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１．はじめに
1.1 研究の背景と目的

■本研究の背景

〇うねりによる港湾構造物の被災が相次ぐ
台風0612号による久慈港，2008年 2月の寄り回り波による富山港，

台風1326号による鹿島港の被災など．従来の設計波で設計された
港湾構造物はうねりの波力に対する強度が不足している可能性がある．

〇うねりに着目した設計波の必要性が議論
平山ら(2015)，高嶋ら(2015)，松藤ら(2017)等の研究でうねりに
着目した設計波の必要性が示された．
→「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成30年改訂版）」に

設計に用いる波浪としてうねりに関する記述が新たに記載
〇うねりは港湾・海岸における活動にも大きな影響を与える

船舶の係留や荷役，護岸や沿岸道路での越波，突然の高波など

沿岸防災や港湾管理，港湾・海岸工事の安全管理や効率化の面から，
うねりの出現特性の把握やうねりの推算の高精度化が重要な課題である

■本研究の目的

うねりの出現頻度が高い我が国の太平洋沿岸を対象とし，観測データや
波浪推算結果の解析を通して太平洋沿岸に到達するうねりの特性を把握す
るとともに，うねりの推算精度向上と情報利活用に資する知見を得る． 2



＊松藤ら(2017)の図を基に作成

【うねり】 【風波】

台風1326号

■うねりの推算精度の現状（鹿島港）

1.1 研究の背景と目的
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■うねりの定義
平山ら(2015)の提案に従い，
波形勾配0.025未満かつ
周期8秒以上とする



1.1 研究の背景と目的

太平洋側で高波高の
うねりの出現頻度が高い

対象地点：観測期間30年以上のNOWPHAS観測地点
対象期間：観測開始～2015年

■高波高のうねりの発生頻度

4棒グラフ：頻度，折れ線：回数



1.2 研究の方針，1.3 論文の構成

第２章 太平洋沿岸におけるうねりの出現特性
・NOWPHAS波浪観測値，波浪推算値を用いた解析

第３章 太平洋沿岸に到達するうねりの発生源
・既往研究整理と発生源解析

第４章 うねりの推算精度向上に向けた検討
・課題整理と精度向上に向けた検討

第５章 港湾におけるうねり情報の利活用
・現状と課題，解決に向けた考察

有義波等の代表波に代わるもの
として「成分波浪」を指標とした
頻度解析と事例解析

Wave System Trackingを
用いた，発生源がわかりにくい
うねり事例の発生源解析

非線形相互作用の高精度化，
方向分割数等の検討

うねりの設計波，
うねりの予測に関して考察

第1章 はじめに
・研究の背景，目的等

第６章 まとめ
・総括，今後の展望

■論文の構成
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成分波浪の算出方法

成分波浪①
波高：3.28m
周期：8.5秒
波向：NNE

成分波浪②
波高：1.89m
周期：12.8秒
波向：E

成分波浪③
波高：1.56m
周期：6.4秒
波向：NNE

成分波浪④
波高：0.70m
周期：5.1秒
波向：SW

成分波浪⑤
波高：0.68m
周期：4.9秒
波向：E

方向スペクトル算出（観測値はベイズ法，推算値はモデル出力値）

Watershedアルゴリズムに基づくpartitioningにより方向スペクトルを分割

分割された成分波から波高（4 ｍ0），ピーク周期，平均波向を算出

■算出の流れ

■解析例
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２．太平洋沿岸におけるうねりの出現特性
■本章の構成
2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性
解析
2.1.1 成分波浪の解析
2.1.2 うねりの特性解析

2.2 波浪推算によるうねりの出現特性解析
2.2.1 波浪推算モデルの概要
2.2.2 波浪推算の計算条件
2.2.3 うねりのデータセット作成
2.2.4 うねりの出現特性解析

2.3 まとめ

■本章の流れ



2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性解析

十勝港
八戸港

久慈港

小名浜港

常陸那珂港
鹿島港

下田港

御前崎港

室津港

高知港

中城湾港

潮岬

釧路港

度 分 秒 度 分 秒
釧路港 50.1 0.9 42 54 38 144 23 50
十勝港 23.0 0.9 42 39 6 143 41 8
八戸港 26.5 0.7 40 33 39 141 34 6
久慈港 49.5 1.1 40 13 4 141 51 36
小名浜港 23.8 1.6 36 55 4 140 55 18
常陸那珂港 30.3 2.4 36 23 42 140 39 12
鹿島港 24.6 0.9 35 53 55 140 45 14
下田港 51.1 1.0 34 38 48 138 57 11
御前崎港 22.8 0.6 34 37 17 138 15 33
潮岬港 54.7 0.6 33 25 59 135 44 50
室津港 27.7 0.2 33 16 18 134 8 50
高知港 24.1 0.5 33 28 57 133 35 13
中城湾港 39.6 0.5 26 14 32 127 57 55

経度
地点名

水深
（ｍ)

設置高
(m)

緯度■解析対象地点
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■解析対象期間
2017年１月～12月の1年間



2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性解析
■成分波浪の出現状況（2017年1年間）

うねり
（波形勾配0.025未
満かつ周期8秒以上
の成分波浪）

全波浪
（うねりや風波を区
別しないすべての成
分波浪）

測得率
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2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性解析
■事例解析：台風1721号

23日6時

23日0時

23日9時

台風1721号の経路
台風1721号時の成分波浪の波高と周期

〇：鹿島港
□：常陸那珂港
▲：小名浜港
✖：久慈港
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2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性解析
■台風1721号：うねりピーク時のpartitioning結果

Hmo：5.28m
Tp：16.0秒
Dir：ESE

Hmo：3.53m
Tp：18.3秒
Dir：ESE

Hmo：2.30m
Tp：11.6秒
Dir：E

第１ピークより
短周期の波
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2.1 波浪観測データによるうねりの出現特性解析
■事例解析：冬型の気圧配置

①成分波浪
Hmo：3.25m
Tp：9.1秒
Dir：ENE

④成分波浪
Hmo：0.99m
Tp：5.6秒
Dir：NW

③成分波浪
Hmo：1.78m
Tp：6.4秒
Dir：NE

②成分波浪
Hmo：1.87m
Tp：9.1秒
Dir：WNW

常陸那珂港：2017年1月21日6
（有義波諸元：H1/3：4.07m，

T1/3：8.7秒，Dir：ENE）

天気図

12



■計算条件

2.2 波浪推算データによるうねりの出現特性解析

第1領域
(30’格子)

第2領域
(5’格子)

【計算領域：オホーツク海】

【計算領域：太平洋】
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強風帯（吠える40度、狂う50度、絶叫する60度）

■推算期間
2017年1月～12月の1年間

（助走期間１か月，2016年12月）



■海氷考慮計算方法の検討
IC0：密度度が高い海域を陸地扱い
IC2：密接度と海氷厚からscaling

2.2 波浪推算データによるうねりの出現特性解析

観測 差分(IC0-IC2)

IC0 IC2

紋別(南）における比較

ー：観測，ー：IC0，ー：IC2

紋別(南) 紋別(南)

IC0は
北-北北東が大
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2.2 波浪推算データによるうねりの出現特性解析

46246
46089

3201251209

5100452202

613

806
811

701

【 NOWPHAS及びNOAAブイの観測値との比較】

Hs T1/3

Hs T02

Hs T02

Hs T02

三重尾鷲沖

サモア

アラスカ湾

チリ沖
回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数

チリ沖 32012 0.98 0.91 1.03 0.71
サモア 51209 0.83 0.88 1.01 0.71
ハワイ 51004 0.93 0.90 0.99 0.70
アラスカ湾 46246 1.03 0.93 0.91 0.78
北米西岸 46089 1.03 0.94 1.05 0.68
グアム 52202 0.90 0.90 1.00 0.67
釧路 613 1.17 0.89 1.12 0.68
福島沖 806 0.89 0.91 1.17 0.66
三重尾鷲沖 811 1.01 0.92 1.16 0.62
宮崎日向沖 818 1.01 0.90 1.11 0.66
中城湾 701 1.22 0.80 1.10 0.65

地点
コード

地点名
波高 周期
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■精度検証



【出現頻度】【解析地点位置図】

2.2 波浪推算データによるうねりの出現特性解析

減衰距離が短いうねり：10<方向分散角≦25

減衰距離が長いうねり：方向分散角≦10

【うねりの分類】

方
向

分
散
角

(度
)
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■太平洋沿岸地点の出現頻度解析
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3.太平洋沿岸に到達するうねりの発生源
■本章の構成
3.1 既往研究の整理
3.2 波浪推算によるうねりの発生源解析

■波浪の追跡方法

入力データ：partitioningで得られた各成分波浪
追跡方法：Wave System Tracking 

GoF(Goodness of Fit)が最小となるWave Systemを追跡

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐹𝐹𝑖𝑖 =
𝑇𝑇𝑝𝑝 − �𝑇𝑇𝑝𝑝,𝑖𝑖

𝑛𝑛

∆𝑇𝑇𝑛𝑛

2

+
𝜃𝜃𝑚𝑚 − �𝜃𝜃𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑛𝑛

∆𝜃𝜃𝑛𝑛

2

+
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 − �𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑛𝑛

∆𝐻𝐻𝑛𝑛

2

𝑇𝑇𝑝𝑝:ピーク周期

𝜃𝜃𝑚𝑚:平均波向

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚:有義波高

∆𝑇𝑇𝑛𝑛，∆𝜃𝜃𝑛𝑛，∆𝐻𝐻𝑛𝑛:それぞれの要素の結合基準
�𝑇𝑇𝑝𝑝,𝑖𝑖
𝑛𝑛 ， �𝜃𝜃𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑛𝑛 ，�𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑛𝑛 :wave system i の

隣格子の各要素の値



＊波高30 cm以上，赤色：1位，青色：2位

3.太平洋沿岸に到達するうねりの発生源
【減衰距離が長いうねりの時系列，東北沖：地点6】

低気圧

3号 5,11号 低気圧15号 21,22号12号
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地点6



東北沖地点６における
うねりの時系列図
（2017年5月21-23日）

3.太平洋沿岸に到達するうねりの発生源

赤線：うねり1 青線：うねり2
【うねり1：波高】 【うねり2：波高】

【うねり2：周期】【うねり1：周期】

2017年5月21日22時の追跡図
波高(m)

周期(s)
19



【13日9時】

風速(m/s)

3.太平洋沿岸に到達するうねりの発生源

【14日9時】

H

H

◎Japan

◎Japan

L

L
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4.うねりの推算精度向上に向けた検討
4.1 うねりの波浪推算における課題

① 非線形相互作用
第三世代波浪推算モデルのデフォルトである離散相互作用近似(DIA）は，
うねりのようにスペクトル幅が狭い場合には精度が不足
②伝搬
うねりの減衰過程の精度が不十分でうねりの伝搬が過大傾向
③方向分割数の設定
適切な分割数の検討が必要
④海底地形の影響
波浪変形を考慮する際は，対象海域の特性に応じた空間解像度の設定と波浪推
算モデルの選択が必要

■波浪推算上の課題

■本章の構成
4.1 うねりの波浪推算における課題
4.2 波浪推算精度向上に向けた検討
4.2.1 波浪推算の条件
4.2.2 基本条件による推算
4.2.3 GMDを用いた推算
4.2.4 方向分割を高解像度化した推算

4.3 まとめ
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項目 内容

波浪推算モデル WW3（Version6.07)

入力風 第1領域：NCEP CFSv2 hourly time-series
第2,3領域：気象庁毎時大気解析値

海氷 第1領域：NCEP CFSv2 hourly time-series

周波数範囲 0.04～0.394Hz（25分割）

方向分割数 36（10度），144(2.5度)

外力入力・減衰項 ST6

移流項 GSE:PR3,propagation：UQ

非線形相互作用 DIA，GMD

水深 ETOPO1

【計算領域】

4.2 波浪推算精度向上に向けた検討

第2領域：3分格子

第3領域：1分格子

第1領域:12分格子

【計算条件】
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【DIAとGMD】
DIAは4波共鳴する成分波の無数の組み合わ
せを１組のパラメータで近似するのに対し，
GMDは複数組の組み合わせで近似する．本研
究では，Liu et al(2019)がうねりの過大評
価が改善されたと報告している5組の組み合
わせを用いた．



4.2 波浪推算精度向上に向けた検討

 

周期分布（深海条件，
海底地形考慮なし）

周期分布（基本条件，海底地形考慮あり）

小名浜港

小名浜港

鹿島港

鹿島港

常陸那珂港

常陸那珂港
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1回目 2回目 3回目

＊緑線は等水深線



4.2 波浪推算精度向上に向けた検討

黒のプロット：観測値
赤のプロット：DIA
緑のプロット：GMD
線の向きは波向：

（ex. ：北東）

有義波
【非線形相互作用の検討】

成分波浪
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4.2 波浪推算精度向上に向けた検討
【方向解像度の検討】

黒のプロット：観測値
赤のプロット：方向解像度10度
緑のプロット：方向解像度2.5度
線の向きは波向：

（ex. ：北東）

有義波

成分波浪
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4.2 波浪推算精度向上に向けた検討
【第3領域（1分メッシュ）の周期差と波向の比較】
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赤の矢印：方向分割数36（解像度10度）

緑の矢印：方向分割数144（解像度2.5度）

周期差：解像度2.5度の周期－解像度10度の周期

黒線：等水深線(m)

周期差（秒）

鹿島港

解像度を10度→2.5度にすることにより，
犬吠崎沖で屈折率が小さくなった

↓
より北部まで周期が長い波が伝搬

↓
北部で周期が長くなっている

↓
結果的に鹿島港でも周期が長くなった

【原因】
波浪推算の空間解像度（海底地形の
精度）や推算波向の精度の問題が
考えられる

(2017年10月23日10時)



4.2 波浪推算精度向上に向けた検討
【第2領域（3分格子）の解析結果】
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＊緑線：等水深線(m)

方向解像度を検討する際には，海底地形の特性や波浪推算の
空間解像度との適合性を確認する必要がある．

周期分布図(2017年10月23日10時)

周期（秒） 周期（秒）

黒のプロット：観測値
赤のプロット：方向解像度10度
緑のプロット：方向解像度2.5度

方向解像度10度 方向解像度2.5度

鹿島港 鹿島港

常陸那珂港
常陸那珂港



５．港湾におけるうねりの情報利活用
■本章の構成
5.1 うねりを考慮した設計波
5.1.1 現状と課題
(1)算定方法の手順の整理
(2)うねりを考慮した設計波の設定上の留意点

5.1.2 解決に向けた考察
5.2 うねりの波浪予測
5.2.1 現状と課題
5.2.2 解決に向けた考察

5.3 まとめ

うねりの「設計波算定」と「波浪予測」をテーマに現状
と課題を整理し解決に向けた考察を行った．

設計波算定では，鹿島港をモデルとして実際に設計波を
算定し，算定方法の手順と留意点を整理した．

波浪予測では，既存のシステムを紹介し，港湾管理者向
けのうねり予測情報の在り方について論じ，今後の方向
性について言及した．

28



■算定フロー
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事例別波向別
最大値の抽出

波浪観測データ
（時系列データ）

H0/L0　<　0.025
かつ

T　≧　8s

YESNO

風波 うねり性波浪

風波の
波向別極大値資料

うねり性波浪の
波向別極大値資料

事例別波向別
最大値の抽出

沿岸係数の
作成 沿岸係数

観測値を
沖での値に換算

事例別波向別
最大値の抽出

沖出しした観測データ

従来の
波向別極大値資料

極値統計
（うねり性波浪）

極値統計
（風波）

極値統計
（従来）

波浪推算データを観測地点相当
に換算

波浪推算データ
（沖波）

波浪推算データの検証・補正
（風波・うねり性波浪別）

波浪推算データ
（観測地点）

補正済み
波浪推算データ

（沖波）

各
対
象
事
例
の
時
系
列
デ
ー
タ

各
対

象
事

例
の

最
大

値

波浪推算

風波の設計波
うねり性波浪の

設計波 従来の設計波

対象擾乱選定

海上風データ作成

海上風データ

本研究では，
鹿島港を例に
試設定した．

5.1 うねりを考慮した設計波算定



■各設計波の定義

従来設計波 ：うねりと風波を分離しない極大値資料から

算定した従来の設計波

うねり設計波：うねりの極大値資料のみから算定した設計波

風波設計波 ：風波の極大値資料のみから算定した設計波

5.1 うねりを考慮した設計波算定

■極大値資料の抽出

うねりの極大値は◯ ，風波の極大値は◯，従来の極大値は◯の時刻の波高

うねり 風波
うねり うねり風波
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■留意点① 鹿島港に顕著なうねりをもたらす気象擾乱
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●：うねりピーク時 
◆：うねり観測開始時 

  

 
 

鹿島港 

 

風が吹く方向 

  

各港湾で顕著なうねりをもたらす気象擾乱の特徴を把握し，
うねりの事例選定に漏れがないように留意

【台風】

【低気圧】

赤線：年最大のうねりをもたらした台風
黒線：上記以外の高波浪をもたらした台風

5.1 うねりを考慮した設計波算定

鹿島港



5.1 うねりを考慮した設計波算定

a) 波浪推算モデル
極大値資料の作成にあたって波浪推算の結果を用いる場合は，うね

りに着目した精度の確認が必要である．また，うねりは遠方から伝搬
してくるため，うねりの発生から対象港に到達するまでの広範囲かつ
長期間の計算を行う必要があることを考慮し計算条件を設定する．
また，沖波を推算目的とする場合であっても，到達までに海底地形の
影響を受けるときは，水深を考慮して波浪推算を実施すべきである．

b) 観測値による推算値の補正
うねりと風波の推算精度が異なることがあるため，補正式はうねり

と風波とに分けて評価することが必要である．また，設計波を算定す
るための極値統計期間は長期間にわたるため，事例によって特性の異
なる入力風を使用せざるを得ない場合がある．入力風が事例によって
異なりその推算傾向に差異が認められる場合は，入力風別に補正式を
作成した方が良い．

■留意点② 波浪推算モデルの再現性
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■留意点③ 50年確率波高の適用 ■留意点④ 周期の算定
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適用：「従来」，「風波」，「うねり」別に極値統計解析により確率波高
を算定し，より厳しい条件となる設計波を用いる．
周期の算定： 「従来」，「風波」，「うねり」別に，それぞれの極大値の
波高と周期の関係を用いて周期を算定する．

従来 風波 うねり

λπ //2 gHT =
H：確率波高
λ：波形勾配
g：重力加速度
T：確率波高に対応する周期

＜周期算定式＞

5.1 うねりを考慮した設計波算定

2秒
1秒

3m



■留意点⑤波形勾配の閾値による設計波の変化

34

・うねりを分類する波形勾配の閾値により設計波の値が変わる．
・対象港湾における最適な閾値を検討することが望ましい．

5.1 うねりを考慮した設計波算定



■課題と解決に向けた考察
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5.1 うねりを考慮した設計波算定

課題１．うねりの推算の高精度化
波浪モデル改良による高精度化は時間を要する．当面は海域特性や海
上風の特性に適した波浪推算モデルの選択，計算条件の設定及びパラ
メータのチューニングで誤差を最小化するのが現実的である．その際に
は，衛星観測データやブイのデータを活用したうねり発生域から到達ま
での精度検証が有用と考えられる．

課題２．多峰性波浪の評価
本研究で整理した設計波算定方法は有義波を用いたものであり，特性
が異なる複数の波が重畳する場合の評価ができない．有義波に代わり，
多峰性波浪を定量的に評価できる指標が必要である．

【重畳する波浪のリスクを評価する方法の提案】
設計波を設定した際の全対象事例の方向スペクトルから

顕著な多峰性のケースを抽出して堤前での波浪を求め，
本研究で整理した方法で求めた従来設計波，うねり設計波に加えて，
構造物に対してより厳しい条件となる波浪で断面設定する．
堤前波の算定は，観測値や推算値の方向スペクトルを
ブシネスクモデルに与えて堤前の波浪を求める方法や，
「成分波浪」を算定し，それぞれの成分波浪にエネルギー平衡方程式
を適用して堤前で合成する方法が考えられる．



5.2 うねりの予測
■うねり予測の現状
〇気象庁 2020年2月にうねりGPVの予測情報提供を開始
全球波浪GPV：0.5°メッシュ，6時間毎，132 (12Zは264)時間先まで
沿岸波浪GPV：3分メッシュ，3時間毎，72時間先まで
〇海運・造船 最適航路選定や船舶の性能推定などに利用
日本気象協会提供のPOLARIS(Precise Ocean data LibrARy and 
Intelligent Service)等
〇レジャー
サーフィン波情報「なみある？」WW3のpartitioning結果の利用
〇港湾管理者向け
うねり性波浪予測システム（富山湾寄り回り波向けシステム）

■うねり予測の課題

・港湾管理者は，堤前や港内の波浪情報を必要とするため，気象庁等
の既存のうねり情報では時空間的に粗い．
・ケーソン据付工事などでは長期間の静穏が求められるが，波浪予測
の重要な入力値である海上風の長期予測は，予測時間が長くなるほど
初期値の誤差が増大し精度が低くなる．
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5.2 うねりの予測
■課題解決に向けた考察（カムインズをモデルとして）

〇カムインズとは
・COMEINS（一財）沿岸技術研究センターが運用する港湾向け波浪予測システム
・2017年に波浪推算モデルWW3を導入
・全球から日本沿岸（最小1分メッシュ）までの波浪予測
・エネルギー平衡方程式や高山法により求めた堤前や港内の波浪予測も提供
・提供予測要素：有義波高・周期，波向，風向風速，台風時潮位，台風時高波

〇うねりの予測情報追加
港外：WW3の予測格子で得られるうねりの成分波浪を提供
堤前：沖地点の成分波浪にエネルギー平衡方程式を

適用し堤前での成分波浪を算定
港内：港口の成分波浪をエネルギー平衡方程式に

より計算し，その値に高山法を適用
〇うねり長期予測の精度向上
アンサンブル予報を用いることで，
不確実性を定量的に評価
気象庁の週間アンサンブルを入力とした
波浪推算によるアンサンブル波浪予測の作成・提供

＊高解像度日本域の場合，格子間隔0.5625度，
11日先まで，27メンバー

港内

港口
堤前

港外

エネルギー平衡方程式入力境界

＊黒線はWW3の計算格子

沖地点

高山法

エネルギー
平衡方程式
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６．まとめ

■今後の展望

〇うねりの出現特性について
統計期間を追加して信頼性を向上させるとともに，地球温暖化等によるうね

りの出現特性の変化にも留意するべきである．また，partitioningの方法につ
いては，より正確で利便性の高い方法の検討が今後の課題である．
〇うねりの発生源解析について

Wave System Trackingを用いたうねりの発生域の特定や伝搬過程の解析は，
波浪推算の効率的で適切な領域設定，発生域や伝搬ルートの監視によるうねり
到達の予測，発生・伝搬の各過程の解析による推算精度向上のための検討等に
有用であると考えられ，今後の活用が期待される．
〇うねりの推算精度向上について

波浪推算モデルの改良や適切な計算条件の検討による高精度化を進めるとと
もに，客観解析による成分波浪レベルでの補正を検討することも推算の精度向
上に有効であると考えられる．
〇港湾におけるうねりの情報利活用について

既往最大に対する安全性を担保すべき重要な構造物の設計や沿岸防災にかか
わる波浪予測においては，リスクが高い多峰性波浪の適切な評価が必要であり，
従来の指標に加え，成分波浪を用いた検討や予測情報作成が重要となる．

本研究では，太平洋沿岸に到達するうねりの特性把握や推算精度向上に資する

幾つかの知見を示した．また，Wave System Trackingやpartitioningを活用した
検討等，今後の港湾におけるうねり情報の利活用の一つの方向性を示した．
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