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沿岸災害 

  

九州大学大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター 橋本 典明 

        

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災ではマグニチュード 9という巨大地震およ

びそれに伴う大津波により北海道～東北～関東沿岸の広い範囲で甚大な被害が生じた

ことは、まだ記憶に新しい悲惨な出来事です。現在では、東南海・南海地震の発生がさ

らに現実味を帯びており、それに伴う津波災害も目前の脅威として迫っています。また、

昨年(2016 年)４月には熊本で震度 7 の大地震が発生し、数多くの方々がお亡くなりに

なり、家屋、道路、橋梁、鉄道、河川堤防等の数多くのインフラにも甚大な被害が生じ

ました。さらに 6月には追い討ちを掛ける記録的な豪雨が九州を襲い、現在でも多くの

方々が仮設住宅などの避難生活を余儀なくされています。また 8月には観測史上初とな

る東北に上陸した台風 10号が北海道、東北地方に甚大な被害をもたらしました。近年、

毎年のように我が国のどこかで大災害が発生しており、地球が活動期に入ったとか、地

球温暖化の影響などが各種メディアでも目につくようになってきました。 

我が国の場合には約 70%が山岳地帯であり、多くの人口と資産が沿岸域に集積してい

ることから、沿岸部を保全し安全で安心な市民の生活や各種の産業活動を守るために、

沿岸域における高波、高潮、津波といった海からの脅威を防ぎ、軽減するための研究が

精力的に進められています。温暖化の影響が今後さらに顕在化すると、予想される海面

上昇や強い台風の増加などによって、災害のさらなる甚大化・頻発化の可能性があるこ

とも懸念されています。 

本特集号では、沿岸防災情報、波浪、津波および高潮に関する専門家の方々にお願い

し、それぞれ最新の情報を寄稿していただきました。最初に、気象庁の情報が現在どの

様にして計算され、発信されているのか詳細に解説していただきました。一方で、我が

国沿岸では近年、15 秒～30 秒程度の周期の長い波浪による港湾・海岸施設の被災が各

地で発生していることから、うねり越波災害の特徴とその研究手法について寄稿してい

ただきました。さらに、国際的なプロジェクトとして進められた津波に強い地域づくり

技術の向上に関する研究についてご紹介していただきました。最後に、筆者らが現在進

めている温暖化適応策の社会実装を目的とした高潮浸水シミューレーションに関する

研究の一端を紹介させていただきました。これらの情報、研究、取り組みが今後の沿岸

防災・減災に向けた活動の一助になればと思っています。 

 

(専門：海岸工学・港湾工学・沿岸防災) 

 

巻頭言  



気象庁の沿岸向け防災情報 
 

気象庁地球環境・海洋部海洋気象情報室 

高野 洋雄 

 

1. はじめに 

我が国は海に囲まれた島国であり、古く

から波浪や高潮、そして津波などの影響を

強く受けてきた。ひとたび波が荒れ狂うと、

海難事故を引き起こし、港湾や海岸施設に

被害を与えるなど、我々の生活に負の影響

を与える。また、台風はしばしば甚大な高

潮災害を引き起こした。近年の国内におけ

る最大の死者を出した気象災害は、昭和 34

年の伊勢湾台風によるものであり、更にそ

の主な原因は高潮である。国内では、昭和

50 年代から 60 年代にかけて、大きな高潮 

 

が発生しない時期があったが、平成 11 年の

台風第 18 号による八代海や瀬戸内海西部

の災害以降は、しばしば大きな高潮の災害

が発生している。今後は、気候変動の影響

で、今までにない強い勢力の台風が日本に

襲来することも危惧されており、十分な備

えが必要である。また、台風に限らず、最

近は、平成 26 年の北海道根室のように、発

達した低気圧による高潮災害も発生してお

り、台風に備えるだけではすまなくなりつ

つある。 

気象庁は、24 時間体制で実況監視と警

報・注意報など防災予測情報の発表を担っ

ている。以下では、気象庁における沿岸向

け防災情報の概要として、主に波浪と高潮

の予測情報の内容と今後の改善計画につい

て紹介する。 

 

 

 全球波浪モデル 沿岸波浪モデル 波浪アンサンブル 

タイプ MRI-III（第 3 世代波浪モデル） 

計算領域 

ほぼ全海域 

75°S～75°N 

180°W～180°E 

（全周） 

日本近海・沿岸 

20°N～50°N 

120°E～150°E 

ほぼ全海域 

75°S～75°N 

180°W～180°E 

（全周） 

格子間隔 緯経度 0.5 度 緯経度 0.05 度 緯経度 1.25 度 

スペクトル 

成分 

900 成分（25 周波数×36 方位） 

周波数成分：0.0375～0.3Hz；対数分割 

方位成分：10 度間隔 

外力 

全球モデル GSM（20km格子） 

台風域内は仮想的な傾度風で補正* 

（*72 時間先まで） 

全球アンサンブル 

GEPS（27 メンバー） 

6 時間毎 

予測時間 

(12UTC) 

(00/06/18UTC) 

 

264 時間 

 84 時間 

 

84 時間 

84 時間 

264 時間 

 

表-1 気象庁の波浪モデル 



２．気象庁における波浪情報 

(1)波浪モデル 

近年の波浪予測は、専ら、波浪モデルを

用いた計算機による大規模計算（数値シュ

ミレーション）で行われている。気象庁も、

波浪モデルの予測が波浪予報の基礎資料と

なっている。波浪モデルの高度化や計算機

の発達により予測精度も大いに向上してい

る。 

現在、気象庁は、表-1に示したように、3

つの波浪モデルを運用している。全球波浪

モデルは、極域を除く地球のほぼ全海域を

対象とし、55km の解像度で波浪の予測を行

っている。21 時初期値の計算では、11 日先

までの波浪予測を行い、全般的な波浪状況

の見通しに利用されている。沿岸波浪モデ

ルは、日本近海・沿岸海域を対象とした 5km

というより高解像度のモデルである。気象

庁の波浪予報や注警報を発表する際にも最

も使われる。波浪アンサンブルモデルは、

週間スケールの波浪予測を目的として、平

成 28年6月に運用が開始された新しいモデ

ルである。140km と低解像度ながら複数事

例（27 メンバー）の予測結果を統計的に処

理することで、予測結果の信頼性も評価す

ることができる（詳細は後述）。この他、

1.7km という高解像度の浅海波浪モデルを

準運用している。このモデルは、WAM モ

デルをベースに国土技術総合政策研究所で

開発された。国土交通省水管理・国土保全

局が海岸部の防災対応のために行っている

「打ち上げ高予測」を主目的として、平成

20 年の運用開始以上、順次海域が追加され、

現在は図-1 に示すように 22 海域を対象に

している。台風などが接近・上陸すると、

沿岸部では高潮と高波が同時に発生する場

合がある。その際、相乗効果により、防波

堤を海水が越えて（越波）浸水する危険が

高まる。気象庁は、高潮と波浪の情報をそ

れぞれ出しているが、打ち上げ高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予測は、海水がどこまで打ち寄せ（打ち上

げ高)、浸水の危険性を評価するための情報

として利用されている。 

昨今、世界で運用されている波浪モデル

は、波の発達に関わる非線型相互作用（周

波数と方向の異なる波の間に起こるエネル

ギー交換）を直接的に近似計算する「第 3

世代波浪モデル」が主流である。気象庁で

も独自に開発した第 3 世代波浪モデル

（MRI-III）を運用しているが、他の気象機

関で運用されている波浪モデルに比べ、非

線形相互作用の近似の精度を高めた手法を

用いて精度向上を図っている。 

波は、水深が浅いところへ伝わると、海

底地形の影響を受けて変形する（浅海効果）。

日本の沿岸は全般的に水深が深く、気象庁

の波浪モデルの解像度では、浅海効果が顕

著となる範囲は広くないため、現在は全

球・沿岸の両モデルともこの効果は考慮し

ていない。しかし、今後波浪モデルの高解

像度化の計画もあることを踏まえて、平成

29年 6月頃に浅海効果を導入する予定であ

る。 

波浪モデルの予測計算においては、波浪

を発達させる外力として海上風の情報が必

要である。気象庁は、気象の予測を行う全

球数値予報モデル（GSM）を運用しており、

全球波浪モデル・沿岸波浪モデルともに、

 

図-1 浅海波浪モデルの展開（22海域） 

 



この GSM による海上風の予測結果を用い

て波浪を計算している。なお、台風域内に

ついては、誤差を含みうる数値モデルの風

をそのまま使うのではなく、解析・予報さ

れた台風の位置と強度から想定される仮想

的な傾度風（台風周囲を回転する強風に近

い風）を算出し、補正を行っている。 

浅海波浪モデルでは、より高解像度の数

値予報モデル（MSM）の風を用いている。

さらに、台風が発生している場合は、台風

の進路誤差を考慮できるように、台風予報

円の円周上の 4 点（最速・最遅の場合とコ

ースが最も左右にふれた場合）を台風が通

ったとした場合についても計算し、台風の

進路に応じた予報が出来るようにしている。

この場合は、台風による仮想的な風を入力

としている。 

(2) 波浪の予測情報 

気象庁では、波浪の観測値や波浪モデル

の予測結果を踏まえて、波浪の解析と予測

の情報を発表している。気象庁の波浪予測

情報は、外洋域を航行する船舶向けの情報

と、小型船舶や海岸部の人々を対象とした、

沿岸域の情報とに大きく分けられる。これ

らの情報がどのように作成され発表されて

いるのかについて解説する。図-2に波浪情

報の作成と発表の流れを示す。 

気象庁本庁では、主に全般的な波浪状況

の解析と予測を行っており、各種波浪図を

提供している。波浪図は図-3に示すように、

外洋域を航行する船舶を対象とした外洋波

浪図（○○PN）と、日本付近の複雑な地形

に応じた詳細な波浪の状況を伝える沿岸波

浪図（○○JP）があり、さらに、解析図

（A○○○）と 24時間先の予想図（F○○○）

がある。二文字目の「W」は波浪（Wave）

を意味している。 

現在これらの波浪図は、自動で作成され

ており、波浪解析図は、波浪モデルの予測

結果をベースに、各種観測データ（船舶、 

 

図-2 波浪情報作成と発表の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶の航行安全等のため、4 種類の波浪図を

1 日 2 回提供 

 

海洋気象ブイや波浪計の観測値、衛星によ

る有義波高など）を参照して、修正を施す

客観解析システムにより、波浪予想図は波

浪モデルの予測を元から作成されている。

作成された外洋波浪図および沿岸波浪図は、

気象無線模写通報（JMH）として直接船舶

に無線放送されるほか、気象庁ホームペー

ジ（HP）でも閲覧可能である。 

 (3)沿岸の波浪情報 

 各地の気象台では、府県予報を担当し、

沖合 20 海里までの沿岸部を対象として、予

報や警報・注警報を発表している。気象台

では、波浪モデルの予測値（ガイダンス）

を元に、波浪実況との誤差等を考慮しつつ

適宜修正を行い、波浪予報を毎日発表、必 

 

図-3 気象庁の発表している波浪図 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要に応じて波浪注意報・警報を発表する。  

気象台が発表する波浪予報は、当日から

３日以内における風浪、うねりなどの波高

について、有義波高の最大値（予報期間お

よび担当海域内の最大）を用い、予報文で

は「波は○m」というように数値で発表さ

れる。 

波浪（高波）によって災害が起こるおそ

れのあるときには「注意報」を、重大な災

害が起こるおそれのあるときには「警報」

を発表して、注意や警戒を呼びかける。現

在、気象庁は、警報や注意報が防災活動に

効果的に活用されるように、都道府県など

と協議のうえ、全国を細分してきめの細か

い情報を発表している。警報と注意報の発

表は、この区域に対する最大の有義波高の

値により判断される。発表された警報や注

意報は、関係行政機関、都道府県や市町村

へ伝達され防災活動等に利用されるほか、

市町村や報道機関を通じて地域の居住者へ

伝えられる。 

災害は、波浪の状況や各地域の環境等に

よって大きく異なるので、気象台では、過

去の災害事例などを調査し、「警報基準」と

「注意報基準」を作成している。 

気象庁で発表している波浪の警報と注意報

の基準は、内湾など一部を除き、それぞれ

波高 6m と 3m になっているところが多い。

なお、これらの基準は、環境変化、災害の

様相の変化などに対応して定期的に検討と

見直しを行い、必要があれば改正をしてい

る。最新の基準と具体的な地域区分につい

ては、気象庁 HP

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun

/index.html）に掲載されているほか、各地の

気象台などでも確認できる。 

(4)地方海上分布予報 

海上保安庁の資料によると、国内の海難

事故のうち、死者･行方不明者を伴うものは、

プレジャーボートや漁船などの小型船舶が

9 割近くを占めており、その原因の 25％は

「気象海象不注意」となっている 1)。この

ため、従来の文字形式で提供している地方

海上警報・予報を、利用者により分かりや

すいものとするため、平成 27 年 3 月より分

布図情報の提供を開始した。文字による海

域の説明でなく分布図を示すことで、利用

者が、思い込みや誤解の入る余地を減らし、

状況を正確に理解できることを意図してい

る。 

分布図の情報は、気象庁 HP および防災

情報提供システムに加え、今後は海上保安

庁の沿岸域情報提供システム (Marine 

Information and Communication System, 

MICS)を通じた提供も計画されている。ユ

ーザーはインターネット(Narrow band)やス

マートフォンからも予測情報を利用できる。 

地方海上分布予報では、風、波（波高）、

視程（霧）、着氷の 4 要素について、分布と

推移がわかりやすいように、6 時間先から

24 時間先まで、6 時間毎の格子予報値の分

布図を提供している（図-4）。 

また、予測情報は 1 日 4 回（3 時、9 時、

15 時、21 時）、6 時間間隔で更新され、常

に最新の予測結果を参照できるようになっ

ている。平成 28 年 5 月より格子間隔は 1

度から 0.5 度単位に高解像度化された。さ

らに平成 29年3月には天気も要素に追加さ

れる予定である 

 

図-4 地方海上分布予報の波高プロダクト例 

 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html


 

(5)週間スケールの波浪情報 

気象庁では、3 日先までの波浪予報を発

表しているが、短期的な防災情報以外にも、

図-5に示したように中長期的な情報のニー

ズが多数ある。航海計画時に全期間の波浪

状況がわかれば、航路選定等に便利である。

港湾工事や作業船の手配なども、数日先の

見通しが立てば効率的な計画が可能となる。

週末に海水浴などのマリンレジャーを計画

する際にも活用できよう。先の波浪状況把

握を目的として、気象庁の全球波浪モデル

は 12UTC初期値については 264時間先まで

予想を行っているが、波浪の状況は、その

外力である低気圧や台風などの気象擾乱の

状況（特に位置）に左右され、気圧配置が

変わると高波域も大きく変わってしまうた

め、決定論的な予測では延長予想の信頼性

が低くなり、予測結果は参考程度にしか利

用できない。先の予測を利用するには、信

頼性情報も加味した統計的波浪予測が必要

となり、気象庁は、波浪アンサンブルシス

テムの運用を開始した 2)。ここでは、アン 

サンブルの活用例を示す。 

図-6は奄美沖と釧路沖の波浪アンサンブ

ルモデルによる予測結果の例である。奄美

沖では、波が総じて 3m 未満と低いが、予

測時間が後になるにつればらつき（箱の長

さ）が大きくなり、5m を超える高波も予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されている。これは、場合によっては台風

のために高波になるという可能性を示して

いる。確率は低いものの、それなりの注意

が必要になる。一方、釧路沖の場合、始め

は波高 6m を超える高波が予想されている

が、そのあとは波が低くなる。さらに、ば

らつきも小さいので、波が低いという予測

は信頼できることを示唆している。海上作

業等には好都合な状況といえる。 

波浪アンサンブルの予測結果は、平成 28

年度に試行的に開始された、波浪に関する

警報級の可能性を報じる際の、基礎資料と

しても使われている。防災対応は、早い段

階から準備することが重要であるが、先の

予想はどうしても誤差が大きくなるので、

信頼性の情報も付加することで実用的にな

り、効率的な対応も可能になると期待され

る。 

 

３．気象庁における高潮予測情報 

(1) 高潮モデル 

気象庁の高潮モデルの概要を、表-2にま

とめておく。現在気象庁では 2 種類の高潮

モデルを運用している。一つは、国内を対

象とした日本域高潮モデルで、もう一つは、

北西太平洋を対象としたアジア域高潮モデ

ルである。 

 

  図-5 週間波浪情報のニーズ 

図-6 波浪アンサンブルの利用例 

（2015年 9月 9日 12UTC初期値） 

 



日本域高潮モデルは、高潮警報・注意報

の発表のために用いられるもので、日本の

沿岸部を解像度 1 ㎞で高潮の予測を行って

いる。日本域高潮モデルは、領域気象モデ

ル（MSM）の予測 GPV を使用して計算し

ている。近年は大気モデルの予測精度も十

分高くなり、高潮予測も、予想時間が短い

うちはMSMの予測GPVを用いたほうが傾

度風モデルよりも精度がよい場合が多い。 

特に、日本の場合は、湾の地形が複雑な

うえ周囲を山などで囲まれたところが多く、

これらの地形の影響を考慮できる力学的な

モデルで予測した海上風のほうが一般的に

高精度なためである。ただし、台風の強度

や進路が適切に予測されず、台風の公式予

報をもとに経度風で海上風を算出した方が、 

 

領域 日本域 アジア域 

モデル 2 次元モデル 2 次元線形モデル 

格子系 
緯経度直角座標系 

Arakawa C-Grid 

緯経度直角座標系 

Arakawa C-Grid 

計算領域 
20.0N～50.0N 

117.4E～150.0E 

0～46N 

95E～160E 

空間解像度 

45’’×30’’～12’×8’  

（約 1km～16km） 

Adaptive Mesh Refinement 

(AMR) 

2’×2’  

（約 4km） 

予 想 時 間

  
39 時間 72 時間 

実行頻度 
1 日 8 回 

（3 時間毎） 

1 日 4 回 

（6 時間毎） 

初 期 時 刻

（UTC） 
00,03,06,09,12,15,18,21  00,06,12,18  

予測数 

（メンバー） 

台風時：6 コース 

（予報円中心・予報円周上 4

点・数値モデル予測 GPV） 

その他：１コース 

（数値モデル予測 GPV） 

台風時：5 コース 

（全球アンサンブルモデル 25

メンバーから抽出） 

その他：１コース 

（数値モデル予測 GPV） 

モデル外力 MSM GPV（5km） 
GSM GPV（20km） 

GEPS GPV（40 ㎞） 

台風モデル外

力 

（ボーガスメ

ンバー） 

気圧：藤田の公式 

傾度風（吹込み角 30 度） 

台風移動による非対称性分を加算 

 

表-2 気象庁の高潮モデル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高潮の予測精度もよいこともある。このた

め、台風発生時には、MSM の GPV に加え

て、図-7に示すように、台風ボーガスを重

ね合わせた 1 点（予報円のほぼ中心）と、

予報円円周上の 4 点（最も速い・遅い場合、

進行方向に向かって右・左よりのコースを

通った場合）に中心が達する場合の 5 通り

の経路についても計算を行い、予測誤差に

対応できるようにしている。 

気象庁では、平成 23 年 6 月に、アジア域

高潮モデルの運用を開始し、台風委員会の

メンバーに対してリアルタイム高潮予測情

報を提供している。平成 16 年にハリケーン

カトリーナ（米国）、平成 19 年にサイクロ

ンシドゥル（バングラデシュ）、平成 20 年

にサイクロンナルギス（ミャンマー）と甚

大な高潮災害が立て続けに発生したことか

ら、世界気象機関（WMO）は、熱帯低気圧

の地域における高潮監視スキーム（Storm 

Surge Watch Scheme）の構築を勧告した。北

西太平洋の台風域では、台風委員会が主体 

となって体制の構築を進め、台風に関する

地域気象中枢（RSMC）である気象庁は、

台風による北西太平洋域に対する高潮予測

情報を提供することとなった。 

アジア域高潮モデルは、広域を計算する

ため解像度は 2 分（3.7 ㎞）とやや粗めであ

る。全球大気モデル（GSM）の風と気圧を

用いて、1 日 4 回 72 時間先までの予測を行

っている。全球モデルでは、台風の強度が

十分に表現されないことが多いので、台風

の中心付近は公式予報の強度・コースで補

正を行っている。 

平成 28 年 6 月からは、台風の進路誤差へ

の対応として複数コースの予測も開始した
3)。複数コースの選定手法は、日本域モデル

とは異なり、全球アンサンブルモデルで予

測された台風コースのうち、代表的な 5 コ

ースをクラスター解析で抽出している（図

-8）。なお、台風強度は、GSM による予測

の場合と同じものを用いている。クラスタ

ー解析によるコース選定を行っているのは、

人工的な予報円を用いると 72 時間予想で

大きな広がりとなることが理由の一つであ

るが、予測コースの可能性も考慮できるこ

とが大きな理由である。大気アンサンブル

では、その時の気象条件を力学的に考慮し

ながら台風進路が予測されており、ばらつ

きの大小、あるいは二股のパターンなど、

よりそれぞれの状況に即したコースが予測

されていると期待される。それらのコース

で高潮予測を行う方が、実現性が高い高潮

予測ができると期待されるためである。 

(2)面的天文潮位 

 高潮モデルでは、潮位偏差のみ計算を行

っているため、高潮警報・注意報の基準に

用いられる標高上の潮位として予測値を作

成するには、潮位偏差に天文潮位を加算し、

標高に換算する必要がある。従来は、検潮

所で観測した数年分の潮位データに基づい

て算出された潮汐調和定数を用いて、特定

の地点の天文潮位を用意し、これに高潮モ

デルで予測した潮位偏差を加算することで

高潮の予測値としてきたが、現在は、潮位 

 

 

図-7 日本域高潮モデルの計算領域と台風時

の計算コース 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルにより任意地点の潮位を計算し、こ

の値を高潮偏差に加算することで予測潮位

としている。 

面的天文潮位は、天体の運行を起潮力と

する日周潮及び半日周潮に関してはオレゴ

ン州立大学の潮汐モデル結果（OTIS）をベ

ースとして、検潮所の潮汐調和定数をアン

サンブル変換カルマンフィルタにより同化

して面的に求めた潮汐調和定数から天文潮

位を計算している。潮汐モデルでは算出で

きない気象潮のうち、振幅の大きい太陽年

周潮については、海洋データ同化システム

（MOVE/MRI.COM）等の結果も用いてい

る。面的潮位推算のあらましを図-9に示す。 

(3)高潮の情報 

高潮に関しては、波浪と異なり予報という

ものはなく、防災情報として警報・注意報

のみ発表される。従って、潮位の情報が毎

日発表されることはなく、災害が危惧され

る場合に高潮の情報が発表される。現在は、

市町村を対象として警報等が発表されてい

る。 

高潮警報の基準は、海岸保全計画等に基

づき自治体が指定している区域内の危険潮

位、防潮堤の高さや過去の災害時の潮位な

どをもとに、決定されている。これらの基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準値も先に述べた気象庁 HP に示されてい

る。 

警報は、予測された高潮の最高水位や変

化の見込み、現在の実況値（予測とのズレ

も含む）、基準値への接近などを踏まえて、

総合的に判断して発表される。さらに、警

報の発表をきっかけとして、その後の防災

対応や避難行動が始まることから、これら

が円滑に進められるように、十分なリード

タイムが取れるように配慮されている。警

報のリードタームについては、通常は３～

６時間であるが、夜間・早朝では、より長

い時間をとり、あるいはあらかじめ注意報

を発表し、警報の可能性を伝えるなどの措

置もとっている。 

 

４．今後の改善計画 

波浪や高潮の情報を高度化するうえで、

予測システムの高度化は不可欠である。気

象庁は、平成 30 年にスーパーコンピュータ

システムの更新を予定しており、新しい計

算機システムにおいては、大気モデルとも

ども波浪モデル・高潮モデルの高度化を計

画している。以下に主なものについて紹介

する。 

(1)波浪モデルの高度化 

次期システムでは、各種波浪モデルの高

解像度化に加え、波浪アンサンブルモデル

 

図-8 クラスター解析による台風 5 コースの抽出 

（灰色線は全メンバーのコースを示す。） 

 

図-9 面的天文潮位予測の概要 

 



の 2 回運用等を計画している。 

(2)高潮アンサンブルモデルの運用 

次期システムではメソアンサンブルモデ

ルの運用が予定されており、現行の MSM

を用いた決定論的予報に加えて、多数の予

測結果が利用可能となる。これらの予測値

を用いた高潮のアンサンブル予測も計画し

ている。予測結果は統計的に処理し、図-10

のような統計的予測情報を作成することも

検討している。 

(3)非構造格子系高潮モデルの運用 

沿岸部の高解像度化を促進するために、

非構造格子系高潮モデルの開発を進めてお

り、次期計算機システムで導入を計画して

いる。 

 

５．おわりに 

日本は、周囲を海に囲まれているうえ、

低地に大都市が形成されており、多くの人

が沿岸で被災する可能性がある。また、普

段内陸で生活していて、波浪や潮位になじ

みがないがための被災例も見受けられる。

波の状況にかまわず防波堤で釣りをする、

プレジャーボートで海に出る、という行動

により被災したという例は、枚挙にいとま

がない。また、高潮の災害は発生数が少な

く、つい油断されがちであるが、一度浸水

に至ると深刻な大災害につながる。普段か

ら災害に対する備えが重要である。 

気象庁では、より効果的な沿岸防災情報

の発表に向けて、発表内容の検討と予測精

度の向上を進めており、これらの情報を有

効活用して防災に役立てていただきたいと

思っている。 
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うねり越波災害の特徴とその

研究手法 
 

港湾空港技術研究所  

    平山 克也 

 

1. はじめに 

海岸近くの限られた平地に多くの人口・資

産が集中・集積する我が国では、津波・高潮・

高波などから防護するための海岸施設や、

人々の生活・活動拠点としての港湾施設が数

多く整備されてきた。一方、海岸工学の進展

とともに、これら沿岸施設の耐波設計技術は

確実に向上しているものの、近年においても

施設被害に関する報告は後を絶たない。 

例えば、最近 10年の高波による越波災害に

限ってみても、2007年 9月には神奈川県西湘

海岸で道路護岸が崩壊し、2008年 2月には富

山県下新川海岸の背後地が越波で浸水するな

ど、高波の来襲による何らかの被害がほぼ毎

年のように発生している（表-1）。また、これ

以前の 2006年 9月から 10月にかけては、太

平洋を横断し東日本太平洋岸を北上した台風

12号や台風16、17号崩れの低気圧によって、

岩手県久慈港では護岸崩壊及び越波浸水が発

生した。さらに、2004 年には合計 10 個の台

風が上陸し、九州を始め各地に高潮や高波に

よる大きな被害をもたらしたことは、ご記憶

の読者も多いであろう。 

ところで、以前に筆者は 2004～2008年に発

生した高波災害に関して、波浪特性に着目し

た海岸・港湾被害の類型化を試みたことがあ

る 1)。そのなかでは、強風下で発達する風波

の波高が設計値を超える場合には、沿岸施設

の設計外力に用いる確率沖波の見直しなどの

検討が必要となる一方、設計値に比べ来襲波

の周期が非常に長い場合には、従来よりも深

い海域からの波浪変形や、うねりによる高波

の発生確率を設計において新たに考慮すべき

ことなどを指摘させていただいた。そこで本

稿では、その後にとりまとめた研究論文 2)で

扱った内容をより一般的な立場から捉え直し、

沿岸に来襲するうねりの工学的特徴と、これ

らの研究に用いるための数値計算及び模型実

験の手法について紹介してみたい。 

 

２. うねりによる越波災害メカニズム 

うねりの定義には特に定まったものはない

が、海洋上の風場で発生・発達し、伝播する

周期 20s 程度までの波のなかで、比較的周期

が長く波形勾配（波高と波長の比）が小さい

波と理解される。また、周期が長い波ほど減

衰し難く伝播速度が速いため、風場から遠く

離れた地点では比較的波向きが揃ったうねり

がまず観測される。これが、漁師の間などで

古くから知られていた台風接近前に来襲する

土用波の正体である。 

本章では、このうち特に周期の長い 14s 以

上のうねりが来襲した 2つの事例に着目し、

このとき沿岸域で生じる物理現象について、

数値計算または模型実験を行い検証した結果

を紹介する。 

(1) 東京湾口での事例検討 

筆者が現在所属する港湾空港技術研究所は、

東京湾口に位置する久里浜湾に面した海岸に

ある。また、久里浜湾口に位置するアシカ島

では、水深約 22mの海底に設置した波高計に

表-1 我が国における主な高波による越波災害事例（最近 10年間） 

被災年月 被災地域 被災種別 被災要因 観測波浪

2007年9月 神奈川県西湘海岸 護岸崩壊 台風9号 H1/3=6.09m，T1/3=14.2s（平塚観測所）

2008年2月 富山県下新川海岸 越波浸水 寄り回り波
H1/3=9.92m，T1/3=16.2s（NOWPHS富山）

H1/3=4.22m，T1/3=14.2s（NOWPHAS伏木富山）

2009年10月 神奈川県佐島海岸 護岸損傷 台風18号 H1/3=4m，T1/3=10s（推定値）

2011年7月 高知県安芸市穴内甲 護岸崩壊 台風6号 H1/3=9.5m，T1/3=14s（NOWPHAS室津）

2012年9月 沖縄県名護市・東村 越波浸水 台風16号 H1/3=5.73m，T1/3=11.4s（NOWPHAS那覇）

2013年8月 高知県高知海岸・穴内漁港 護岸崩壊 台風11号 H1/3=8.82m，T1/3=14.8s（NOWPHAS高知）

2016年8月 宮城県仙台港 護岸損傷 台風10号 H1/3=6m，T1/3=14s（NOWPHAS石巻）  



よる波浪観測がつい最近まで行われていた。 

ところで、このアシカ島沖の東京湾口に、

水深約 150m にも至る非常に急峻な海崖が存

在していることは、あまり知られていないの

ではないだろうか（図-1）。 

台風 0402 号が関東地方のはるか沖を通過

した 2004年 5月には、その翌日に台風一過の

晴天のなか突然現れたうねりが久里浜湾を襲

い、漁船が転覆する事故が発生した（写真-1）。

このときアシカ島で観測された波の周期は

16s を越え、振幅の増減がある周期で繰り返

し、まるで“うなる”ような波形記録が得られ

ていた（図-2）。これは、通常は不規則な波の

周期が、見た目にもわかるように、比較的よ

く揃っていたことを意味している。なお、こ

のときの有義波高（代表波高）は 2.24mであ

った。 

そこで、このように特異な波が久里浜湾で

観測された原因を調べるために、観測結果を

再現する波浪変形計算を実施した。ただし本

稿では、満潮と高潮が重畳し、当時の潮位が

さらに約 1m 高かったと想定した場合の計算

結果について示す。 

図-3は、東京湾口に位置する久里浜湾周辺

を伝播するうねり波高の空間分布を示したも

のである。ここでは特に、アシカ島周辺から

久里浜湾へと続く波高の高まりに注目したい。 

図-1の右図からわかるように、アシカ島沖

の東京湾口（浦賀水道）には水深 150m を超

える深みがあり、アシカ島はここから急勾配

で立ち上がる海崖の頂上に位置している。と

ころで、水深が波長の半分より浅くなると、

水面波はより浅いほうへと向かう性質がある

（屈折変形）。また、沖での波長L0が水深150m

の 2倍以上となる波の周期 Tは約 14s以上で

ある（L0=1.56*T
 2）。したがって、はるか沖を

通過した台風 0402 号によって東京湾口にも

たらされた不規則なうねりのうち、少なくと

も周期 14s 以上の非常に長い周期の成分だけ

がアシカ島沖で屈折し、久里浜湾へと伝播し

たことが考察された。なお、このような現象

は“レンズ効果”と呼ばれ、アシカ島周辺の局

 

 

図-1 久里浜湾の位置と周辺の海底地形       写真-1 久里浜湾に来襲したうねり（2004/05） 
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図-2 アシカ島で観測された水位変動の時間波形 
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所的な波高の高まりもこれと同じように説明

される。 

また図-4は、久里浜湾奥に位置する港湾空

港技術研究所護岸から越波したうねりによる

浸水過程を計算したものである。久里浜湾口

から入射したうねりは港内の一定水深上を真

っすぐ伝播し、護岸の区間 C、D がなす隅角

部付近から越波が始まる（図-4a）。その後、

近接する護岸からの越波も加わって護岸背後

の浸水域が次第に拡大し、越波し始めてから

約 4分後には浸水範囲が敷地内の建物や周辺

道路にまで及んでいる（図-4b）。 

しかし、高潮や洪水の氾濫に比べればその

浸水過程は比較的緩慢であるので、越波時に

は排水路の役割を果たすような緩衝帯を護岸

背後にもし整備できれば、このような浸水域

の拡大をかなり抑制できるのではないかと考

えられる。 

 (2) 富山湾での事例検討 

富山湾は、太平洋側の駿河湾や相模湾、土

佐湾などとも並ぶ水深が深い湾として知られ

ており、最も深いところでは水深 1200mにも

達する。また、その沿岸にはいくつもの海底

谷が刻まれ、その海域が藍色に見えることか

ら“あいがめ”と呼ばれる。逆に、この海底谷

に挟まれた浅い海域では海底岬（海脚地形）

が発達し、複雑な海底地形を有している。 

この富山湾に面した富山県下新川海岸では、

2008年 2月に来襲した周期 14s程度のうねり

が局所的に越波し、その背後地で広域な浸水

被害が生じた。この原因究明や対策検討に関

する研究報告はすでに数多くみられるが、以

下では大型の平面水槽を用い、海脚地形上の

うねりの変形や越波状況をできるだけ忠実に

再現した実験結果について示す。 

ところで、この地域を含む富山湾沿岸では

このようなうねりを“寄り回り波”と呼び、古

くから恐れられてきた。この呼称の由来には

諸説あるが、そのなかで工学的見地から筆者

は、あいがめを挟んで離散する海脚地形の根

元の地域にだけ、富山湾口から伝播したうね

りが屈折して順に来襲する様子が、あたかも

寄って回るように見えたのではないかとする

説を支持している。 

さて、水槽実験は、長辺及び短辺のそれぞ

れ 1辺に多方向不規則波造波装置を備えた長

さ 42m、幅 18m、水深 1mの平面水槽 3)内に、

現地の海底地形及び海岸構造物を縮尺 1/100

で可能な限り詳細に再現したモルタル模型を

設置して実施した（写真-2）。また、同様にモ

ルタルで成形した護岸背後には越波集水マス

を数区間に分けて設置し、越波量を計測した。

ただし、消波ブロックを積み上げた汀線付近

の潜堤・離岸堤群は、砂利をモルタルミルク 
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図-3 うねり波高の空間分布 
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図-4 護岸背後の越波浸水過程 



 

で固めた透過構造の模型とした。これらの位

置関係を、海脚地形上に面的に配置した水位

変動の計測地点と合わせて図-5に示す。 

 図-6は、下新川海岸の田中観測所での波浪観

測結果を再現するようなうねりを造波したとき 

 

（現地量で、有義波高 5.97m、有義波周期 13.9s、

波向きN18.5E°の一方向不規則波）、海脚地形 

上及び海岸護岸前面で計測された短周期波高 

Hs（30s未満）、長周期波高HL（30s以上）、及

び平均水位上昇量barの空間分布である
4）。 

離岸堤・潜堤

越波集水ます

海底地形（縮尺1/100）

デュアルフェースサーペント（多方向不規則波造波装置）

  

写真-2 大型平面水槽と海底地形模型（下新川海岸）    図-5 計測機器及び越波マスの配置 

 

 

(a) 短周期波高（30s未満）   (b) 長周期波高（30s以上）      (c) 平均水位上昇量 
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図-7 被災当時の波浪統計量及び越波量の沿岸分布   図-8 被災調査で得られた浸水範囲  

図-6 被災当時の波浪統計量の空間分布 



 また、護岸近傍でのこれらの沿岸分布を、

その背後の護岸越波量 qとともに、図-7に示

す。このうち、護岸に最も近い潜堤・離岸堤

背後の測線 Line-07 では、砕波の影響を受け

てLine-06に比べ短周期波高は半減する一方、

それにより励起される長周期波高及び平均水

位上昇量は急増している。 

一方、越波量の沿岸分布を被災当時の浸水

状況を示した図-8と比較すると、越波量は内

陸への浸水状況の広がり具合とよく対応して

いることがわかる。なお、全体の浸水面積

27ha、平均浸水深 1m から推定される総越波

量を、越波した範囲の護岸延長 1166m、及び

越波継続時間10.5時間で除して得られる単位

幅あたりの平均越波流量は 6.1×10
-3
m

3
/s/m と

なり、計測された越波量とオーダー的にも比

較的よく一致する。 

ところが、越波量 qの沿岸分布は、長周期

波高HL及び平均水位上昇量barともよく対応

していた。したがって、潜堤・離岸堤で防護

され短周期（うねり）波高は減衰したにも関

わらず、このように大規模な越波浸水が生じ

た要因は、うねりに伴い来襲する長周期波、

及びうねり砕波による平均水位上昇によって

護岸前面の潮位が上昇し、越波量が増大した

ことが原因であると考察された。 

なお、このような場合にも、これらを見込

んで護岸に作用する短周期波高をさらに減衰

させることで越波量を低減することは可能と

思われる。しかし、工費は別としてより直接

的には、平均水位上昇が護岸近傍で生じない

よう潜堤をより沖合に設置したり、海脚地形

の根元付近から沿岸方向に入射する長周期波

を遮蔽するための突堤をその根元の脇に設置

する、等の対策も合わせて実施することが有

効であろうと考えられる。 

 

３. 沿岸域でのうねり挙動の効率的な再

現手法 

これまでみたように、特に周期の長いうね

りは、波長が長いために風波に比べより深い

海底地形の影響を受けて変形する。したがっ 

 

て、比較的なだらかな海底地形上を伝播する

うねりの変形を数値計算または模型実験で再

現するためには、沖から沿岸域までの広い海

域をカバーできる、より広い計算領域または

より小さな模型縮尺の採用を必要とする。し

かし、前者では計算コストの増大、後者では

実験精度の劣化を招くため、実務での使用に

耐えうる結果を得るためにはそれぞれ、実施

に当たり何らかの工夫を施すことが不可欠と

なる。 

そこで本章では、広い海域でのうねり変形

を効率的に再現するために適用できる、数値

計算及び模型実験の手法について簡単に紹介

する。なお、両者において、比較的深い海域

で生じるうねり変形を、（波予報などにも活用

される）スペクトル法と呼ばれる波浪変形計

算法を用いて算定することは共通している。

ただし、ここでは特に、風場による波の発生・

発達項などを持たず、定常な波浪場を算定す

るエネルギー平衡方程式法 5)に限って話を進

めることとする。 

 (1) スペクトル法と波動モデルの結合計算 

前章の東京湾口での事例検討にも使用した

ブシネスクモデルは代表的な波動モデルの１

つであり、特に港湾・海岸周辺で適用できる

よう港湾空港技術研究所で開発したものを

NOWT-PARIと呼んでいる 6)。このイメージ図

を図-9に示す。また、現在のところ未公開で

あるが、沿岸構造物による波の反射、透過や

越波、複雑な海底地形上での砕波などに対応 

入射境界
開境界（透過）

自由表面（砕波）

海底面（摩擦）

反射

消波（部分反射）

屈折 浅水変形
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境界処理法が
必要な変形
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分散・非線形干渉

高精度波浪変形計算
のイメージ（波形伝播）

NOnlinear Wave Transformation model by Port and Airport Research Institute

 

図-9 NOWT-PARIによる計算イメージ 

 

 



 

した境界処理法が導入されたヴァージョンも

存在する 7)。海底地形による波浪変形計算で

は本来、水深変化に応じて波長（波速）が変

化しない深海域（水深が波長の半分よりも深

い）での沖波を入射させて実行する。また、

多方向不規則波として取り扱う沖波の波高や

周期、波向きや方向集中度（成分波の波向き

の散らばり具合）は通常、沿岸方向に数 km

程度離れた深海域の両地点では共通とみなす

ことができる。したがって、沖での多方向不

規則波の波浪諸元はただ１つの方向スペクト

ルで代表することができ、これを入射させた

エネルギー平衡方程式法では浅海域（水深が

波長の半分よりも浅い）の水深変化に伴うこ

の空間的な変化を、ブシネスクモデルでは沖

の方向スペクトルに対して造波される多方向

不規則波の沿岸域での時空間的な変形をそれ

ぞれ計算する。 

ここで、エネルギー平衡方程式法とブシネ

スクモデルの計算コストを比較すると、圧倒

的に前者のほうが経済的である。しかし、進

行波のみを対象としているため、島や構造物

等による波の反射計算には特別な処理を必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-10 エネルギー平衡方程式法とブシネスクモデルとのカップリング計算イメージ 

 

 

とする。また、地形性の波の非線形変形は取り扱えな

いため、これらを含む港湾・海岸での波浪場を詳細に算

定することは非常に困難である。そこで、うねりなど、

より深い遠方の海域から計算を開始しなければならな

い場合には、両計算モデルを浅海域で空間的に結合し、 

 
(a) 海底地形 (b) 波高分布の差分（有－無） 

図-11 カップリング計算の有無による違い 

 

 

図-11 カップリング計算の有無による違い 

 

（a）海底地形    （b）波高分布の差分（有－無） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾・海岸周辺の波浪変形計算にはブシネス

クモデルを用い、その沖側で造波する多方向

不規則波はエネルギー平衡方程式法によって

与えることを考える 8)。この概念を図-10に示

す。 

このとき、接続境界上の各位置でエネルギ

ー平衡方程式法により算定される方向スペク

トルは、沖から接続境界までの海底地形に応

じてさまざまに変化している。したがって、

これを入射するブシネスクモデルでは、浅海

変形後の各位置での方向スペクトルに対応す

る多方向不規則波をそれぞれ異なる水深上で

造波することになる。このような造波方法の

詳細及び検証結果を示すことは少々煩雑にな

るため割愛するが、図-10に示す従来の（造波

境界沖の海底地形による波浪変形を考慮しな

い）造波方法、及びエネルギー平衡方程式法

とのカップリング計算で得られた波高分布を

差分したものを、周辺の海底地形及び防波堤

の被災状況とともに図-11に示す。なお、これ

らは前章の富山湾での事例検討と同様、2008

年 2月に来襲した寄り回り波を対象とし、伏

木富山港万葉地区沖での観測結果（有義波高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.22m、有義波周期 14.2s、波向きNNE）を再

現するような沖波スペクトルを与えたときの

波浪変形計算結果である。沖での波浪変形を

考慮した多方向不規則波を造波した場合、防

波堤被災が生じた側の波高値が10%程度増大

していることが確認できる。 

 (2) 浅海変形後のうねり造波のための装置

改良 

前章の富山湾での事例検討で使用した大型

平面水槽では、前節で述べたブシネスクモデ

ルと同様、与えられた方向スペクトルに対応

する多方向不規則波を造波し、水槽内に設置

された海底地形模型上の波浪変形を再現する。

したがって、この造波装置に対して直接、エ

ネルギー平衡方程式法により予め算定された

浅海変形後の各位置での方向スペクトルを与

えることができれば、仮想的に平面水槽を沖

へ拡張した波浪変形実験の実施が期待される
9)。この概念を図-12左に示す。 

平面水槽における浅海変形後の多方向不規

則波の造波方法は基本的に、ブシネスクモデ

ルと同様である。しかし、平面水槽では、水

槽床に支持された現在の造波装置の機構上、 

図-12 平面水槽における浅海変形後の多方向不規則波の造波イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



海底地形模型に合わせて造波水深を任意に変

えることは出来ない。したがって、海底地形

模型に対して造波境界はできるだけ一様な水

深上に設定し、かつ多少のすり付け斜面を設

けて実験を行う必要がある。 

一方で、平面水槽内に設置する海底地形模

型の再現範囲をより岸側に限って設定するこ

とにより、有限な水槽面積に対してより大き

な模型縮尺を採用できるようになる。すると、

造波実験に用いる水の粘性による影響や、波

高計などの計測機器による測定誤差が相対的

に小さくため、実験精度の向上が期待される。 

また、図-12右には、改良後の造波装置の概

観を示す。ここで、造波装置の主な改良点は、

1 枚で最大 8 台の造波機を制御でき、かつ 1

度に造波できる成分波数を倍増させた新型制

御基板の導入、これらの集約化と冷却・防塵

対策による故障リスクの低減、及び造波機毎

に異なる方向スペクトルに対応した多方向不

規則波を造波するための各成分波の振幅調整

機能の追加、などである。 

 

４. おわりに 

本稿では、高波による近年の越波災害が比

較的周期の長いうねりによってもたらされる

状況を踏まえ、周期 14s 以上のうねりが来襲

した事例を対象とした越波に関する数値計算

及び模型実験、さらにこれらをより効率的に

実施するための沿岸域でのうねりの再現手法

について紹介した。 

これらの結果から、通常の風波に比べうね

りはより深い海底地形の影響を受けて変形し、

普段あまり見られないような現象や局所的な

波高増大を引き起こすとともに、海岸近くで

は砕波によって平均水位を上昇させ、うねり

伝播に伴う長周期波の発生・発達とも相まっ

て、護岸前面の潮位を押し上げ越波を助長す

ること、等に注意しておく必要があると言え

る。 

また、このような特徴から、沿岸域でのう

ねり挙動を再現するためには、大水深の沖合

から海岸までの広い海域を対象とした数値計

算あるいは模型実験の実施が必要となるが、

それらを効率的に実施する１つの方法として、

その中間の浅海域において、さまざまに変形

した方向スペクトルを沿岸方向に複数算定し

ておき、これらに対する多方向不規則波を造

波することが有効であることを示した。 

最後に、現在の港湾・海岸施設の設計にお

いてその外力は、風波、うねりの区別なく抽

出された高波データをもとにその再現期間が

推定されてきた。しかし今後は、高波データ

の周期にも着目する意味で、風波、うねり、

それぞれの発生確率を知り、特に堤防などの

沿岸構造物にあっては、越波災害の抑制・軽

減などの使用性を照査する上で、いずれの作

用がより大きな外力となり得るかについて、

検討できるように準備しておくことが肝要と

考える。 
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SATREPSチリ・津波防災プロジ

ェクトを終えて 
 

名古屋大学大学院環境学研究科 

富田 孝史 

 

 

１．はじめに 

 チリ共和国は、南アメリカ大陸太平洋側の

南部に位置し、南北に約 4,000 km の長さの国

土を持つ。チリ海岸の沖には海洋性のナスカ

プレートが大陸性の南アメリカプレートの下

に潜り込むプレート境界があり、そこで海溝

型地震とそれに伴った津波がこれまで繰り返

し発生している。図-1は、16 世紀中頃以降に

チリで発生したマグニチュード 7.5 以上の地

震の震源位置 1)示したものである。我々が知

り得る最大地震であるマグニチュード 9.5 の

1960 年チリ地震もそのプレート境界で発生

した。さらにその震源域の北で、2010 年にマ

グニチュード 8.8 のマウレ地震とそれによる

大津波が発生し、チリ北部のピサグア沖で

2014 年にマグニチュード 8.2、中部のイジャ

ペル沖で 2015年にマグニチュード 8.3の海溝

型地震が発生している。とくに、2010 年マウ

レ地震の際には 120 名以上が津波でなくなる

という、大きな津波災害になった（写真-1）。 

 チリにおける 2010 年マウレ地震および日

本における 2011 年東北地方太平洋沖地震に

よる津波災害を契機として、これまでに何度

も津波による災害を経験した日本とチリが協

力する研究プロジェクト「津波に強い地域づ

くり技術の向上に関する研究」が始められた。  

これは科学技術振興機構（JST）と国際協力

機構（JICA）による地球規模課題対応国際科

学技術協力（SATREPS）の下で、独立行政法

人港湾空港技術研究所（港空研）を代表機関

とし、2011 年度から 2015 年度にかけて実施

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 2010年マウレ地震によるトメ市ディチャ

ットの津波災害（写真提供：Felipe Labrana 

Vasouez） 

 

 

図-1 チリにおける 16 世紀中頃以降のマグニチ

ュード 7.5以上の地震 1)の震源位置 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 プロジェクト体制 

 

２．プロジェクトの目標と内容 

 プロジェクトの目標は、2010 年マウレ地震

および 2011 年東北地方太平洋沖地震による

津波災害の教訓を踏まえて、チリの津波防災

力の向上、ひいては日本や世界の津波脆弱地

域において津波に強いを地域つくり、市民を

育成するための技術を開発することである。 

研究内容は、図-2に示すように、①被害推

定技術の開発、②津波被害予測手法および被

害軽減対策の提案、③高い精度の津波警報手

法の開発、および④津波災害に強い市民およ

び地域づくりのためのプログラム提案という

4 つ研究グループを構成し、各グループの活

動およびグループ連携を行って研究開発を進

めた。 

 図-3にプロジェクト体制を示す。プロジェ

クト全体および①被害推定技術の開発のとり

まとめは筆者、②津波被害予測手法および被

害軽減対策の提案は関西大学の高橋智幸教授、

③高い精度の津波警報手法の開発は徳島大学

の馬場俊孝教授（現在）、④津波災害に強い市

民および地域づくりのためのプログラム提案

は山口大学の三浦房紀教授、そのうちの特に

地域づくりに関わる部分は京都大学の小野憲

司教授によるリーダーシップの下に進められ

た。各研究グループには日本を代表する津波

研究者が参加した。チリ側では、カトリック

教皇大学を研究代表機関とし、その他の大学

も参加した。さらに、大学だけでなく、行政

の防災に係る部局（図中のグレーの部分）が

参加し、それがチリにおける大学等アカデミ

ック関係者と行政関係者とからなる津波コミ

ュニティの形成に大いに役立った。また、図

には明示されていないが、プロジェクトを始

めた後に、カトリック教皇大学などが参加す

る大学連携組織の国立自然災害総合管理研究

センターが設立され、有力なカウンターパー

トになった。 

 

３．チリ北部における津波想定と津波被

害推定マニュアル 

 プロジェクトの計画段階のときに、ペルー

との国境沿いを含むチリ北部の地震空白地帯

において大地震と大津波が近い将来に発生す

るという強い懸念があった。そこで、プロジ

ェクトではその地域にある最大港湾都市のイ

キケをパイロットサイトに選定し、地震およ

びそれによる津波想定を行って、浸水域を推

定した（図-4）。地震想定では、㋐チリ北部沖

のプレート境界に蓄積されたひずみがすべて

開放されると仮定した巨大地震、㋑巨大地震

よりは規模が小さいが発生頻度が高い地震、

および㋒イキケの現行の津波ハザードマップ

が想定している Mw9.0 に合わせるためすべ

り量を増大させた巨大地震の 3 種類を対象に

した。 

 日本では、東日本大震災の後に「津波浸水

想定の設定の手引き」2)が国土交通省により  

 

 

図-2 プロジェクト概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取りまとめられている。そこでプロジェクト

では、この手引きなどを参考にしたチリ版の

津波伝播・浸水計算のためのマニュアルをス

ペイン語版で作成した。マニュアルには、上

述の北部地域における最大クラスの地震の想

定が例示として使用されている。このマニュ

アルにより、大学や民間企業などが津波ハザ

ードマップを作成できるようになると期待さ

れている。 

 

４．津波被害の推定技術 

 津波の被害は浸水だけではない。東日本大 

震災時にも顕在化したように漂流物による被

害もある。2010 年マウレ地震津波の際にも、

震源域の近くにあるタルカワノ港においてそ

の当時世界最大規模（筆者の知る限り）のコ

ンテナ流出被害が発生した 3)。この被害を数

値計算によって再現することがプロジェクト

で実施された。 

当時、津波ハザードマップはチリの主要な 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市において作成されていたが、計算に用い

るための詳細な地形データはチリには存在し

なかった。そこで、計算に用いるための地形・

建物データを、チリ空軍が航空レーザー測量

した地表面データに基づいて作成した。日本

では航空レーザー測量結果を津波計算に使う

地形データ作成に利用することはよくあるが、

 

 

 

 

図-5 タルカワノにおける2010年マウレ地震津

波の実際の浸水域（上）と計算結果（中）の比

較およびコンテナ漂流計算結果（下） 

 

図-4 チリ北部で想定された最大クラスの地震

による津波のイキケにおける浸水域 

 



チリでは最初の試みであった。 

 計算モデルには独立行政法人港湾空港技術

研究所（当時）が開発した高潮津波シミュレ

ータ（STOC）を使用した。2017 年 1 月現在、

このプログラムの中で津波計算に関わる部分

を抽出したプログラム T-STOC が港湾空港技

術研究所のホームページ (http://www.pari. 

go.jp/unit/trc/events/t-stoc.html)からダウンロー 

ド可能である。 

T - S T O C は 、津波の伝播・浸水計算を

行う 2 種類の流体モデル（準 3 次元静水圧モ

デルと 3 次元非静水圧モデル）および津波に

よる漂流物の挙動を計算する漂流物モデルを

含み、津波の浸水や漂流物の被害を計算する

ことが可能である。とくに、3 次元非静水圧

モデルにより、久慈港において波状段波にな

った2011年東北地方太平洋沖地震の津波 4, 5)、

さらに準 3 次元静水圧モデルは防波堤が津波

により破壊した八戸港における 2011 年東北

地方太平洋沖地震の津波 6)を精度よく再現し

た。また、漂流物モデルに関しても水槽実験

結果との比較により喧騒されている 7)。これ

ら地形・建物データおよび数値計算モデルの

使用により、2010 年マウレ地震津波によるタ

ルカワノ港の津波浸水およびコンテナ漂流が

再現された（図-5）。 

 

５． 高い精度の津波警報手法 

 2011 年東北地方太平洋沖地震による津波

が、東北地方の沖合に配置されていた GPS 波

浪計により検出され、気象庁の津波警報の更

新に利用された。プロジェクトでは、図-6に

示すように、沖合で観測された津波のデータ

を使用して、沿岸に津波が到達する前に沿岸

の津波の高さや到達時刻、さらには浸水域を

予測する技術を開発した 8~10)。 

 日本の場合には行政区域や海岸線の特徴に

より日本の海岸線を 66 に区分し、それぞれの

区域に津波警報や注意報が発表されるように

なっている。一方、チリの場合には昨年 5 月

までにはそのような区分はなく、津波警報は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南北約 4000km ある全沿岸に一律に発表され

ていた。このため日本の知見を活かしたチリ

海岸の区分けがプロジェクトで検討され、そ

れに基づいてチリ全国を 21 区分してそれぞ

れにおいて津波の警報や注意報が発表できる

システム（SIPAT）が構築された。これはプ

ロジェクトが終わった2016年5月から運用さ

れている。 

 

６．津波からの避難 

 シンポジウムやセミナーなどを実施して、

パイロットサイトのイキケにおける、イキケ

市、イキケ市のあるタラパカ州などの行政の

防災担当者や市民などに，東日本大震災で得

た教訓や避難の重要性を訴えたほか，日本の

 

図-6 沖合津波観測データを活用した津波警報

手法の概要 

 

 

写真-2 2014 年ピサグア地震津波のよるイキケ

港における船舶被害 

 



研究者がチリで実施される避難訓練に参加し

て得た課題の報告といった活動を実施した。 

 そのような中で2014年4月1日にピサグア

沖でマグニチュード 8.2 の地震が発生し，高

さ約 3m の津波が沿岸に来襲した。この地

震・津波の直後に両国による合同現地調査 11, 

12)を実施し、津波の高さや被害状況、イキケ

市や市民、港湾関係者の対応などの把握、津

波計算と実際に検潮所で観測された津波高や

測量された痕跡高との比較などを実施した

（写真-2）。避難に関する聞き取り調査 13, 14)

からは、大きな揺れにより津波警報の発表を

待たずのほぼすべての住民が避難したことや、

避難訓練が有効であったという多くの住民の

声を確認した。 

 2015年 9月 16日には 2014年地震の震源域

の南方を震源域とするマグニチュード 8.3 の

イジャペル沖地震が発生し、津波が震源域近

くの海岸に来襲した。犠牲者は 15 名であった。

この津波災害に関しても合同現地調査 15, 16)を

実施し、コキンボ湾の奥部には特に高い 6.0

～6.2m の津波が来襲したことを明らかにす

るとともに、津波による幾人かの犠牲者のそ

の時の行動についての情報を収集した（写真

-3）。 

 日本では、地震 や津波に強い堅牢なビルの

上層階などへの鉛直避難が有効とされている。

これをチリの防災担当者に伝えており、その

結果としてチリの防災機関がまとめた「津波

に対する準備と対応に関する提案」の中に鉛

直避難が記載された。 

 

７．チリ版災害図上訓練手法 

津波に強いチリ市民を育成する手法として

図上訓練（DIG）を取り上げ、2010 年マウレ

地震・津波で被害のあったタルカワノ市など

において DIG を実施し（写真-4）、その際に得

られた成果などを含めてチリ版 DIG ガイド

ラインを作成した。例えば、市役所職員、医

療、消防、学校の関係者、主婦、学生などが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 災害図上訓練の実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したタルカワノ市での DIG では 2010 年

地震・津波を上回る災害が起こった時に「最

初に対応すべきことは何か」を DIG から理解

できた等、DIG の有用性を示す意見が得られ

た。 

 

８．港湾 BCM手法 

 2010 年マウレ地震・津波により大きな被害

 

写真-3 2015年イジャペル地震津波によるコキ

ンボ湾奥部で浸水の様子 

 

 

 

写真-5 港湾業務継続マネジメントマニュア

ル策定に係る協議 

 



のあったチリ中部の大都市コンセプションで

は、まちにつながる主要道路にある橋梁が落

橋するなどの被害をうけ、陸路が寸断される

ことにより、生活必需品が欠乏するという困

窮があった。一方、東日本大震災時の日本で

は、道路輸送に加えて、港湾を利用した海路

からの大量の緊急物資や資材等が輸送され、

被災地の早期救援・復旧を支援した。プロジ

ェクトでは、こういった日本の事例や震災後

に日本の港湾で進められている港湾業務継続

計画（BCP）や業務継続マネジメント（BCM）

の検討事例を参考にして、チリにおける災害

に強い港湾を構築するための港湾 BCM 手法

を検討し 17)、港湾 BCM ガイドラインをとり

まとめた（写真-5）特に、チリの主要な港湾

は日本とは異なってコンセッションされてお

り、民間企業が港湾の計画、管理および運営

を実施している。この体制の差異などに配慮

するため、国土交通省の協力により長期派遣

研究者を配置して、管理等を行う企業に加え、

港湾に関係する国、自治体および事業者が参

加する協議会を立ちあげることから活動を始

めた。 

 

９．人的交流 

 プロジェクトでは、のべ約 130 名の日本メ

ンバーのチリへの渡航およびのべ約 70 名の

チリメンバーの日本への招聘を通じて、両国

における津波災害の実態および被災後の復興

や対策に関する現地調査、日本の防災技術の

研修などを実施してきた。とくに、東日本大

震災の被災地の視察、復旧・復興事業やその

課題に関する国や自治体からの話、静岡等に

おける津波対策の視察は、チリでの 2010 年震

災を上回る災害の把握、その災害からの復

旧・復興方法、チリにはほとんどないハード

対策など、今後のチリの津波防災・減災に関

して有用な知見を得ることができたと、チリ

の研究者および国や自治体の防災担当者から

喜ばれた。 

１０．おわりに 

 津波による人的損失をなくすためには、

人々の意識やスキルの向上を図って適切に避

難できる津波に強いコミュニティを構築し、

さらに適切に避難できるような仕組みつくり

を行う自治体、国などの組織を強化する必要

がある。さらに津波被害や発生した被害の影

響を低減する努力も必要である。プロジェク

トでは、シンポジウム、ワークショップ、セ

ミナーを実施して、プロジェクト成果や日本

の経験をチリの人々や行政に伝えている。さ

らに、プロジェクトの成果を津波防災力向上

に向けたマニュアルやガイドラインに取りま

とめ、チリに提案した。 

 チリに限らず、太平洋に面する中南米諸国

も津波脆弱地域である。これらの国々におけ

る津波防災力の向上も求められている。現在、

JICA により中南米防災人材育成プロジェク

トがチリを拠点に進められている。プロジェ

クトに関わったメンバーは、このプログラム

における津波に係る課題に協力し、プロジェ

クトが終了した現在においても、チリさらに

は中南米諸国における津波防災の進展に貢献

している。 
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１．はじめに 

九州大学大学院工学研究院附属アジア

防災研究センター沿岸海洋工学研究室で

は、沿岸域における自然災害からの人命

財産の防護を目的に沿岸海洋工学の研究

を行っている。 

沿岸域での自然災害は、高潮・津波・

海岸侵食など様々である。特に、近年で

は地球温暖化による台風の強化に伴う高

潮災害の危険性が高まっており、高潮災

害に対する関心が高まっている。したが

って、生じうる高潮の規模や高潮浸水被

害を正確に予測し、防災対策や適応策を

実施することが必要不可欠である。 

我々は現在、気候変動適応技術社会実

装プログラム（SI-CAT）において、佐賀

県と協力しながら、防災対策や適応策立

案の一助となるような高潮浸水シミュレ

ーションでの浸水予測計算を実施してい

る（写真-1）。本稿では、高潮浸水シミュ

レーションによる佐賀平野を対象とした

高潮浸水予測について研究半ばではある

が紹介したい。また、本研究を行う上で

堤防の現状を正確に把握しておくことも

重要である。そのため、我々は 2016 年 11

月に二日間に渡って有明堤防の視察を行

った。そのときに得た有明堤防の現状に

ついても報告する。 

 

２．佐賀平野の高潮災害に対する脆弱

性 

台風の常襲地帯である西部九州に位置

する有明海は、我が国最大の潮汐差を有

する。その湾奥部には、広い低平地帯（海

抜ゼロメートル地帯）である佐賀平野が

広がっている。さらに、佐賀平野には有

明海に流れ込む一級河川が複数存在する。

したがって、佐賀平野は高潮災害に対す

る脆弱性が極めて高い地域である（図-1）。

事実、過去には幾度にも渡って甚大な高

 

写真-1 佐賀県との打ち合せの様子 



潮被害を受けてきた 1)。現在では、有明海

沿岸沿いに計画天端高 T.P.7.5 m の堤防が

設置されている。しかし、未完成である

堤防箇所も存在するため、台風来襲によ

る高潮災害の可能性を想定しておく必要

がある。また、地球温暖化によって台風

の勢力が強化されると、堤防完成後でも

100 パーセント安全とは断言できない。 

そのため、佐賀県は高潮災害に対する

危機管理計画の見直しを行っている。そ

の際に、堤防位置による浸水危険度の違

いや浸水した場合の浸水範囲などを正確

に把握しておくことは、重点的な防護策

を実施する堤防箇所の選定や避難区域の

設定に非常に有用である。 

 

３．高潮浸水シミュレーション 

3.1 使用モデルの概要 

 使用する高潮浸水シミュレーションは

海洋流動モデル、Finite Volume Coastal 

Ocean Model (FVCOM) ver.3.02)を使用す

る。図-2 には計算範囲、および計算メッ

シュを示す。FVCOM は非構造格子系を採

用しており、図に示すようにメッシュは

大きさの異なる三角形格子で構成される。

そのため、地形の再現性が非常に高いと

いう特徴を持つ。メッシュサイズは開境

界付近では粗く、注目する領域である佐

賀平野に近付くほど細かくしていき、最

小メッシュ幅は 80 m である。海面境界で

は、経験的台風モデルから得た気圧と風

の台風外力を与える。 

3.2 モデルの精度検証 

まず予測計算を行う前に、2012 年 16

号台風（T1216）の再現実験を行い、構築

したモデルの精度検証を行った 3)。図-2

の赤線は T1216 の台風経路を示している。

T1216 は、本研究の対象領域である佐賀

平野から約 200km 西側を北進し、9 月 17

日 12 時には韓国へ上陸、韓国南岸に甚大

な被害を及ぼした。本台風通過時、我々

は有明海数地点（図-2 の赤点）において

潮位観測を行っていた。図-3 には、再現

計算で得られた最大高潮偏差の観測値と

の比較を示す。有明海湾口部では偏差が

小さく、湾奥に向かうにつれて偏差が大

 

 

図-2 計算範囲と FVCOMの計算メッシュ、および 2012 年 16号台風の経路 



きくなる傾向が表現されている。また、

その大きさも精度良く再現されている

と言える。 

図-4は大浦および三角での高潮偏差の

時系列の比較である。観測と比べ計算値

は多少過小評価する傾向が見られるが、

高潮偏差が最大となる時間や、台風通過

後の副振動など水位変動の傾向は単純な

台風モデルを外力として用いたにもかか 

わらず、概ね再現可能であるという結果 

を得た。以上、モデルの有用性を確認で

きたため、本モデルを使用して予測計算

を実施した。 

3.3 浸水予測実験 

前節の再現実験で対象とした 2012 年 

16 号台風は幸いにも有明海から西に約

200km 離れた地点を通過した。そのため、

大きな高潮は発生せず浸水等の大きな被

害は確認されなかった。予測計算では本

台風が佐賀平野にとってより悪経路を通

過した際の高潮浸水予測計算を行った。 

 図-2の青線に予測実験で通過させた台

風経路を示す。また、本実験での初期条 

 

 

   図-3 計算値と観測値の最大高潮偏差の比較 
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図-4 大浦（上）および三角（下）における 

高潮偏差の時系列 
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図-5 予測シミュレーション結果（最大浸水深（左）、浸水開始時間（右）） 



件および境界条件の水位は平均朔望満潮

位を設定しており、時間変化を考慮して

いない。 

図-5 に、予測シミュレーションから得

られた最大浸水深、および浸水開始時間

を示す。ただし、浸水開始時間は、浸水

が生じた時点を 0 h としている。筑後川

と早津江川の分流地点で河川堤防高を越

え、陸域に浸水している（図-5 の白い矢

印）。その後、浸水位置から周りに広がっ

ているが、最大浸水深分布から分かるよ

うに特に地盤高の低い川副地区に海水が

流れ込み、溜まっている様子が見て取れ

る。その深度は 1.5 m 程度である。 

このように、地球温暖化による台風の

強化が進んでいない現在においても、勢

力の強い台風が来襲すれば、台風経路に

よっては、浸水の危険性があることが示

唆された。 

 

４. 現地視察報告 

我々は 2016年 11月の二日間に渡って、

有明堤防の現地視察を実施した。図-6は、

筑後川の中流域に設置されている筑後大

堰である（図-7に位置を示す）。一級河川

が多数流れ込む有明海では、台風による

高潮発生時にはこのような堰による河川

水位の制御による減災対策も重要になっ

てくる。視察を行う中で、現在工事中で 

あり未完成である場所も幾カ所か見受け

られた（図-8）。 

前節で示した浸水予測シミュレーショ 

ンでの浸水箇所も未完成箇所からの浸水

である。 

図-9 に示す有明沿岸道路は土手上に、

有明海を囲むように作られている 4)。現在 

 

 

 

 

はまだ一部しか完成していないが、高潮

によって浸水した海水の内陸部への浸入

を止める効果が期待されている。 
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図-6 筑後大堰 
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図-7 各写真の地点図 

図-8 有明堤防未完成個所 

図-6 筑後大堰 



 

 

 

５．おわりに 

 本稿では、精度の高い高潮浸水モデル

を構築し、有明海に面した佐賀平野に適

用することで、高潮災害を高精度で予測

する試みの途中経過を紹介した。地球温

暖化による台風の強化によって高潮災害

に対する危険性は増していくと考えられ

るが、現在生じている台風規模でも台風

の経路によっては、浸水被害が生じる可

能性が示唆された。今後は、地球温暖化

による台風の強化も想定した議論を進め

ていく必要がある。 

さらに、地形解像度を細かくした地形

メッシュの作成や、台風外力の補正方法

の検討を行い、さらなるモデル精度の向

上を目指す。また、佐賀県には多数の水

門および排水ポンプが設置されているた

め、これらの高潮減災対策としての効果

も検証できるようモデル改良を重ねてい

く予定である。最終的には、モデルで得

た予測結果を参考に佐賀県と連携して、

今後の高潮災害に対する対策や適応策を

勘案し、社会実装にまで結びつけていき

たい。 

本研究に際して佐賀県県土整備部河川

砂防課、および武雄河川事務所の方々に

は、施設資料の提供や課題の提案をして

いただいた。ここに記して謝意を表しま

す。 

本研究は、文部科学省の気候変動適応

技術社会実装プログラム（SI-CAT）の一

環として、実施したものである。ここに

記して謝意を表します。 
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図-9 有明海沿岸道路 



 

平成 28年度 自然災害研究協議会 西部地区部会 研究発表会 開催報告 

日時：2017年2月3日（金）10:00～17:10（受付 9:30～） 会場：九州大学西新プラザ 

主催：自然災害研究協議会西部地区部会  共催：九州大学西部地区自然災害資料センター 

講演1件あたり合計15分（講演：10分 質疑：5分） 

参加者：53名 発表：23件 （参考 平成27年度 参加者：37名 発表：17件） 

 

● 配付資料 

・発表会プログラム 

・論文集（平成28年度部会報告） 

・NDICニュース最新号（No.55） 

・日本工学アカデミー九州支部講演会案内 

・平成28年熊本自身に関する交際ワークショップ案内 

・防災学術連携シンポジウム「熊本自身・1周年報告会（案）」案内 

・国際火山噴火史情報研究集会 講演要旨集2016-1 

・国際火山噴火史情報研究集会 講演要旨集2016-2 

 

 

  

  

報 告 



開催報告「公益社団法人日本工学アカデミー九州支部講演会」 

西部地区自然災害資料センターが共催した公益社団法人日本工学アカデミー九州支部の講演会「国土

レジリエンスのための工学と社会の連携－熊本地震を教訓として－」が、2017年 2月 10日（金）、九州

大学伊都キャンパス I2CNER ホールで開催されました。2015 年に開催された国連世界防災会議におい

て採択された「仙台防災枠組」においては、防災・減災を推進するための科学・技術の貢献が位置づけ

られており、今年の日本工学アカデミー九州支部講演会では、国土レジリエンスのための工学と社会の

連携について、インフラストラクチャーのメンテナンス、2016年 4月に発生した熊本地震等を題材とし

て講演が行われ、参加者 25名をまじえて、工学と社会の連携について活発な議論が行われました。 

 

公益社団法人日本工学アカデミー九州支部の講演会 

国土レジリエンスのための工学と社会の連携－熊本地震を教訓として－ 

主催 公益社団法人 日本工学アカデミー 九州支部 

共催 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 

九州大学 西部地区自然災害資料センター 

九州大学 工学研究院 附属アジア防災研究センター 

2017年 2月 10日（金）14:00~17:00 

九州大学伊都キャンパス カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 I2CNER ホール 

 

 

 講演会 プログラム 

14:00 

～14:15 

開会挨拶 

國武 豊喜 （公社）日本工学アカデミー九州支部長 

14:15 

～15:10 

15:10 

～16:00 

16:10 

～17:00 

「仙台防災枠組から見た熊本地震への対応」 

塚原 健一 九州大学工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授 

「熊本地震と九州の防災」 

木村 康博 国土交通省 九州地方整備局 企画部 企画調整官 

「九州における高速道路の維持管理」 

福永 靖雄 西日本高速道路株式会社 九州支社 保全サービス事業部長 

17:00 閉会 

17:15 

～18:15 
ミキサー （意見交換）  九州大学ビックオレンジ 

 

開催趣旨：2015年に開催された国連世界防災会議において採択された「仙台防災枠組」においては、

防災・減災を推進するための科学・技術の貢献が位置づけられている。今年の日本工学アカデミー

九州支部講演会では、国土レジリエンスのための工学と社会の連携について、インフラストラクチ

ャーのメンテナンス、2016年 4月に発生した熊本地震等を題材として議論を行う。 



講 演 会 風 景 

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(自然災害資料センターの様子) 

 

    西部地区自然災害資料センタ－運営委員会 

委 員 長 

  センタ－長・大学院工学研究院    教 授         塚原 健一 

委 員 

   大学院言語文化研究院        准教授     辻野 裕紀 
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大学院法学研究院  准教授          香山 高広 

      大学院理学研究院           教 授    廣岡 俊彦   

     大学院理学研究院           准教授     清川 昌一    

     大学院工学研究院           教 授         園田 佳巨 

     大学院工学研究院               准教授         梶田 幸秀  
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