数を合計したものである。中間層のニ
ューロン総数が増大すれば、重相関係数も大きくなる
が、同じニューロン総数で比較すると、ニューロン総

2.5

数が少ない場合には低層型の重相関係数の方が大きく

実測値

2

なる傾向にあるものの、ニューロン総数が増大すれば、
やや高階層の方が大きいかほぼ同じになる。しかし、

1.5

3階層でも十分な重相関係数であり、3者は大差なくほ

1

ぼ飽和しているといえる。次に、図－7に、中間層の

0.5

1層あたりのニューロンを同数とした場合。そのニュ

0

ーロン総数による重相関係数の推移を、3～5階層のニ

図－4

0

0.5

1
1.5
認識値

2

ューラルネットワークの場合で比較した（例えば4階

2.5

層の場合は、第2層と第3層のニューロン数が等しい）。
ニューロン数が少ない場合、3階層型の方がよく、ニ

認識値と実測値との関係(3階層）

ューロン数が増大すれば両者に大差なくやはり飽和す
1.4

る傾向を示す。AICによる評価のほか、重相関係数で

1.2

みても、ただ階層数やニューロン数が増えても必ずし

hc/h0

1

も良い結果とはならないことを示唆している。

y = 3.6711x + 0.8923
R² = 0.9628

0.8

次に、4～5階層型において、中間層のニューロン総

0.6

数を固定した場合に、各層の並び方、つまりニューロ

0.4

ンの配列が、重相関係数に及ぼす影響を調べた。図－

0.2
0

8(a)(b)には、それぞれ4階層型および5階層型におけ
0

0.02

図－5

0.04
氷板辺長 a (m)

0.06

0.08

推定値と実測値との関係例(3階層）

る、各層数に対応する重相関係数を分布として表した。
明確な傾向はないが、おおざっぱには、中間層の1層
のニューロン数が極端に少ない、あるいは2、3層目の
ニューロン数が極端に多い以外は、大きな差がない、

変化を例として、実測値と推定値の比較を示した。推

つまりだいたい各層とも均等な数であれば、重相関係

定値は実測値の傾向をよく表現しており、単なる実測

数は良い傾向にあると言える。

値の忠実な補間機能としてではなく、最小二乗法と遜

次に、認識の「重相関係数」と、前述の「予測確認

色ない滑らかな推定であるといえる。このように誤差

用のデータの推定値と実測値との相関係数」との比較

を含む実測値を教師データとするモデル構築にAIC基

を行ったのが図－9である。図より、学習により認識

準を導入して中間ニューロン数を制御するという方法

率がよければ（重相関係数が高ければ）、未知のデー

も妥当であるものと思われる。

タに対する予測性も決して良いとは限らないことを示

３．３．４

しているが、データの質や標本数が少ないこと、実験

多層型ニューラルネットワークの適用性

本項では、本データ学習を多層型（～5階層）に拡
張し、前項の3階層と比較して、その認識や予測等の
42

誤差の事もあり、さらなる検討が必要である。
以上より、5階層型のニューラルネットワークまで
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 間層のニューロン総数による重相関係数の
中
推移(3～5階層）
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1層あたりのニューロンを同数とした場合のニュー
ロン総数による重相関係数の推移(3～5階層）

拡張してその認識や予測の可能性について議論した。
4～5階層の場合にも、前述の図－5に相当する推定を
行った結果、3階層の場合と同様に、単なる実測値の

ΣN=8

忠実な補間機能としてではなく、最小二乗法と遜色な
く滑らかに推定できることを確認している。前項のよ
うにAICについても議論する必要があるが、紙面の都
合上、省略した。総じていえば、本実験データは、実
験条件や標本数（学習データ）も比較的少ないためか、
3階層型ニューラルネットワークでも、重相関係数が

(b) 5 階層型 (中間層のニューロン総数が 8, 10, 12, 14)

図－8

十分大きく、実用上も十分な精度で予測が可能であり

 層数に対応する重相関係数を分布（N1～N3は中間
各
層における1～3層目のニューロン数）

多層型を用いるメリットがあまりないといえる。多層
1

型にしても飛躍的に重相関が高くなるわけでなく、む

0.9
予測値の重相関

しろ低下する場合があった。さらにAICも3階層型の
方が低い傾向にあり、本実験データそれから、本学習
アルゴリズムの場合には、シンプルな3階層型が最も
合理的であるといえる。無論、言うまでもなく、ニュ

じて、
大きく異なってくることに留意する必要がある。
図－9
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