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本研究では、オホーツク海を対象として将来的な海象変化を考慮した確率波高分布を、MRI-
AGCM3.2S の気象データを用いて仮定し、将来の海氷面積減少に伴う波浪増大の影響を考慮し

た堤体滑動量をモンテカルロ法にて検討することで、将来的な波浪増大および海面水位の上昇

が防波堤に与える影響を検討した。また、将来波浪に対する防波堤の維持対策の検討について、

モンテカルロ法を用いた場合の一例を示した。 
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1.  はじめに 

 

地球温暖化の影響により、オホーツク海沿岸の海氷面

積が近年減少傾向にある 1)とともに、将来的にも著しく

減少する可能性が高いことが気象庁 2)により報告されて

いる。さらに、海面水位についても、日本近海において

将来的に上昇する可能性が高いことが同じく気象庁 2)に

より報告されている。 

海氷面積減少を考慮した波浪推算手法については、菅

原ら 3)が検討しており、海氷密接度に応じて風速を変化

させ、日々の海氷の移動を考慮することで、従来実施さ

れていた海氷域を陸域として扱う手法に比べて、再現性

が向上することがわかった。 

さらに、この手法を基に山之内ら 4)がオホーツク海沿

岸の 50年確率波高（以下 H50）を算出した結果、風速の

増大および海氷の減少などの気象変動の影響により、近

年では H50が 1m 以上増大していることが明らかとなっ

た。 

このようなことから、今後、港湾施設の健全性の維持

および沿岸防災対策を検討していく上で、将来的な海象

変化を考慮した施設健全性の評価を行うことが重要と考

える。 

このため本研究では、海象変化の影響を最も受けやす

い防波堤を対象に、将来的な海氷面積減少による波浪増

大および海面水位の上昇に対する影響をレベル 3信頼性

設計法のモンテカルロシミュレーション（以下、モンテ

カルロ法）を用いて検討を行うこととした。 

 

 

2.  検討方法 

 

 (1)  現況および将来シナリオにおける確率波高の検討 

構造物の将来的な変形量を検討するためには、将来

的な気象変動（以下、将来シナリオ）を推定する必要が

ある。このため、将来シナリオについては、気象庁・気

象研究所の超高解像度全球気候モデル（以下、MRI-

AGCM3.2S）による温暖化予測実験結果(Mizuta ら 5))の気

象データを用いるとともに、波浪推算手法については菅

原ら 6) が用いた手法と同様とした。 

A1B シナリオ条件下における MRI-AGCM3.2S の対象

期間は、現在気候（1979～2003 年の 25 年間）、近未来

気候（2015～2039 年の 25 年間）および将来気候（2075

～2099 年の 25 年間）とあるが、今回は近い将来の予測

を行うことから、対象期間を近未来気候とした。 

現況の波浪推算手法については、1979～2008 年の 30

年間における水深 50m 地点のナウファス紋別の現地波

浪データを基に、欠測期間については菅原ら 3)の手法に

より補間した。 

確率波高を求める際の統計手法については、極値統

計解析（合田 7)）を用いた。極値資料に当てはめる確率

波高分布は、極値Ⅰ型分布、極値Ⅱ型分布（形状母数

k=2.5、3.33、5.0、10.0）および Weibull 分布（形状母数

k=0.75、1.0、1.4、2.0）の中から、最適な確率波高分布を

相関係数および MIR 基準に従って選択した。なお、閾

別紙―２
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値については、閾値以上の極大値の割合が 3～5%となる

ように格子毎に設定した。 

ただし、MRI-AGCM3.2Sの現在気候は、過去の実際の

気象状況を考慮していないことから、より再現性を向上

させるため、MRI-AGCM3.2S 近未来気候の H50と現在気

候の H50の差を、現況の H50に加えたものを将来シナリ

オの H50とした。このため、将来シナリオの確率波高分

布については、上記手法で算定した H50と一致するよう

に、MRI-AGCM3.2S 近未来気候の確率波高分布を一部修

正したものを仮定した。 

図-1 は、紋別港の H50 が最大となる波向 NE の現況

（極値Ⅰ型分布、尺度母数A=0.858、位置母数B=3.443）

および将来シナリオ（極値Ⅱ型分布、形状母数 k=5.0、

尺度母数A=0.624、位置母数B=5.624）における沖波波高

と再現期間の関係を示した。なお、H50は現況では 8.17m、

将来シナリオでは 9.66mである。 

また、高波の出現特性について、合田 8) 9)は、極値分

布関数の裾の広がり具合を表すパラメータとして、50

年確率波高と 10 年確率波高の比で定義される、裾長度

パラメータγ50を提案している。現況と将来シナリオの

γ50は、1.20および 1.26となる。 

さらに、下迫・多田 10)が、50 年間の防波堤の総滑動

量とγ50 の関係を示しており、γ50 が大きくなるほど、

総滑動量 1.0m 以上となる確率が大きくなることが示さ

れている。 

以上から、将来シナリオの方が再現期間に対する波

高およびγ50が高いことから、大きな滑動が発生しやす

い状況になると考える。 

 

(2)  将来シナリオにおける防波堤の性能評価 

防波堤の信頼性設計法に関する既往の研究事例として

はさまざま行われているが、本研究では、高山ら 11)の手

法に従い、消波ブロック被覆堤の変状による波力増大を

考慮した堤体滑動量の算出を行う。図-2 に期待滑動量

の計算フローを示す。沖波は 2.(1)で設定した確率分布に

従うが、再現期間中の高波を再現させるため、下迫ら 12)

を参考に下限値を 5年確率波高、上限値を 200年確率波

高とした。また、1 年間（1 波群）の有義波高 H1/3の継

続時間は 2hrとした。 

防波堤の供用期間は 50 年と仮定し、50 年間の総滑動

量の計算を乱数を変化させて繰り返し計算を行い、累積

堤体滑動量、累積消波ブロック沈下量および累積消波ブ

ロック被災度を試行回数で平均したものを期待滑動量

（以下、SE）、期待ブロック沈下量（以下、DE）および

期待ブロック被災度（以下、CE）とした。 

モンテカルロ法は、乱数の発生方法や試行回数によ

って結果が異なってくる可能性があるため、これらの

設定については慎重に行う必要がある。 

乱数の発生方法については、長尾ら 13)の検討を基に一

様乱数の発生にメルセンヌ・ツイスタ(Mersenne Twister) 

を用い、正規乱数への変換にボックス・ミュラー法 

(Box-Muller  transform)を用いた。 

図-3に試行回数における 50年目の SE、DEおよび CEの

変化を示す。いずれにおいても 10000 回で変動量がほぼ

頭打ちとなり、その後は安定した結果が得られているこ

とから、試行回数を 10000回と設定した。 

表-1 に、信頼性設計における各要因の正規分布の変

動条件を示す。平均値の偏り αや変動係数 γの意味は、

図-1 沖波波高と再現期間との関係 

図-2 期待滑動量の計算フロー 
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真値と誤差のばらつきを正規分布として考慮したもので、

限られた波浪データから確率分布を推定するための統計

的不確実性、波浪変形および波力などの算定精度のばら

つき等である。値については長尾 14)と同様としている。

堤体への入射角については、下迫ら 12)を参考に、主波向

と隣り合う波向の角度を考慮して決定した。例えば主波

向が 40°で隣り合う波向の入射角がそれぞれ 27°およ

び 45°の場合、40±{(45-27)÷4} = 40°±4.5°を主波向

のばらつきとした。 

沖波から堤体位置までの屈折係数は、1 試行回数毎に

計算を行わず、現行設計法における屈折係数を一定値と

て与えた。ただし、正規分布のばらつきを考慮するため

表-1の波浪変形における平均値の偏り αおよび変動係数

γを用いた。 

検討対象施設は、紋別港の沖合の第 1線防波堤を対象

とし、この防波堤の設計沖波に、2.(1) で設定した確率分

布を適用させた。 

検討対象断面を図-4 に示す。構造形式は消波ブロッ

ク被覆堤であり、設計当時の滑動安全率は、設計沖波波

高（= H50）6.8mに対して 1.21である。 

表-2 に検討ケースを示す。シナリオⅠを現況、シナ

リオⅡを将来シナリオとし、シナリオⅢおよびⅣで海面

上昇による影響の検討を行う。なお、海面上昇量につい

ては、IPCC が A1B シナリオにおける 100 年後の平均水

位上昇量を 21～48cm と予測していることから、本研究

においては、海面上昇量を 100 年間で 48cm 上昇すると

仮定し、供用期間の間では経過年数に対して線形的に増

加させた。 

 

 

3.  検討結果 

 

(1)  将来シナリオにおける防波堤性能の変化 

図-5は、シナリオⅣにおける 10000回の繰り返し計算

の中から、50 年間の総滑動量が期待滑動量 30cm に近い

ある 1 回の試行を選び出し、沖波波高 H0、堤体位置の

有義波高 H1/3、沖波周期 T0および堤体変動量について示

したものである。H0および T0が大きい 26年目に堤体滑

動量およびブロックの沈下量が増加している。 

43 年目についても、26 年目と同様に堤体滑動量およ

びブロックの沈下量が増加している。しかし、H1/3 につ

いては 9 年目および 34 年目等よりも小さい。この理由

としては、過年度の消波ブロックの沈下により堤体に作

用する波力が増加したことが考えられる。さらに、波力

および摩擦係数等のばらつきによって、滑動限界を上回

る外力が発生した可能性もある。 

図-6 に、シナリオ別の各年の期待滑動量を示す。シ

ナリオⅠとⅡを比較すると、50 年目の期待滑動量は約

23cm（約 7.5 倍）となった。また、期待滑動量の許容値

については下迫ら 15)によりケーソン側壁の破壊を防ぐ目

的および一般的な被災基準から 30cm 程度が目安として

示されており、シナリオⅣの 45年目で 30cmを超える結

不確定
要因
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偏りα

変動係数
γ
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.98 0.02
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中詰砂 1.02 0.04
※α = 平均値／特性値

単位体積重量

表-1 各要因の正規分布の変動条件 

表-2 期待滑動量の検討ケース 
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果となった。 

さらに、堤体滑動量の超過確率の許容値としては、下

迫・多田 10)が表-3を提案している。この表は港湾の施設

の技術上の基準・同解説にも記載されている指標である。

図-7 に、シナリオ別の 50 年間総滑動量の超過確率を示

す。なお、表-3 と比較するため、滑動量 0.1m、0.3m お

よび 1.0m に対する超過確率を抽出して棒グラフで表し

た。その結果、シナリオⅣについては、滑動量 0.1m の

超過確率が 約 80%、0.3m では約 40%、1.0m では約 5%

となっており、表-3 の許容値を満足できていないこと

が明らかとなった。 

 なお、シナリオⅠについては、設計当時の H50 を

1.37m も上回っているにもかかわらず、50 年目の期待滑

動量は約 4cm であった。これは、当時の設計法での滑

動安全率が 1.19 程度となることから、堤体の滑動が抑

えられたと考える。なお、H50 が大きくなっているにも

かかわらず、安全率の減少量が小さいのは、砕波変形に

より最高波高があまり大きくなっていないためと考える。 

同様にシナリオⅡにおける安全率は 1.05 程度であっ

た。シナリオⅠに比べて期待滑動量および超過確率の数

値が大きくなったのは、安全率が 1.0 付近であることか

ら、表-1の平均値の偏り αおよび変動係数 γによって、

滑動限界を上回る外力が作用したからと考える。 

一方、海面水位の上昇が堤体滑動量に与える影響につ

いて、図-8(a) (b)に示す。海面水位の上昇を考慮したシ

ナリオⅢおよびⅣの期待滑動量は、海面上昇を考慮して

いないシナリオⅠおよびⅡの 1.3～1.4 倍程度となったこ

とから、海面水位が上昇すると堤体滑動量に多大な影響

を与えることが明らかとなった。 

 

(2)  将来シナリオに対する維持対策の検討の一例 

1960 年代の高度経済成長期に建設された施設の多く

は、建設されてから 50 年程度が経過し更新時期を順次

迎えている。しかし、近年では、既存構造物を極力維持

していくことが求められていることから、一般的な供用

期間である 50 年にとらわれず、耐久性が確保できてい

れば、既存構造物を活かした改良方策を行っていくこと

と思われる。 

改良断面の検討は、一般的には、レベル 1信頼性設計

法（以下、部分係数法）を用いているが、この方法では、

施設の安定性を滑動、転倒および支持力の各被災モード

に対する力の釣り合いで評価するため、具体的な被災の

(a) 現況 

図-8 海面上昇が期待滑動量に与える影響 

(b) 将来シナリオ 
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図-6 シナリオ別の期待堤体滑動量の経年変化 
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程度が把握できない。 

それに対してモンテカルロ法では、具体的な被災の程

度を定量的に示すことができることから、将来における

改良等の対策を講じた場合の効果に対する評価が容易に

なると考える。ここで、防波堤の維持対策の検討にモン

テカルロ法を用いた一例を示す。 

図-9(a) (b)は、改良断面の一例を示したものである。

図-9(a)は、図-4 の天端高を 1.2m 嵩上げし、堤体幅をコ

ンクリートで 2.0m 拡幅した断面であり、図-9(b)は、嵩

上げは前述と同様として、背後盛石を整備した断面であ

る。なお、図-9(a) (b)の断面は、いずれも将来シナリオ

H50（9.66m）の条件における滑動、転倒および基礎の支

持力に対する安定性能を部分係数法による性能照査で確

認している。 

図-10 は、波浪条件をシナリオⅣとし、図-9 に改良し

た場合の期待滑動量の経年変化を示す。なお、比較のた

め、未対策（改良もブロック復旧もしない）のケース、

並びに、5年目から 10年毎に 5回、消波ブロックを原形

復旧するケース（以下、ブロック復旧）についても示す。

その他の条件については、前述 2.(2)と同様としている。 

改良を行った 2ケース（堤体拡幅および背後盛石）の

50年目の期待滑動量は数 cmであったが、両者の値に若

干の差があるのは、改良断面を部分係数法で検討した際

の滑動抵抗力と外力との比が、堤体拡幅では 1.02 であ

るのに対し、背後盛石では 1.12 となることが要因と考

える。 

図-11は、図-7と同様に、上記検討ケースの 50年間の

総滑動量における超過確率を示す。 

改良を行った 2ケースについては、表-3の許容値を満

足していたが、ブロック復旧および未対策のケースでは

満足していなかったことから、図-9(a) (b)のような改良

を行う必要があると考える。 

ただ、ブロック復旧では、未対策のケースよりも期待

滑動量および超過確率を抑えることができていた。超過

確率について、未対策のケースと比較するため、図-12

に 50 年間総滑動量に対する超過確率を示す。ここで、

Ps2 減少率とは、ブロック復旧での超過確率と未対策で

の超過確率の商を 1.0 から差し引いた値の百分率であり、

ブロック復旧することで、未対策のケースからどの程度

超過確率が減少したのかを示す指標とした。 

図-12 ブロック復旧の効果 

図-11 ケース別の50年間総滑動量の超過確率 

図-10 ケース別の期待堤体滑動量SE2の経年変化 
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これを見ると、50 年間の総滑動量が大きくなるにつ

れて、Ps2 減少率が大きくなっていることから、消波ブ

ロックを原形復旧することで比較的大きな滑動量を抑制

する効果が期待できると考える。 

 

 

4.  まとめ 

 

本研究の主要な結論を以下に示す。 

1) シナリオⅡおよびシナリオⅣについては、50 年間の

総滑動量の超過確率が許容値を満足していなかった

ことから、将来的な防波堤の維持については、留意

する必要がある。 

2) 海面水位の上昇が堤体滑動量に与える影響について

検討した結果、海面水位の上昇を考慮しない場合と

比較し、期待滑動量が 3～4割程度増加したことから、

海面水位の上昇が堤体滑動量に多大な影響を与える

ことが予想される。 

3) 将来シナリオにおける防波堤の維持対策の検討を行

った結果、部分係数法にて設計した堤体拡幅および

背後盛石で改良した断面では 50年間の総滑動量の超

過確率が許容値を満足することが確認できた。 

4) 消波ブロックを原形復旧することで、比較的大きな

滑動量を抑制する効果が期待できることから、堤体

拡幅等の恒久的な対策を行うまでの応急的な措置と

して有効な方法であると考える。 

5) モンテカルロ法を用いることで、防波堤における維

持対策の効果を定量的に示すことができたことから、

本法を用いることで各対策工に対する評価が容易に

なると考える。 
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