
36 寒地土木研究所月報　№836　2022年10月

１．はじめに

高潮は台風を含む低気圧の接近時に潮位が天文潮位
よりも顕著に高まる現象であり、海流や副振動などの
影響を除くと、高潮の主要な発生原因は気圧低下に伴
う海面の吸い上げ（吸い上げ効果）と強風による海水
の吹き寄せ（吹き寄せ効果）および波浪の砕波に伴っ
て生じる平均水位の上昇（Wave setup）である1)。内
湾に位置する港湾では、Wave setup の寄与が比較的
小さいため、吸い上げ効果と吹き寄せ効果を考慮した
数値モデルや経験的予測式によって高潮の推算・予測
を行うことができる2)。一方、外洋に面した港湾では、
吸い上げ効果と吹き寄せ効果に加えて、Wave setup
も高潮の発生に大きく寄与する場合がある3)、4)。例え
ば、1970年台風10号によって土佐湾で発生した高潮で
は、潮位偏差（実測潮位と天文潮位との差）2.35mの
うちWave setupの寄与が1m以上であったことが確認
されている5)。また、2000年台風3号によって八丈島
で発生した高潮では、吸い上げ効果と吹き寄せ効果の
みでは実測値の1/5程度しか潮位偏差を再現できなか
ったのに対して、Wave setupを考慮した結果、推算
精度が大幅に改善したことが報告されている6)。

北海道では外洋に面した港湾・漁港が数多くあり、
これらの港で生じる高潮の推算・予測精度を向上し、
効果的な対策を講じるためにはWave setupの有無、
あるいはその量を明らかにすることが必要となる。本
資料では、2016年台風10号接近時の実測潮位と数値モ
デルによる高潮・波浪の推算結果をもとに、道南地方
の港湾・漁港におけるWave setupを解析した結果を
報告する。

２．2016年台風10号の概要

図－1、図－2はそれぞれ2016年台風10号の経路と解
析対象とした道南地方の6港（函館、森、室蘭、白老、
苫小牧西、苫小牧東）の位置図を示している。2016年
8月19日に八丈島付近で発生した台風10号は通常の台
風とは進路が大きく異なり、南西に進んだ後、南大東

島付近で急に進路を変えて北東に進み、30日9時頃に
関東の東の海上から北に進んだ。30日17時頃には岩手
県大船渡市付近に上陸し、青森県を通過した後、31日
午前0時に日本海で温帯低気圧に変わった。

30日の18時頃から道南の沿岸域では波高が急速に高
まり、国土交通省港湾局の波浪観測地点（ナウファス
苫小牧）では、30日の23時に観測史上最大となる有義
波高7.22mが観測された。胆振海岸付近を通る国道36
号では、越波が生じて大量の砂や流木が道路に打ち上
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図－1　2016年台風10号の経路図7)

図－2　�解析対象港の位置図（赤：解析対象港、青：ナウフ

ァス苫小牧観測地点、カラーコンター：水深）
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げられて通行止めとなり、また、噴火湾では強風と高
波の影響により養殖施設が大きな被害を受けた。

３．各港の実測潮位と潮位偏差

図－3に各港における実測潮位（青）、天文潮位（赤）、
潮位偏差（黒）を示す。また、表－1に各港の最大潮
位と最大潮位偏差およびそれらの生起時刻を示す。実
測潮位と天文潮位はそれぞれ国土交通省北海道開発
局から提供されたデータと気象庁が公開している潮
位表8)から得られた1時間ごとの値である。各港では、
台風がまだ関東の南を通過していた29日午前から潮位
が高まり、その後、台風が道南地方に接近し、ナウフ
ァス苫小牧で最大波高が観測された30日23時頃に潮位
偏差が最大となった。潮位が最大となったのは、各港
で満潮を迎えた31日2時である。函館港以外の港では、
潮位偏差が50cm以上となったが大きな被害の発生は

報告されていない。なお、森港と室蘭港の実測潮位に
は噴火湾の副振動の影響が潮位偏差に細かな周期的変
動（周期約4.16時間）として表れている。

４．実測潮位と高潮推算によるWave�setupの評価

潮位偏差の実測値には、吸い上げ効果、吹き寄せ
効果、Wave setupが同時に含まれているため、Wave 
setupを実測値から個別に抽出することはできない。
そこで本検討では、高潮モデルによって吸い上げ効果
と吹き寄せ効果による水位上昇量を推算して、実測潮
位からこの水位上昇量を引いた値をWave setupとし
て評価する。

４．１　高潮推算方法

本検討ではデルフト水理研究所で開発された数値
流動モデルDelft3d9)を使用し、台風接近に伴う吸い
上げ効果と吹き寄せ効果による水位上昇量を求めた。
Delft3dでは平面2次元モデルと鉛直方向に多層化する
3次元モデルを選択することができるが、試計算にお
いて両者の水位上昇量に大きな差が確認されなかった
ことから、計算負荷が小さい平面2次元モデルを使用
した。

図－4に高潮推算の計算領域を示す。本検討では、
137.50°E～146.84°E、34.36°N～45.65°Nの領域を最も
広域の計算領域（Domain1）に設定し、この領域から
4段階のネスティングを経由して、Domain5まで計算
を行った。計算期間は2016年8月20日9時～9月1日9時

（JST）とした。Domain1～Domain5の計算メッシュ
サイズは7290m、2430m、810m、270m、90mであり、
CFL条件を満たすように各領域のタイムステップを設
定した。

地点 最大 

潮位  

(cm) 

生起 

時刻 

最大 

潮位偏差 

(cm) 

生起 

時刻 

函館 54 31 日 2 時 39  30 日 22 時 

森 80 31 日 2 時 57  30 日 22 時 

室蘭 74 31 日 2 時 65  30 日 22 時 

白老 91 31 日 2 時 54  30 日 23 時 

苫小牧西 93 31 日 2 時 55  30 日 23 時 

苫小牧東 93 31 日 2 時 50  30 日 23 時 

表－1　各港の最大潮位、最大潮位偏差および生起時刻

図－3　�各港の実測潮位（青）、天文潮位（赤）、潮位偏差（黒）

（潮位はT.P.、時刻はJSTを基準とする）
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Domain1では、境界条件として、全球潮位モデル
TPXO910)で計算した天文潮位を領域外縁に与え、さ
らに、気象庁メソ数値予報モデル（以下、気象庁
MSM）の風速（海面上10m）と海面気圧を各グリッ
ドに与えた。Domain2～Domain5では、ネスティング
によって前の領域で得られた潮位（水位変動）を領域
外縁に与え、Domain1と同様に気象庁MSMの風速と
気圧を各グリッドに与えた。海底地形は北海道総務部
危機対策局から提供された北海道沿岸における津波浸
水被害予測業務成果品の地形データを使用した。吹き
寄せ効果に影響を与える海面抵抗係数は本多・光易11)

の式で与えた。

４．２　高潮推算結果

図－5はアメダス函館、室蘭、苫小牧で観測された
風速（緑）と海面気圧（青）および各アメダス観測
点における気象庁MSMの風速（黒）と海面気圧（赤）
を示している。すべてのアメダス観測点において、気
圧の観測値（青）と気象庁MSMの値（赤）がほぼ一
致していることがわかる。風速に関しては、観測地点
の高さと気象庁MSMの風速の高さ（海面上10m）が

異なること、また、観測地点の風速は周辺の地形や構
造物の影響を受けることから、これらの影響を補正せ
ずに比較した場合、観測値と気象庁MSM値に差異が
生じることが多い。本検討では、函館と苫小牧で比較
的良好な再現性を得られたが、室蘭では全体的に過大
となり、ピーク風速は観測値よりも10m/s以上過大と
なった。

室蘭港における潮位上昇に対する気圧と風速の寄与
を把握するため、気圧と風を考慮した場合と気圧のみ
を考慮した場合の潮位を推算した結果の比較を図－6

に示す。この図に示すとおり、室蘭港では潮位変化に
対して風の寄与が少なく気圧の寄与が支配的となるこ
とから、風速の再現精度が潮位の推算結果に与える影
響は小さいといえる。また、他の港においても同様の
結果が得られたことから、本検討においては、風速の
再現精度が潮位の推算結果に与える影響は小さいと判
断して以下の議論を進める。

図－7は各港の実測潮位（青、図－3の実測潮位を再

図－4　高潮推算の計算領域

図－5　�アメダス函館、室蘭、苫小牧で観測された風速（緑）

と海面気圧（青）および各観測点における気象庁

MSMの風速（黒）と海面気圧（赤）

図－6　室蘭港の推算潮位（青：気圧＋風、赤：気圧のみ）

（潮位はT.P.、時刻はJSTを基準とする）
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掲）と計算潮位（赤）を示している。計算潮位には天
文潮位、気圧による吸い上げ効果、風による吹き寄せ
効果が含まれており、本検討では、実測潮位と計算潮
位との差をWave setupの効果として評価する。天候
が比較的穏やかであった8月25日～29日までは、実測
潮位と計算潮位に大きな差が見られず、Wave setup
の影響はほとんど表れていない。その後、29日12時頃
に実測潮位と計算潮位に差が生じ始め、台風が接近・
通過した30日22時～31日2時にかけてその差が最大と
なった。実測潮位と計算潮位との差の最大値、すなわ
ち、本検討におけるWave setupの最大値は函館、森、
室蘭で10cm～20cm程度、白老、苫小牧西、苫小牧東
で30cm程度となる。ただし、森と室蘭では、実測潮
位に噴火湾の副振動の影響と思われる潮位変動が含ま
れているため、得られた結果をWave setupの影響と

して評価できないと判断した。

５．波浪モデルによるWave�setupの評価

本章では、第3世代波浪推算モデルSimulat ing 
WAves Nearshore (SWAN)12)を使用してWave 
setupを求める。SWANではRadiation stressの勾配
からWave setupが計算される。計算方法の詳細に
ついてはSWANのSCIENTIFIC AND TECHNICAL 
DOCUMENTATION13)を参照されたい。なお、森港
と室蘭港では副振動の影響が含まれること、また、函
館港の近傍には推算精度を評価する波浪観測点が無い
ことから、本検討では、副振動の影響が少なく、波浪
観測点（ナウファス苫小牧）が近傍にある白老、苫小
牧西、苫小牧東の3港でWave setupを求めた。

５．１　波浪推算方法

波浪推算の計算領域はDomain3までを高潮モデル
の計算領域（図－4参照）と同一とし、Domain4～
Domain6を波浪推算用の領域として新たに設定した。
図－8に波浪推算の計算領域（Domain3～Domain6）
を示す。Domain4～Domain6のメッシュサイズをそれ
ぞれ600m、120m、30mと設定し、Domain6でWave 
setupを求めた。なお、すべての領域において、防波
堤などの構造物を配置せずに計算を行った。境界条
件の風と海底地形は高潮計算と同様とした。SWAN
のPhysicsはKomen、Bottom frictionはJohnswap 
(0.038)、WhitecappingはKomenを使用し、CFL条件
を満たすように各領域のタイムステップを設定した。
計算期間は高潮推算と同一の2016年8月20日9時～9月1
日9時（JST）とした。

５．２　波浪推算結果

図－9はナウファス苫小牧の波浪観測値（青）と観

図－7　�各港の実測潮位（青）と計算潮位（赤：気圧と風を

考慮）（森と室蘭の計算潮位はFFTローパスフィルタ

ーで噴火湾の副振動を除去した値）

図－8　波浪モデルの計算領域
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測地点の波浪推算値（赤）を示している。本検討では、
推算の有義波周期を以下の式で求めた。

, , 

 

ここで、 , は方向スペクトルで定義される有義波
周期、fは周波数、S( f)は推算で得られた方向スペク
トルを表わす。 , はゼロアップクロス法で定義さ
れる観測の有義波周期とほぼ等しい値をとる14)。

有義波高と平均波向きの推算値は観測値をかなり高
い精度で再現している。また、有義波周期の推算値は
前半部分において再現性が低い箇所がみられるが、台
風接近の影響が潮位変動に顕著に表れる8月29日12時
以降（図－7参照）では、比較的高い精度で観測値を
再現しているといえる。

図－10は白老、苫小牧西、苫小牧東の実測潮位（青、
図－7再掲）、計算潮位（赤、図－7再掲）および計算
潮位にWave setupを加えた値（黒、以下Ws潮位）を
示している。なお、Wave setupは各港の潮位観測所
に最も近い計算グリッドで得られた値である。各港の
Ws潮位は8月30日18時頃から急速に増加し、波高が最
大となる30日23時とほぼ同時刻の31日0時に最大とな
る。Ws潮位の最大値は苫小牧東でやや過小となった
が白老、苫小牧西ではほぼ実測潮位と同じ値を示して
おり、最大値に関しては、Wave setupを考慮するこ
とによって計算潮位の再現性が高まるといえる。

Wave setupの寄与が明確に現れたのは、Ws潮位が
最大となる時刻の前後6時間程度（30日18時～31日6時）
の比較的短い期間である。その期間の前後（29日12時
～30日18時、31日6時～31日18時）では、波高は2mを
超えているが、Wave setupの寄与をほとんど確認す
ることはできない。これらの期間において潮位偏差が
生じる原因に関しては、今後、更なる調査・解析が必
要といえる。また、高橋ら15)は防波堤が高潮を低減す
る効果を有することを指摘しており、今後、防波堤を
配置した条件においてもWave setupを評価する必要
がある。

６．まとめ

本資料では、2016年台風10号接近時の実測潮位と数
値モデルによる高潮・波浪の推算結果をもとに、副振
動の影響が比較的少なく、波浪推算精度を評価可能な
白老、苫小牧西、苫小牧東においてWave setupを評
価した。その結果、台風の接近に伴い波高が最大とな
る時刻とほぼ同時刻においてWave setupが最大とな
ることが確認された。Wave setupを考慮した推算潮
位（Ws潮位）の最大値は苫小牧東でやや過小となっ
たが白老、苫小牧西では実測潮位とほぼ同じ値となっ
た。

Wave setupの寄与が明確に現れたのは、Ws潮位が
最大となる時刻の前後6時間程度であり、その期間の
前後においては波高が2m程度と比較的大きいにもか

図－9　�ナウファス苫小牧の波浪観測値（青）と観測点の波

浪推算値（赤）(推算値はDomain3で得られた値)

図－10　�白老、苫小牧西、苫小牧東の実測潮位（青、図－

7再掲）、計算潮位（赤、図－7再掲）、計算潮位に

Wave�setupを加えた値（黒）
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かわらず、明確なWave setupの寄与は確認されなか
った。その原因が計算手法や計算条件の影響によるも
のなのか、もしくは、流況など他の要因によるものな
のか、今後更なる調査・解析が必要といえる。
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