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         第 ２ 号     （平成 1５年２月 1 日発行）  

●技術紹介 

高潮・津波の数値シミュレーションの精度向上に向けて 

１．概要 
高潮・津波災害を最小限に抑えるためには、海岸施設の整備といったハード対策だけでなく、地域

住民への情報提供や防災意識の向上といったソフト対策の併用が必要となります。このような背景か

ら、2002 年 11 月に内閣府と海岸省庁は、「高潮・津波ハザードマップ研究会」を設置しました。ま

た、各自治体レベルでのハザードマップ作成も現在盛んに行われています。 
いずれの対策にも数値シミュレーションは必要不可欠な検討手法であり、これまでに様々な精度向

上が図られてきました。“従来の数値シミュレーションにどれだけの付加価値を付けることができるの

か”、この課題を解決するためには、高潮・津波に対する幅広い知識がなければなりません。従来の高

潮・津波シミュレーションでは再現することが困難であった多くの効果を考慮することで、高い精度

の数値シミュレーション結果の提供を行っています。 

○ 高潮シミュレーション 
① 多層モデルによる海水の密度成層効果に伴う沿岸域における高潮増幅の再現 
② 砕波に伴う Wave-setup の効果による海岸部における水位上昇の再現 
③ 陸上地形の影響を受けた内湾海上風の効果による湾内高潮の再現 

○ 津波シミュレーション 
① 地滑り等に伴って発生する津波の混相流モデル（土砂移動と水塊移動の同時表現）による再現 
② 陸上に存在する植生による津波低減効果の再現 
③ Boussinesq モデルによる深海津波の分散効果と浅海津波のソリトン分裂の再現 

 
２．解析例 
 下図は、Boussinesq モデルによる津波シミュレーション結果の一部を示したものです。当社では、

長年の業務で培われた豊富な経験と技術力で、各現象に有効な付加価値を考慮した数値シミュレーシ

ョンを行い、港湾および海岸の防災に関する信頼性の高い総合的な評価を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E n v i r o n m e n t a l  C o n s u l t a n t  f o r  O c e a n  a n d  H u m a n
エコー・ニュースレター  

（問い合わせ先：沿岸デザイン本部 環境水工部（横浜））

深海域における津波の分散効果 津波のソリトン分裂の状況（水深 6m 地点） 

日本海中部地震津波を対象とした Boussinesq モデルによる算例 

時間 (s)
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●発表論文（第 49 回海岸工学講演会） 

 
 2002 年 10 月 23 日～25 日に、北海道の釧路市観光国際交流センターにて「第 49 回海岸工学講演会」

が開催されました。当社の発表論文数は 18 編と過去最多となりました。 
 

過去 5 年間の発表論文数 
年（回） 1998 年(45 回) 1999 年(46 回) 2000 年(47 回) 2001 年(48 回) 2002 年(49 回) 
総論文数 ２５７ ２７１ ２７６ ２９４ ３０８ 

当社発表論文数 ８ ７ １０ ９ １８ 
 

第 49 回海岸工学講演会発表論文一覧 
①「時間領域の擬似段波モデルに基づく砕波モデルの開発」 原信彦 
②「設計波高に係わる極値統計分布の裾長度パラメータとその意義」 合田良実 
③「波浪推算値に基づく日本沿岸波浪の出現特性について」 鈴山勝之 
④「波数分散効果を考慮した日本海中部地震津波の遡上計算」 岩瀬浩之、柴木秀之 
⑤「東京湾における台風による高潮と高波の同時性と継続時間特性」 原信彦 
⑥「密度成層と内湾海上風の特性を考慮した東京湾の高潮推算」 柴木秀之 
⑦「気象・波浪相関図に基づく我が国沿岸波浪の出現特性解析」 柴木秀之、鈴山勝之 
⑧「砕波巻き上げによる浮遊砂の輸送・沈降過程に着目した地形変化の計算」 合田良実 
⑨「CT 型濁度計による砕波帯内底質巻き上げに関する実験的研究」 宇野喜之 
⑩「航空写真による駿河湾沿岸の漂砂系解析」 片野明良、服部昌太郎 
⑪「志布志海岸における長期海浜変形と河川からの流出土砂量の推定」 長谷川準三 
⑫「新潟県北部海岸の漂砂動向に関する検討」 黒木敬司、小畠大典 
⑬「沖合い空港島による波浪・河川流への影響に関する模型実験」 宮里一郎 
⑭「総合的内湾水質評価モデルの構築と東京湾への適用」 宮野仁 
⑮「人工構造物におけるサンゴ群集成長過程の解析」 山本秀一、高橋由浩 
⑯「相模湾沿岸海岸のアメニティーに関する研究」 岩瀬浩之 
⑰「南太平洋地域における孤立島嶼の波浪外力に関する模型実験」 原崎恵太郎 
⑱「ソリトン分裂波の陸上遡上に関する数値計算」 岩瀬浩之 

（注）執筆者欄には共著であっても当社社員名のみ記載しています。 
 
 

第 49 回海岸工学講演会を振り返って 

 

株式会社エコー 顧問  服部昌太郎 （中央大学名誉教授） 

 
 
  来年で 50 回を迎える海岸工学講演会が釧路市

で開催され、出席のため 10 月 21 日の午後羽田を

飛び立った。在外研究で欠席した第 23 回の講演

会以外は、第 2 回講演会(東京)から参加している

私にとって、大きな刺激を受けるだけでなく、新

たな意欲を掻き立てられる海岸工学講演会への

参加は、最大の年中行事である。 
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今年の講演会に採択されたエコーからの発表

論文は過去最多の 18 編に達し、論文内容が基礎

的課題から生態系と沿岸環境までの非常に幅広

いことが特徴である。これは海岸工学の領域拡大

と関連事業の活性化にともなって、発表論文テ－

マと研究手法が年とともに大きく変わっている

ことの反映とも言える。 
大学を退職し研究の第一線から身を引いた立

場になったことを幸いに、今年の発表論文にどの

ような傾向が認められたかを調べてみようと思

いついた。したがって以下は、年寄りの癖である

「独り言」と思っていただきたい。 
海岸現象の外力である｢波と流れ｣(154 編)、海

岸地形変化と予測にかかわる｢漂砂｣(97 編)と、海

岸構造物の特性と機能を検討する｢構造物･施設｣

(109 編)の、これまで海岸工学研究課題の三本柱

と考えられてきたテーマに比べて、今年も十年以

前から増加傾向が認められる｢地球・沿岸域環境

問題と生態系｣(241 編)関連の発表が多いのが目

を引く＊。 
｢波と流れ｣のなかで発表数の最も多いテーマ

｢沿岸域の流れ｣では、沿岸・生物環境を左右する

閉鎖性浅海水域での水質と潮流・密度流の問題が

取り上げられ、次いで複雑な流体運動の機構の知

見が未だに充分でなく、しかも底質輸送にも関係

があるテーマ｢砕波帯と遡上域｣と、海岸工学の基

礎課題である｢波動場の解析｣が続いている。 
｢漂砂｣では、砕波・遡上波と底質運動との間の

｢漂砂の機構とモデリング｣の発表は多いが、沿岸

環境問題で注目されている干潟の形成と底泥に

対する発表がほとんどないことが不思議でなら

ない。今一つ気になることは、「環境問題」とし

て超音波流速計による底泥浮遊の現地観測を取

り上げた発表があるが、｢漂砂｣には一編しかない

ことである。一時期に比べて浮遊漂砂の論文数が

少なくなったことは、問題が解決したのではなく

浮遊機構の実態が充分解明されていないことで、

実験室スケールではなく現地スケールでの検討

が必要であると考えられる。海岸法の改正により

事業量が増加し、一層の関心が持たれて論文数が

多い「海岸過程」と｢構造物と漂砂｣の発表が今一

つ盛り上がりに欠けたことは、前記した現地での

流体運動と底質輸送の外力に対する時間的･空間

的な応答スケールに対する知見が不足している

ことだと思われる。しかし、現地海浜現象の解明

を目指し、新たな観測手法を用いた研究発表があ

ることは、この分野の一層の発展が期待される。 
｢構造物と施設｣で取り上げられているテーマ

の多くは、ここ数年来余り大きな変化は見られな

いようである。それにしても、国外で盛んに議論

されている信頼性設計や性能設計に関する発表

が少ない原因はよく分からない。 
環境問題と生態系の発表で取り上げられてい

るテーマは多様多岐にわたるが、閉鎖水域での底

質と水質、渚での生物と植生の生態環境の改善に

関する研究が、主要なテーマとなっている。我々

は渚の持つ語感から｢親近感｣と「清潔」をイメー

ジするが、親近感は日常生活を通して、また清潔

さは海と川の交換作用と生物間の多様な相互作

用により維持されてきたに違いない。問題の性格

上現地観測をベースにした研究が多いが、関係す

る外力場の変動性と生物系のライフサイクルを

考えると観測期間が長期化することが確実であ

ることから、研究成果を統合整理して問題解明の

方向性を提示する組織を、いまこそ確立する必要

があると思われる。三宅島の火山噴火で島民が退

去すると島周辺の漁場の浄化が進み、生物環境が

順調に回復していることが報じられているよう

に、自然は非常に繊細なものである事を念頭にお

きながら… 
 
独り言が思わぬほど長くなり、草臥れてきたの

でそろそろお仕舞とするか。  

 
＊ 講演会の発表論文数は 308 編であるが、論文集巻末の

分類は著者が論文提出時に重複記載した関連分類項目に

よったため、課題分類ごとに記載されている論文数が実際

に発表された論文数を上回ることになった。 
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●海外紹介 

＜カーボヴェルデ共和国（Republic of Cape Verde）＞ 
 

 日本国ＯＤＡ無償資金協力によるプロジェクトとして、平成 10 年～12 年にミンデロ漁港（サン・ヴ

ィンセンテ島）の基本設計、詳細設計、施工監理を、平成 13 年からはプライア漁港（サンチャゴ島）

拡張の基本設計、詳細設計を実施し、現在施工監理を行っています。 

 
・位 置：アフリカ大陸セネガル共和国の西 650km に位置し、北緯 16

度、西経 24 度を中心とする半径 200km の範囲内に点在する

主要 10 島（１島は無人島）と 13 の小島から成り立つ大西洋

上の島嶼国家 
・総面積：4,033ｋ㎡（各島は火山起源で、海岸線は切り立った崖状を

なしており、平野部は少ない 
・気 候：熱帯性で暑く乾燥しており、雨量が少ない。北東貿易風に支

配され、ハマターンと呼ばれる砂嵐が吹く。平均気温は 2
月が最低で 22℃程度、9 月が最高で 27℃程度である 

・人 口：約 43.5 万人（2000 年推計）、人口増加率は 2.4％／年。本国

在住人口の 1.4 倍にあたる 60 万人が海外移民労働者としてポルトガル、アメリカ等に居住 
・人種構成：ムラート（ポルトガル人とアフリカ人との混血）が 70％を占める 
・宗 教：大半はカトリック教徒 
・公用語：ポルトガル語 
・首 都：プライア（人口約 6.2 万人）国民の約半数が

居住しているサンチャゴ島にある 
・主要産業：農業・漁業の労働人口は 6 割を占めている

にもかかわらず、食糧自給率は低い 
・GDP ：580 百万 US$で、一人当たり 1,371US＄ 
・貿 易：輸出品は、冷凍魚、バナナ、魚缶詰などの農 

  水産品、輸入品は、食料品、工業製品、石油 
  製品、自動車が主体であり、1997 年の貿易 

額は、輸出額 43 百万 US$に対して、輸入額 
は 215 百万 US＄と大幅な輸入超過である 

＜豆知識＞                        
・自分達は大陸のアフリカ人とは違うという自負心を持っているので、話をする時は注意が必要 
・同国の要人は圧倒的に女性が多く、優秀な男性は皆海外の大学に行き戻って来ない人が多い 
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