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図５ 第二室戸台風と伊勢湾台風の比較（半径と移動速度の違い）3  

                             
3 (3) 1)国土交通省：高潮水防強化に関する技術検討委員会（第 1回）資料４ 
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 (2)想定する台風の経路 

各海岸で潮位偏差が最大となるよう、当該地域等で大きな潮位偏差を生じた、進入角度

の異なる複数の台風経路を平行移動し、想定する台風の経路を設定する。 

具体的には、過去に大きな潮位偏差を生じた台風の経路を参考に進入角度の異なる３方

向以上の経路（例：「南から北」、「西から東」、「南西から北東」）を選定し、それらの経路

をそれぞれ約10～20kmピッチで平行移動させて複数の経路を設定することを基本とする。 

台風の経路により、湾奥部の被害が大きい、湾口部の被害が大きいなどの違いが生じう

ることから、高潮浸水シミュレーション結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるよう

高潮浸水想定区域図を作成する。なお、各経路の潮位偏差のいずれかが卓越することが明

らかな場合は全ての経路に対して高潮浸水シミュレーションを行う必要はない。 

 

図６ 伊勢湾奥における台風経路の設定イメージ  
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 想定する低気圧 

北海道・東北地方・北陸地方については、低気圧による高潮で、台風による高潮よりも

大きな潮位偏差が観測されていることから、低気圧についても考慮する。 

想定する低気圧については、2014 年根室高潮の低気圧を基本とし、各海岸で潮位偏差

が最大となるよう経路を平行移動して設定する。 

＜解説＞ 

2003 年以降の観測記録によると北海道・東北地方・北陸地方では、低気圧による高潮で、

台風による高潮よりも大きな潮位偏差が観測されている。このため、これらの地域において

は低気圧による高潮についても考慮することとする。なお、舞鶴（京都府）、小田原（神奈

川県）においても、低気圧による潮位偏差の方がわずかに卓越しているが、このような地域

では室戸台風を基本とした台風モデルによる高潮が卓越すると考えられる。 

表３ 潮位偏差 50cm 以上を観測した潮位観測所のデータ（2003 年以降）4 

 
想定する低気圧の中心気圧については、1996 年以降で北海道・東北地方・北陸地方にお

いて我が国既往最大規模の低気圧である 2014 年 12 月に根室で高潮を発生させた低気圧

（946hPa）を基本とし、経路については、当該低気圧を平行移動することにより、各海岸で

潮位偏差が最大となるよう複数の経路を設定する。 

既往の観測データが限られているが、1958 年から 2014 年の気象庁のデータを用いて 2014

年 12 月の低気圧の中心気圧を北海道・東北地方の人口 20 万人以上の 4 都市を含む図８の

範囲において確率年評価すると 1/1,500 年程度である。また、2014 年 12 月の低気圧は、根

室市付近で 24時間以上停滞しており、少なくとも 1 度は満潮と重なるほどの停滞状況であ

った。 

なお、台風・低気圧の潮位偏差のいずれかが卓越することが明らかな場合は両方行う必要

はない。 

                             
4  (3) 1)国土交通省：高潮水防強化に関する技術検討委員会（第２回）資料２ 

観測所
低気圧による高潮 ＜参考＞

台風による
最大偏差（cm）観測日 最大偏差（cm）

能登（石川県） H20.2.23～24 191 111

花咲（北海道） H26.12.16～19 117 72

小田原（神奈川県） H25.4.6～9 107 99

釧路（北海道） H18.10.6～8 93 66

網走（北海道） H25.12.16～19 86 ―

大船渡（岩手県） H18.10.6～8 85 57

鮎川（宮城県） H18.10.6～8 82 56

深浦（青森県） H17.12.26～27 81 72

小名浜（福島県） H18.10.6～8 77 70

下北（青森県） H18.10.6～8 75 ―

八戸（青森県） H18.10.6～8 70 ―

宮古（岩手県） H18.10.6～8 63 52

舞鶴（京都府） H15.11.19～20 60 59
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図７ 2014 年 12 月低気圧の中心気圧5 

 

図８ 2014 年 12 月低気圧の確率評価（中心気圧）6 

 

図９ 2014 年 12 月低気圧の経路図7 

                             
5 (3) 1)国土交通省：高潮水防の強化に関する技術検討委員会（第２回）資料２ 
6 (3) 1)国土交通省：高潮水防の強化に関する技術検討委員会（第３回）資料２ 
7 (3) 1)国土交通省：高潮水防の強化に関する技術検討委員会（第３回）資料２ 

（http://fujin.geo.kyushu-u.ac.jp/meteorol_bomb/） 
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 うねり性の高波 

寄り回り波等の周期の長いうねり性の高波についても、浸水実績がある地域において

は考慮する。 

＜解説＞ 

単に台風や低気圧により潮位が上昇する高潮とは別に、富山湾の寄り回り波や 1966 年の

富士海岸の高波等、周期の長いうねり性の高波が海岸堤防等を越波したことにより浸水し

た地域もある。このため、このような地域において高潮浸水想定区域図を作成する場合には、

寄り回り波等のうねり性の高波の再現についても考慮する。 

なお、うねり性の高波は発生源となる気圧・風場・海域が広範囲にわたり、精度よく再現

計算することが難しいことから、こうした不確実性に留意しつつ、浸水実績を極力再現する

ものとする。  
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コラム うねり性の高波の原因とその災害 

うねりは、その場所に吹く風によって起こされる波である風浪よりも周期が長く、離れ

た場所の発達した風浪が、余波となって伝わって来た波であり、その場所で吹く風とは直

接関係なく起こり得るものです。陸岸近くの浅い海域に達すると、海底の摩擦の影響でう

ねりの前方にブレーキがかかるため、うねりの後方が追いついて波長が短くなる一方波

高は急激に高くなり、うねり性の高波を発生させます。 

うねり性の高波の代表的な例として富山湾における寄り回り波があります。この高波は

富山湾沿岸で一様に波が高まるのではなく、特に氷見，新湊，入善，滑川など限定された

海岸で高まる性質があることから寄り回り波という言葉で呼ばれています。寄り回り波

は、主に冬季において、低気圧が日本海北部を発達しながら通過し日本の東海上で停滞す

ると、北海道の西海上では北よりの暴風が吹き、この風で発生したうねりが富山湾に進入

し、海底谷等起伏に富んだ富山湾特有の海底地形により局所的な高波が発生します。ま

た、うねりが伝わるまでに半日から１日かかることから、富山湾の風や波が比較的静かに

なった頃に不意に打ち寄せ、古来より多くの被害が発生しています。 

近年では、平成 20年 2月 24 日、富山県黒部市、入善町で、寄り回り波が堤防を越波、

直立堤が倒壊するなど、約 4.7ha、黒部市 42 棟、入善町 119 棟が浸水し、死者 1 名、重

傷者 2名の高波災害が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考文献） (1) 1)気象庁富山地方気象台：寄り回り波を知る〜波浪災害に備えて〜（H25 年 3 月） 

       (3) 4)国土交通省河川局：高波災害対策検討委員会中間取りまとめ（H20 年 8 月） 

       (1) 2)黒部河川事務所：平成 20 年 2月 24 日 下新川海岸高波災害（H24 年 3 月） 

       宮崎海上保安部：転覆のメカニズムと対策について 

（http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/miyazaki/uminoanzen/kogatasen-

point/date/tenpukuziko/kogatasen-point.htm） 

       (1) 3)磯崎一郎：波浪学入門 

寄り回り波発生時の天気図例と水深概略図 黒部市生地地区の浸水被害 

高波の越波状況（黒部市生地地区） 直立堤の倒壊状況（入善町五十里地区） 
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 河川流量 

背後に人口・資産が集積し、高潮時に相当な流量が想定される河川においては、河川の

流量を設定することを基本とする。 

河川の流量は、河川整備基本方針で定める基本高水流量を基本とし、現況施設を考慮し

て設定する。 

＜解説＞ 

(1)河川流量の設定方法 

高潮時に洪水が同時に発生することは否定できない。このため、最悪の事態を想定し、背

後に人口・資産が集積し、高潮時に相当な流量が想定される国管理の河川等においては、河

川流量を設定することを基本とする。 

河川流量は、河川整備基本方針で定める基本高水流量を基本とし、既設の洪水調節施設に

よる調節、高潮による影響が明らかな区間より上流における河川堤防の天端越流を考慮し

て設定する。（以下「基本高水流量（現況施設考慮）」とする。） 

河川流量のピークと潮位偏差のピークについては、最も影響が大きいと考えられる自己

流区間最下流端（計画高潮位と自己流の計画高水位の交点）などにおいて重ね合わせること

とする。 

河川流量や河口砂州の取り扱いなどの設定に当たっては、河川管理者の意見を聴くもの

とする。 

 

(2)想定最大規模の洪水と想定最大規模の高潮の同時生起の取扱い 

三大湾に流入する多摩川、荒川、江戸川、木曽三川、庄内川、淀川、大和川について、1970

年以降 50cm 以上の潮位偏差を生じた高潮時の河川流量を確認したところ、2004 年台風第 23

号時の木曽川・長良川、 2011 年台風第 15 号時の木曽川で比較的大きな流量となっている

が、河川整備計画において河道の整備目標としている流量以下であった。 

ピークの時間差については、台風上陸前に前線による降雨があり、河川流量のピークの方

が潮位偏差のピークより早かった例もあるが、多くの場合、潮位偏差のピークより河川流量

のピークが遅れていた。 

このように、これまで高潮時にそれほど大きな河川流量となっていないこと、ピークがず

れることが多いことから、そもそも各々の生起確率が極めて小さい想定最大規模の洪水と

想定最大規模の高潮が同時に生起し、ピークが重なり合うことは考慮しないこととする。 
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 潮位 

基準となる潮位（天文潮）は、朔望平均満潮位を基本とする。 

過去に当該海岸で異常潮位が生じた場合は、異常潮位の各々の最大偏差の平均値を朔

望平均満潮位に加えることとする。 

＜解説＞ 

(1)天文潮 

基準となる潮位（天文潮）は、最悪の事態を想定し、朔望平均満潮位とすることを基本と

する。なお、海岸堤防の設計の基準となる潮位について、一般的に朔望平均満潮位としてい

る例が多いが、海岸堤防の設計における基準となる潮位として台風期の朔望平均満潮位を

用いている場合にはこれを用いてもよい。 

各海岸で潮位偏差のピークと満潮位が重なるよう満潮の時刻を設定する。その際、天文潮

の時間変動を考慮せず、朔望平均満潮位で一定とすることを基本とする。ゼロメートル地帯

において、浸水継続時間を検討する際等には、天文潮の時間変化を考慮する。 

 

(2)異常潮位 

異常潮位とは、台風などによって引き起こされる高潮や地震に伴う津波とは異なった原

因で、潮位がある程度の期間（概ね 1 週間から 3か月程度）継続して高く（もしくは低く）

なる現象のことである。これまで、我が国の広い範囲で、数週間程度継続する異常潮位がほ

ぼ毎年発生している。このため、過去に当該海岸で異常潮位が生じた場合は、異常潮位の最

大偏差の平均値を朔望平均満潮位に加えることとする。 

 
図 10 異常潮位の最大偏差の平均値8  

                             
8 (4) 1)下野 隆司，仲井 圭二，永井 春生，松本 英雄，渡邉 和重，磯部 雅彦：全国沿岸域における異

常潮位の広域的出現特性，海岸工学論文集，第 51 巻，pp.1221-1225. 2004. 
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コラム 異常潮位とは 

通常、海面は 1 日にほぼ 2 回、規則的に昇降を繰り返し、その高さと時刻は地球と月

および太陽の運行からあらかじめ推測することが可能で、「平常潮位」、「天文潮」と呼ん

でいます。しかし、実際に観測される潮位は、さまざまな要因で天文潮と異なり、観測さ

れる潮位と天文潮の差を潮位偏差と呼んでいます。 

潮位偏差を生じる代表的なものには、台風などで起きる高潮や地震で引き起こされる

津波がありますが、潮位偏差の高い（または低い）状態が広範囲に数週間を超えて長時間

続くことがあります。これが「異常潮位」と呼ばれる現象です。この異常潮位という現象

は、季節に関係無く発生していますが、天文潮が年間でも高くなる夏から秋にかけて異常

潮位が起きると浸水被害が発生することが多くなります。 

近年発生した主な異常潮位 

 

主な発生要因は、中規模渦（暖水渦）の接近、黒潮の接岸、沿岸反流の強化、南岸に沿

った東よりの風の継続など様々です。 

 

異常潮位の要因例 

（参考文献） 

気象庁：異常気象レポート 2005 

（http://www.jma.go.jp/jma/press/0510/28a/report2005.html） 

(3)副振動 

九州から薩南諸島にわたる地域等で発生する「あびき」に代表される副振動は、気圧の急

変や台風による海洋長波の伝播によるものと考えられる。副振動は、高潮とは発生メカニズ

ムが異なり、また、継続時間が比較的短いことから、想定最大規模の高潮と同時生起し、ピ

ークが重なり合うことは考慮しない。今後新たな知見が得られた場合には、その段階で必要

に応じ見直す。  
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 堤防等の決壊条件等の設定 
堤防・水門等は、設計条件に達した段階で決壊するものとして扱うことを基本とする。

水門等については、操作規則通り操作されることとする。 

＜解説＞ 

(1) 堤防等 

海岸保全施設又は河川管理施設である堤防等は、最悪の事態を想定し、設計条件に達した

段階（うちあげ高が堤防天端高を超える、潮位が設計高潮位を超える、越波流量が許容越波

流量を超える）で決壊するものとして扱うことを基本とする。 

海岸堤防等については、決壊幅の範囲を具体的に設定することは困難であるため、設計条

件に達した全ての区間で決壊するものとして扱うことを基本とする。なお、海岸堤防等につ

いては、粘り強い構造による整備が進められており、これを見込んで設定する必要がある。

ただし、具体的にどのような条件まで施設が機能するか十分な知見が得られていないため、

現段階においてはその効果を考慮しないことを基本とする。施設の管理状態、実験、数値計

算等を踏まえ、想定最大規模の高潮に対し、一連区間全体として一定時間決壊しないことが

担保される場合等には、その効果を考慮する。決壊後の海岸堤防等は、周辺地盤の高さと同

様の地形として扱う。 

河川堤防については、水位が設計条件である計画高潮位や計画高水位に達した段階で決

壊するものとして扱うことを基本とする。河川流量を設定する河川においては、基本高水流

量（現況施設考慮）の水位縦断を高潮時と平常時（朔望平均満潮位）で比較し、水位の高い

区間を高潮による影響が明らかな区間として設定し、当該区間で水位が設計条件に達した

区間が決壊することとする。例えば、上流の水位が設計条件に達しても決壊せず、高い水位

が保たれることにより下流が決壊する場合もあることから、決壊する箇所や順序について

複数のシナリオを設定することとする。決壊幅等については、「洪水浸水想定区域図作成マ

ニュアル（第 4 版）9」を参考に設定する。なお、高潮による影響が明らかな区間について

は、シミュレーションの計算精度を踏まえて設定することとする。 

堤防等の高さや決壊条件の設定に当たっては、台帳等の資料の確認とあわせ、海岸管理者

又は河川管理者の意見を聴くものとする。 

(2) 水門等 

海岸保全施設又は河川管理施設である水門等の操作施設については、操作規則通りに操

作されることとし、最悪の事態を想定し、周辺の堤防等の設計条件に達した段階で決壊する

ものとして扱うことを基本とする。水門等の決壊条件の設定に当たっては、操作規則等の資

料の確認とあわせ、海岸管理者又は河川管理者の意見を聴くものとする。  

                             
9 (2) 1)国土交通省：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第 4版），P.18-19，2015 
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(3) 沖合施設等 

離岸堤、人工リーフ、津波防波堤等の沖合施設については、設計条件を越えた（設計波を

超えた）段階で周辺地盤の高さと同様の地形として扱う。なお、沖合施設の消波効果につい

ては、図 11 等を参考に極力計算に反映する。 

 

 ℎ :天端高（水面上高さ）、 :入射波高、 :伝達波高、 :透過率（波高伝達率） :天端幅、ℎ =設置水深 

図 11 離岸堤天端高と透過率の関係10  

                             
10 (4) 2)久保弘一・井田康男(1973)：捨石堤背後の伝達波高について，第 20 回海岸工学講演会論文集，

pp.49-54 
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 高潮浸水シミュレーション条件の設定 
 計算領域及び計算格子間隔 

高潮浸水シミュレーションの計算領域は、台風、低気圧の影響範囲等を考慮して適切に

設定する。 

高潮浸水シミュレーションにおける計算格子間隔は、沿岸地形の影響による水位上昇や

流速の変化、陸域への氾濫等の高潮の挙動を精度良く推計できるように適切に設定する。 

＜解説＞ 

(1) 計算領域 

高潮浸水シミュレーションの計算領域は、台風、低気圧による吸い上げ・吹き寄せや、

うねり等が精度よく推算できるような領域を設定する。 

計算対象の海岸において朔望平均満潮位が異なる場合は、朔望平均満潮位ごとに計算す

ることを基本とする。 

(2) 計算格子間隔 

高潮浸水シミュレーションにおける計算格子間隔は、沿岸地形の影響による水位上昇

や流速の変化、陸域への氾濫等の高潮の挙動を精度良く推計できるように適切に設定す

る。 

また、高潮浸水シミュレーションは津波シミュレーションに比べて現象の継続時間が

長いことから計算負荷が大きいため、外洋から沿岸域に向けて順次細かい計算格子間隔

（例：2,430m、810m、270m、90m、30m、10m)として同時に計算する方法（ネスティン

グ）を基本とする。 

外洋上では、台風の風場を適切に表現し、波浪推算において風から与えられるエネルギ

ーを精度よく計算できるように格子間隔を設定すればよく、最小計算格子間隔は粗くして

もよい。 

浅海域では風から与えられるエネルギーに加えて、屈折、反射等の波浪変形、ラディエ

ーションストレスが適切に計算できる格子間隔とする。 

陸域の浸水計算を実施する最小計算格子間隔は 10m あるいは 25m 程度を目安とする。 

異なる計算格子間隔の領域を接続する際には、小領域で発生した短波長成分の一部が大

領域に伝播せず再反射してしまう影響を軽減するため、格子間隔を 1/3 あるいは 1/2 等の

割合で小さくしていく。 

台風経路の設定等の準備計算では最小計算格子を 270m など粗くして計算してもよい。 

計算格子間隔は細かくすると計算精度も向上するが、計算における負荷、データ作成費

用が大きくなることにも留意する必要がある。 

なお、計算精度や計算効率の向上を図る観点から、解適合格子法11など他の手法につい

ても上記と同等の信頼性がある場合には用いてもよいものとする。  

                             
11 (4) 3)森信人・千田優・安田誠宏・間瀬肇(2014)：解適合格子法を用いた津波シミュレーションとメッ

シュ分割法について, 土木学会論文集 B2（海岸工学）, Vol.70, No.2, I_286-I_290 
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 計算時間及び計算時間間隔 

高潮浸水シミュレーションの計算時間は、高潮・高波の特性等を考慮して、最大の浸水

の区域及び浸水深が得られるように設定する。 

高潮浸水シミュレーションの計算時間間隔は、計算の安定等を考慮して適切に設定す

る。 

＜解説＞ 

(1) 計算時間 

計算開始については、初期水位から台風の気圧低下による不自然な波が発生しないよう

設定する。計算終了は、高潮の流入が止まった後、堤内地側の排水が完了するまで計算を行

う。 

 

(2) 計算時間間隔 

高潮浸水シミュレーションの計算時間間隔は、計算格子間隔に対する計算の安定性等を

考慮して、次に示す CFL 条件を満たすように設定する。 

Δ ≤ ∆
2gℎ  

ここに、Δ は 計算時間間隔、∆ は計算格子間隔、ℎ は最大水深、g は重力加速度であ

る。 
ただし、実際に計算を行う場合は、数値誤差や現象の非線形性が介在するため、計算時

間間隔を上記条件に比べて余裕をもって小さく設定する12。 

なお、上記については、陽的な差分法における計算条件であり、それ以外の手法を用い

る場合は計算の安定性等を考慮し適切に設定する。  

                             
12 (3) 6)土木学会原子力土木委員会 津波評価部会：原子力発電所の津波評価技術 本編，pp1-52，2002. 
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 地形データの作成、各種施設の取扱い 

 地形データの作成にあたっては、航空レーザ測量の結果等を活用することを基本とす

る。 

 高潮浸水シミュレーションに影響を及ぼす堤防等の線的構造物については、地形デー

タに施設高を反映する。 

＜解説＞ 

(1) 地形データの作成 

海域や陸域、河川域の地形は高潮浸水シミュレーションに大きく影響を与えるため、地

形の再現に当たっては、できるだけ詳細な情報が必要である。このため、数ｍ単位の格子

状の数値標高データ（DEM データ）が得られる航空レーザ測量等を活用し、地表面等の標

高を表す地形データを作成することを基本とする。13  

高潮浸水シミュレーションは海域や陸域、河川域を一体的に取り扱うものであるから使

用する地形データは原則として東京湾平均海面（T.P.）を基準面とする。また、異なる地

形データ資料の接合部については、現地の地形状況などを踏まえて、適切に処理する。 

地形データを作成するにあたっては、実際の地形や地図と比較して不自然なものとなっ

ていないか施設管理者に確認するなど、適切に設定する。 

(2) 各種施設の取扱い 

①堤防等の線的構造物 

堤防、防波堤、道路や鉄道の盛土等の線的構造物は高潮浸水シミュレーションに影響

を及ぼすことから、平均地盤高からの比高が 50cm 以上のものは、地形データに施設高を

反映する。 

格子間隔より幅が広い線的構造物については、格子に沿う形状に近似し、地形データに

施設高を反映することを基本とする。格子間隔より幅が狭い線的構造物は、計算格子間に

壁があるもの(格子境界)として整理し、その高さを越流条件で考慮する。 

中小河川については、高潮遡上の可能性を考慮して、連続した計算格子として地形デー

タに反映することを基本とする。 

②堤防等の開口部 

堤防等に格子間隔より幅が狭い閉鎖されない開口部が存在する場合には、当該箇所の格

子間で潮位に対して一定の流出量を与える等、極力計算に反映する。 

海岸保全施設又は河川管理施設以外の港湾施設や漁港施設の水門等については、高潮

により浸水の恐れがある場合に閉鎖されていることを基本とする。ただし、高潮浸水想

定に大きな影響を与えるものについては、その構造や管理の状況について、施設管理者

の意見を聴くものとする。 

                             
13 DEM(Digital Elevation Model)データとは、航空レーザ測量計測した高さのデータから、地表面を覆う

建物、橋等の人工構造物や樹木等の植生を除去し、地表面だけの標高データとしたもの。 

また、海域及び陸域に関する地形データの取得先については、参考資料に掲載している。 
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道路盛土等にボックスカルバート等の閉鎖されない開口部が存在する場合には、堤防

等における開口部と同様、当該箇所の格子間で水位に対して一定の流出量を与える等、

極力計算に反映する。  
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 粗度係数 

高潮が沿岸域に到達し、陸域に氾濫する場合には、海底や地面による抵抗が無視できな

くなるため、高潮浸水シミュレーションにおいては、土地利用の状況に応じ粗度係数を設

定する。 

＜解説＞ 

高潮が沿岸域に到達し、陸域に氾濫する場合には、海底や地面による抵抗が無視できなく

なるため、高潮浸水シミュレーションに用いる運動方程式において、以下のような摩擦項を

考慮する。なお、建築物等を地形データに反映することが望ましいが、現在の計算における

負荷、データ作成費用を考慮し、土地利用状況について粗度係数として設定することを基本

とする。 

/ √ +  ，  / √ +  

( :粗度係数, g:重力加速度,  :全水深, , : , 方向の流量フラックス) 
 はマニングの粗度係数であり、津波の場合、陸域の遡上では市街地の建築物等によって

受ける抵抗など土地利用状況に応じて数段階に分けて値を設定する方法を採用する場合が

多い。海域では 0.025(m-1/3s)程度の値が一般的には用いられる。 

このため、下表のような津波遡上計算における粗度係数を参考に設定する。ただし、住宅

地等について建物の抗力や空隙率を考慮した詳細な設定を行う場合には、「洪水浸水想定区

域図作成マニュアル（第 4 版）14」を参考とする。 

表４ 粗度係数の設定例15 

土地利用 粗度係数(m-1/3s) 

住宅地（高密度） 0.08 

住宅地（中密度） 0.06 

住宅地（低密度） 0.04 

工場地等 0.04 

農地 0.02 

林地 0.03 

水域 0.025 

その他（空地、緑地） 0.025 

なお、大規模な建築物等を粗度係数ではなく地形データに反映する場合には、粗度係数を

「その他（空地、緑地）」と設定するなど整合を図る。 

「水域」の粗度係数については表４を目安とするが、3.2.の洪水を考慮する河川について

は、水面形が再現されるよう適切に粗度係数を設定する。  

                             
14 (2) 1)国土交通省：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第 4版），P.14-15，2015 
15 (4) 4)小谷美佐・今村文彦・首藤伸夫(1998)：GIS を利用した津波遡上計算と被害推定法, 海岸工学論

文集, 土木学会, 第 45 巻, pp356-360 
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 高潮浸水シミュレーション 
 台風による高潮浸水シミュレーション手法 

台風による高潮浸水シミュレーションは、想定台風の規模・経路から①気圧・風場の推

算、②波浪等の計算、③高潮推算及び浸水計算について各々の計算結果を連結することを

基本とする。 

①気圧・風場の推算は Myers の式による台風モデル、②波浪等の計算はスペクトル法、

③高潮推算及び浸水計算は海底での摩擦及び移流項を考慮した非線形長波理論（浅水理

論）を基本とする。 

＜解説＞ 

(1) 台風による高潮浸水シミュレーションの考え方 

台風による高潮浸水シミュレーションは、次の手順で実施する。 

 

※注１：ラディエーションストレス：：潮位偏差の計算、ウェイブセットアップを考慮する際に必要となる。 

※注２：点線矢印は、結合モデルなど相互作用が考慮できる場合に限る。 

図 12 台風による高潮浸水シミュレーションの流れ  

波浪等の計算 

 

高潮推算及び浸水計算 

 

気圧・風場の推算 

気圧場の推算 

（台風モデル） 

気圧・風場の平面分布 

波浪推算・波浪変形計算 

（スペクトル法） 

ラディエーション 

ストレス※注１ 

うちあげ高、 

越波流量の沿岸分布 

風場の推算 
（台風モデル） 

浸水深の平面分布等 

連続式・運動方程式 

（非線形長波理論） 波高の平面分布 
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 （2）解析モデル 

① 気圧・風場の推算 

a)気圧場の推算モデル 

台風の気圧分布の推定式は、実際の気圧場に比較的よく合致16,17する Myers の式を

基本とする。 

( ) = + ∆ −  

 は台風中心からの距離、 ( ) は地

点における気圧、  は台風中心の気

圧、∆  は台風の中心示度、  は台風

半径（最大旋衡風速半径）である。 

b)風場の推算モデル 

海面上 10m の風速（ ）は、図 13

のとおり、傾度風速 ( )と台風の移

動に伴う風速 ( ) にそれぞれ海面

摩擦を考慮した変換係数 、  を乗じ、傾度風の風向を約 30°台風の中心方向に傾

け、ベクトル和で求めることとする。 

傾度風速は、Myers の式を傾度風の式にあてはめると次式により与えられる。 

 ( ) = − + + ∆ −  

（ ：コリオリ係数， ：空気の密度） 

台風の移動に伴う風速は、  を台風の移動速度とすると次式により与えられる。 

( ) = ( )( )  

= ( ) 
= ( ) =   ( )( )  

= cos − 60° + cos 90°− +  

これらの変換係数 、  には一般に一定値として 0.6～0.7 が用いられており、実

績台風の検証によって定める。なお、実績台風の検証にあたり、台風の眼の外側（最大

旋衡風速半径の 1/2 付近）において、眼の三次元構造に起因した自由大気の風速を超え

る海上風(超傾度風(super gradient wind)と呼ばれる)を考慮する必要がある場合は、藤

                             
16 (4) 5)磯部 雅彦・藤城 透(1997)：ベンガル湾奥における高潮遡上計算，海岸工学論文集 44，

pp.346-350 
17 (4) 6)村上和夫・森川雅行・堀江毅(1985)：ADI 法による高潮の数値計算法，運輸省港湾技術研究所資

料 No.529， pp.35 

図 13 海上風算出の模式図 
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井・光田(1986)18の方法などを参考とするとよい。 

気圧・風場の推算について、マスコンモデルや WRF,MM5 等の手法19を用いてもよいもの

とする。 

②波浪等の計算 

a)波浪推算・波浪変形計算 

波浪推算・波浪変形計算においては、波浪の方向スペクトルの各周波数・方向成分ご

とのエネルギー成分の発達・減衰の過程を数値的に解くスペクトル法による基礎式を用

いることを基本とする。 

( , ) + ∇ ( ,θ) = ( , ) 
ここで、左辺の第一項は方向スペクトル ( ,θ)の局所的な時間変化を表し、第二項

は方向スペクトルの移流効果による変化を表す。  は群速度である。また、右辺の

( , ) はスペクトル成分の変化に関わる入出力を表す項でエネルギーソース関数

と呼ばれ、一般に、次の3つの物理機構に分けて扱われる。 

= + +  

F  は風波が発達するための外力となる風から波へとエネルギーが輸送される効果

を表す。F  は波数の異なる成分波間でエネルギーがやりとりされて、波浪のエネルギ

ーの再配分を行う非線形相互作用を表す。  は砕波や内部粘性等により波浪のエネ

ルギーが消散する効果を表す。 

スペクトル法としては、非線形相互作用を直接的に考慮した第三世代モデルを基本

とし、WAM、WaveWatchⅢ、SWANなどの実用化されているモデルを用いる20。波浪推算

の精度は、天気図の精度や風の推算精度など多くの要素に依存することから、波浪観

測データによる検証を行い、適宜補正する。 

波浪変形計算についても、上記のスペクトル法を用いることとするが、サーフビー

ト等、浅海域における特殊な波浪現象の再現が必要な場合においては、ブシネスク方

程式やVOF法などスペクトル法以外の手法を個別に検討してもよい。 

b)波のうちあげ高の算定方法 

高潮浸水想定シミュレーションにおいて施設の決壊条件とする「波のうちあげ高」に

ついては、通常、詳細な地形の把握や繰り返し計算が必要となり、広範囲にわたって計

算するには膨大な時間がかかる。このため、改良仮想勾配法による波のうちあげ高算定

図（図 14）において、地形条件を安全側に評価しcot ＝2.0（ ：改良仮想勾配）として

                             
18 (4) 7)藤井 健・光田 寧(1986)：台風の確率モデルの作成とそれによる強風のシミュレイション，京都

大学防災研究所年報，第 29 号，B-1，pp.229-239. 
19 (4) 8) 河合弘泰・川口浩二（2007）：内湾の高潮推算への台風ボーガスと局地気象モデルの適用性，港

湾空港技術研究所報告，第 46 巻，第 3号，pp43-86. 
20 (4) 9)川口浩二・河合弘泰(2007)：局地気象モデルを用いた台風時の風場および波浪の推算，港湾空港

技術研究所資料，No.1169，p19 
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取り扱い、波形勾配 / の条件からうちあげ高を算定することを基本とする。波のう

ちあげ高の算定に用いる波浪は、施設前面での波高(換算沖波)を用いる。 
なお、上記の方法以外に、代表断面を設定し波うちあげ高を算定する方法として、海

岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成 16 年 6月）21に示される改良仮想勾配法、豊

島の算定図、高田の式等を用いて算定してもよい。 
 

  図 14 改良仮想勾配法による波のうちあげ高算定図22（一部加筆） 

 

c)越波流量の算定方法 

高潮浸水想定における施設の決壊条件及び氾濫量の算定に用いる「越波流量」は、海

岸保全施設の技術上の基準・同解説に示される合田の越波流量算定式、越波流量算定図

や高山らによる越波流量算定式を用いて評価することを基本とする。  

                             
21 (2) 5)海岸保全施設技術基準研究会編：海岸保全施設の技術上の基準・同解説,2004 
22 (4) 10)中村充・佐々木康雄・山田穣二(1972)：複合断面における波の打上げに関する研究，第 19 回海

岸工学講演会論文集，土木学会，pp.309-312 

高潮堤防の設計上の 

波形勾配Ｈ０／Ｌ０ 

は 0.02～0.04 程度 

波浪うちあげ高／換算沖波波高 

波
浪
う
ち
あ
げ
高 

仮想勾配 cotα＝１／tanα 

砕
波
点
の
水
深 
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③ 高潮推算及び浸水計算 

非線形長波の方程式に地球の自転、気圧低下、水表面に働く風の摩擦そして海底摩擦

等の諸効果を組み入れた式を用いる。ただし、深い海域においては、線形長波理論を適

用してもよい。 

【連続式】 

+ + = 0 
【運動方程式】 

+ +  

= − − + 1 ( − ) + + − 1 +  

+ +  

= − − − + 1 − + + − 1 +  

 

ここで、 は静水面からの水位変化量、 は重力加速度、  は海水の密度、 は海面で

の大気圧、 はコリオリ係数（ = 2ω sin ：ωは角速度、 は緯度）、 は水平渦動粘性

係数、  は全水深である。 および  は流量フラックスで水底 ℎ から水面 まで水平流

速 、  を積分して、 

= (ℎ + ) = , = (ℎ + ) =   
 

で与えられる。 は海面せん断応力、  は底面せん断応力、 、 および はラ

ディエーションストレスである。なお、海面せん断応力  および底面せん断応力 は

次式により与えられる。 

= +  

= +   

= +  

= +  

 


