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オホーツク海の過去 30 年分の波浪を波浪推算モデル SWAN を用いて計算し、港湾構造物の
設計で用いる 50 年確率波高の近年の変化について検討した。その結果、近年のオホーツク海で
は風速の増大、流氷の減少などの気候変動の影響が顕著になってきており、50 年確率波高につ
いては、オホーツク海沿岸だけで無く日本海北部においても、近年では 1m 以上増大している
ことが明らかとなった。
キーワード：波浪推算、SWAN、極値統計解析

１．まえがき
冬期間のオホーツク海沿岸は海氷に覆われるため波浪
データが欠測となることが多く、夏場においても波高計
のメンテナンスや台風時の欠測が多くなっている。この
場合、港湾構造物の設計で用られる確率波高を算出する
際には、波浪推算等により欠測期間中のデータを補間す
る事が望ましい。しかし、一般的には測得済みデータだ
けで極値統計解析を行うか、予算制約上、特定のケース
についてのみ波浪推算を実施しているようである。
一方、港湾構造物の設計で用いられている確率波高は、
最新の波浪データを含めて算出していない事が多い。こ
れは、供用年数を 50 年などの長期に設定した確率波高
を上回るような波浪事象は、頻繁に起こらないためであ
る。しかし、菅原ら 1)が長期的トレンドとして、オホー
ツク海の海氷の減少傾向および冬期波浪エネルギーの増
加傾向を確認していることから、確率波高自体も変動し
ている可能性がある。
このため、本研究では北海道周辺海域の過去 30 年分
の波浪事象について、波浪推算モデル SWAN を用いて
連続計算し、極値統計解析により近年の確率波高の変化
について検討する。

２．検討方法
波浪推算の計算領域は図-1 に示すように、北緯 40°
～64°、東経 130°～165°範囲で実施した。波浪推算モ

＜計算領域＞
経度=130～165°
緯度=40～64°

図-1 計算領域

デ ル は デ ル フ ト 工 科 大 学 で 開 発 さ れ た SWAN
（Simulating Waves Nearshore、 CycleⅢ Ver.40.81）を用いた。
格子間隔は 0.15°、計算時間ステップは 10min とし、周
波数分割数は 30 成分(0.04～1.0Hz)、方向スペクトル分割
数は 36 成分とした。風による波の発達項については、
Janssen2)を用いた。海上風データは NCEP（National Centers
for Environmental Prediction)の Web 上で公開されている 10m
高度の風速再解析値 NCEP-Reanalysis2（空間解像度
1.875°×1.905°）を用いた（以下、NCEP 風と呼ぶ）。
NCEP 風の時間解像度は 6hr 間隔となっている。
波浪推算期間については、1979 年 1 月 1 日～2008 年
12 月 31 日の長期間における連続計算を行った。海氷存
在時の波浪推算手法については菅原ら 3)に従い、風速を
海氷密接度に応じて減少させる手法とした。
現地波浪データは、水深 50m 地点のナウファス紋別
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図-2 近年の最大風速の変化率（NCEP 風）

図-3 近年の冬期最大風速の変化率（NCEP 風）
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図-4 北海道沿岸域における最大風速の変化率

（N44°19′04″、E143°36′25″）4)を用いた。計算値
の出力地点はナウファス紋別に最も近い計算格子点上の
値を用いた。また、海氷域の分布範囲は、気象庁 5)が公
開している 5 日毎の海氷分布図を用い、海氷画像データ
から RGB カラー情報を抽出し密接度を数値化したデー
タを用いた。なお、海氷分布図には、海氷の密集割合
（以下、海氷密接度）が４区分（1～3、4～6、7～8、9
～10）に色別に表現されており、密接度 10 とは海面が
完全に海氷に覆われており、密接度 1 とは海面の 10%が
海氷に覆われていることを示している。

３．オホーツク海の近年の気候変動

図-5 1979～2008 年の平均流氷出現確率分布

変化率を示している。両図より、近年は千島列島南東部
やカムチャッカ半島東部において風速が大幅に増加して
おり、北海道周辺では日本海沿岸北部での増加が特に顕
著である。図-4 は、最大風速の変化率を北海道周辺海
域別に示したものである。海域名と範囲は、気象庁の津
波警報の予報区に準じている。図より、オホーツク海沿
岸および日本海沿岸北部での増加率が特に大きい。また、
年間全体の変化率（Jan-Dec）より冬期間（Jan-Mar）に
のみ着目した方が最大風速の増大率が顕著である。波浪
推算には風速の影響が多分に表れるため、オホーツク海
沿岸および日本海沿岸北部では特に確率波高が増大する
と推測される。具体的な確率波高の増大量については、
4 章で検討する。

(2) 近年の海氷分布の変化
オホーツク海における海氷面積については、既に菅原
(1) 近年の風速変化
ら 1)が近年減少傾向にあることを確認している。ここで
図-2 は、近年の風速の変化として 1979～1993 年の 15
年間（以下、term15）と 1979～2008 年の 30 年間（以下、 は、term15 と term30 における出現確率分布の近年の変化
term30）の最大風速の変化率を示す。また、図-3 は冬期
に着目して整理する。
間 1～3 月に着目し、term15 と term30 の冬期最大風速の
図-5 は気象庁 5)が公開している 5 日毎の海氷分布図を
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図-6 1979～2008 年の平均密接度分布

図-7 近年の海氷出現確率の変化

図-8 1979～2008 年の 50 年確率波高（海氷なし）

図-9 1979～2008 年の確率波高（海氷有り）

もとに、term30 の冬期（1 月～3 月）の海氷出現確率を
示したものである。アムール川付近は、沖向きの風によ
り生成された海氷が次々に沖に流され、薄氷域が常に維
持される沿岸ポリニヤと呼ばれている海域であるため、
海氷の出現確率が特に高く、反対にカムチャッカ半島先
端から千島列島付近では出現確率が小さくなっている。
図-6 は同様に、term30 の 1 月～3 月の平均海氷密接度
を示す。密接度は海氷の出現確率に概ね対応しており、
例えば出現確率 60%と密接度 6 の分布は概ね同じ範囲と
なっている。すなわち、出現確率が減少すると密接度も
減少することを示している。
図-7 は、近年の海氷出現確率の変化として、term30 と
term15 の差を示している。オホーツク海では全体的に出
現確率が減少しており、多いところで 10%以上減少して
いる。また、北海道のオホーツク海沿岸でも約 4%程度
出現確率が減少している。菅原ら 1)は近年の冬期波浪エ
ネルギーが増大していることを確認しているが、この要
因として図-3 で示した冬期の風速増大と海氷減少の相
乗効果であったと考えられる。

４．オホーツク海沿岸の近年の確率波高
(1) 海氷の有無が確率波高に与える影響
一般的に全球を対象にした波浪推算を行う場合、海氷
の影響を考慮せずに波浪推算を実施しているようである。
この場合、海氷存在海域であるオホーツク海では波浪が
過大に推算されているように思われる。ここでは、海氷
の影響を考慮しないことが確率波高に与える影響を定量
的に検討する。確率波高は、SWAN による長期間の推
算結果から合田 6)の手法に従い、ワイブル分布（形状母
数 k=0.75、1.0、1.4、2.0）と極値Ⅰ型分布、極値Ⅱ型分
布（形状母数 k=2.5、3.3、5、10）の中から最小二乗法に
より最適分布関数を選定し、各格子毎に 50 年確率波高
を算出した。極値資料としては年最大値および極大値を
用いる方法があるが、SWAN による計算結果が 30 年分
と極値資料として十分な量で無いことから、本検討では
極大値を対象とし、閾値は全データ数の 3～5%となるよ
うに格子毎に設定した。検討ケースは、海氷密接度に応
じて風速を低減させる場合（海氷有り）と、海氷を考慮
せずそのままの風速を用いる場合（海氷無し）の２パタ
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図-10 流氷無しと有りの確率波高の差

図-11 1979～1993 年の確率波高分布

50年確率波高の増加量(m)
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図-12 近年の確率波高の変化

ーン実施した。海氷有りについては、気象庁の 5 日毎の
海氷分布図を用いた。
図-8 に、海氷無しとした場合の 50 確率波高を、図-9
に、海氷域での波高減衰を考慮した場合の 50 確率波高
を示す。また、図-10 に、海氷無しと有りの確率波高の
差（図-8 と図-9 の差分）を示す。カムチャッカ半島北
部およびアムール川からサハリンの海氷密接度が高い地
域（図-5）において、波高差が 4m 以上となっている。
このことは、海氷を考慮せずに波浪推算を実施すると、
確率波高を 4m 以上も過大評価する領域が存在すること
を示している。また、北海道東部および根室半島南部で
も 1～2m の波高差がみられることから、北海道沿岸部
の設計波を算出する際には、海氷を考慮する必要がある。
(2) 近年の確率波高の変化
次に、近年の確率波高の変化について検討する。最近
の確率波高としては波浪推算を実施した 1979 年から
2008 年までの全データを対象に極値統計解析を行った
結果とし（以下、term30 確率波）、過去の確率波高とし
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図-13 北海道沿岸における近年の 50 年確率波高の変化

ては 1979 から 1993 年の 15 年分のデータで極値統計解析
を行った結果（以下、term15 確率波）と比較した。
図-11 は、term15 の確率波高分布であり、図-12 は、
近年の確率波高の変化として term30 と term15 の 50 年確
率波高の差（図-9 と図-11 の差分）を示している。図12 の確率波高が増大している区域をみると、図-2 およ
び図-3 の風速増大区域と概ね対応しており、近年の確
率波高の増大要因として、風速の影響が大きいことが確
認できる。一方、図-13 に term15 と term30 による北海道
沿岸の確率波高の差を示しているが、風速の増大域に対
応するオホーツク海沿岸および日本海側において確率波
高が 2m 程度増大している。なお、水口ら 7)は、オホー
ツク海に面する網走港を対象に、過去に算出した確率波
高を WAMによる波浪推算結果により検討している。そ
の結果、最新の波浪データを含めると 2m 程度確率波高
が増大することを確認している。
このことから、設計上の確率波高が過去の波高データ
により統計解析されている場合には、実体と異なること
も想定される。今後、必要に応じて確率波高の妥当性に
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ついて検討を行うことが望ましい。
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図-14 観測波高と推算波高の比較(1984 年)
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(3) 確率波高に与える閾値の影響
前述 4.(2)の検討では波浪推算値のみで確率波高を算
出したが、通常は近隣の海域で波浪観測が行われている
ため、実際に確率波高を算出する際には、波浪が観測さ
れていない期間のみを対象に波浪推算等により波浪デー
タを補間することとなる。また、計算された推算波高は、
観測波高と推算波高の相関から最小２乗法による近似直
線の傾きで補正するのが一般的である。
図-14 は 1984 年のナウファス紋別の観測波高と
SWAN による波浪推算結果を比較したものである。2 月
～3 月および 7 月～9 月は観測波高が欠測しており、こ
の年のデータ欠測率は 50.1%と欠測が大変多い年である。
また、観測値において年最大波高が測得されておらず、
このまま極値統計解析を行うと誤った確率波高が算出さ
れてしまうおそれがある。このため、1984 年の欠測波
高を推算波高で補間した場合と、実測波高のみの両者に
ついて、term30 の年最大値をもとに 50 年確率波高を算
出した。しかしながら、両者の 50 年確率波高は 8.0m と
なり、年最大値の欠測による確率波高の差がみられなか
った。これは、1984 年の年最大波高が 30 年間の順序統
計量において上位に位置するデータでないため（30 位
中 11 位）と考えられる。合田 6)も指摘しているように、
観測値のみに基づいて毎年最大値資料を作成しても、標
本として非常に小さいものとなり、確率波高の推定誤差
が大きくなる。このため、標本データ数を増やし推定誤
差を少なくする観点からも、ある一定の閾値以上のデー
タを対象にした極大値により確率波高を算出すべきであ
り、波浪推算は欠測データの補間および長期のデータを
得る上で有効である。
一方、極大値による方法では、閾値の設定および欠測
率により確率波高が大きく変わってくる。閾値の取り方
として合田 6)は、毎年数ケースの波浪推算結果のうち、
低い波高を全体の 1/4～1/3 程度棄却するのが無難として
いる。例えば、 30 年間を対象に波浪推算をする場合、
各年 5 ケース、1 ケース当たりの推算期間を 5 日とする
と、閾値以上の極大値の割合は 7%程度となる。また、
森ら 8)は、極値分布関数に一般化パレート分布を用いた
場合において、閾値 3%が妥当としている。
図-15 は、閾値を変化させた場合の 50 年確率波高の
変化を示している。SWAN の計算結果により欠測デー
タを補間した場合（図中の●）では、閾値によらず確率
波高は概ね一定である。しかし、観測値のみ（図中の◆
や□）では、横軸が 3%付近を境に確率波高に急激な差
が生じている。この理由は、統計対象とするデータの範
囲に応じて、MIR 基準で選ばれる最適な分布関数が変
化するためである。つまり、欠測データが多い場合には、
実際の母集団とは異なる分布関数を選んでしまう可能性
が大きいということである。この点を改善させる上で、
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図-15 閾値以上の極大値の割合と確率波高

合田 6)は、有効統計期間中の高波の総数 Nt が不明の場合
には、Nt を多めに推定することで誤差は低減できると
している。そこで、term30 の期間における欠測データを
累計すると 6 年分にもなったため、Nt を 1.25 倍（=30 年
÷24 年）する事で実際の高波総数を近似したものが、
図中の×印である。観測値のみ（図中の□）と比較する
と、3%付近の確率波高の急激な差が改善されている。
なお、観測値のみで term15 と term30 の 50 年確率波高
を比較すると約 0.2m の差しか無かったが、SWAN の計
算結果により欠測データを補間した場合 term30 で約
0.5m波高が増大する結果となった。
このため、波浪推算を行う上で、欠測データの割合に
ついては留意するとともに、高波浪事象が欠測となって
いる場合は波浪推算で欠測波高を補間することが、正確
な確率波高を算出する上で重要と言える。
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５．まとめ

の向上に寄与するものと思われる。

以上より、近年の波浪データを含めて極値統計解析を
行うと、北海道沿岸部で確率波高が増大することが明ら
本研究では北海道周辺海域の過去 30 年分の波浪事象
について、波浪推算モデル SWAN を用いて連続計算し、 かとなった。今後は、高波浪来襲時における沿岸施設の
安全性を確認するとともに、低コストで効果の高い対策
近年の確率波高の変化について検討した。この結果、以
工を検討していく必要がある。
下のことが明らかとなった。
1) 近年、オホーツク海沿岸および日本海沿岸北部で
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