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台風によって引き起こされる高潮は，低気圧による吸い上げ効果に伴
う強制波としての偏差と，自由波として遠方から伝播する波動による
前駆波（例えば「あびき」現象）により災害をもたらすことがある．
また，台風の強風による高波は，港内静穏度，航路安全性，航路埋没，
海岸浸食，などに強く関与する．
沿岸災害評価に向けて，これらの外力を正確に予測することが重要．

前駆波

台風による海岸への影響
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台風による強い風応力によって瀬戸内海のような内湾・内海では混合層が深くな
り，成層が破壊される．その後，淡水による傾度力により再成層する(e.g., 
Chesapeake Bay; Li et al., 2007)．瀬戸内海では基本的に時計回りの循環流が
支配していることが知られているが(e.g., Uchiyama et al., 2011)，台風通過に
伴う海水流動への影響に関する研究は十分ではない．

台風による内湾・内海への影響



台風による外洋への影響
台風はその強い風応力を通じて機械的に海洋表層を撹拌し，広範囲
にわたる海面水温低下を引き起こす(e.g., Price, 1981)．さらに，
台風強度に応じて海洋内部の水温構造にも影響を与えることが知ら
れている．台風下での海面水温低下は海洋からの潜熱損失を著しく
促進するため，大気下層部の熱収支構造を変化させるなど大気へ
フィードバックし，台風強度に影響を及ぼす(c.f., Schade and 
Emanuel, 1999)．したがって，3次元的な海水温低下のメカニズ
ムを知ることは台風強度の予測精度の改善にもつながる．



瀬戸内海周辺海域を対象とした
広域3次元高潮予測モデルの開発



2014年に上陸した超大型台風

カテゴリー5，900hPa，10/3～10/14
2014年で最も強大な勢力を持ち，沖縄本島
を通過し，西原市で高潮災害を引き起こした．

各台風のベストトラック

台風19号

台風1８号

カテゴリー4, 935hPa, 9/29～10/6
静岡県浜松市付近に上陸．広範囲に大
雨をもたらし，各地で土砂災害が発生．

台風1９号による高潮災害
（沖縄県西原市）



瀬戸内海計算条件
ROMS 計算領域

計算期間 1/1/2013~10/21/2014

水平計算格子 920× 720

水平解像度 2.0 km

鉛直計算格子 32 層

海上風 気象庁GPV-MSM
（2時間間隔）

海面熱フラックス

その他の各フラックス

GPV-MSMを用いた
バルク式
気象庁観測値

COADS

河川流量 日本河川協会の雨量
流量データベース

境界条件・初期条件 JCOPE2

T-S nudging
(1/20day−１)

JCOPE2(10日平均)

海底地形 JEGG500
SRTM30



吸い上げ効果(inverse barometer effect：IBE)導入による高潮偏差
を評価するために，気象庁の観測値がある静岡県御前崎市，高知県室
戸市，宮崎県油津において，吸い上げ効果あり，吸い上げ効果なしの
計算結果及び観測値との比較を行う．

～評価方法～

Model Skill [Wilmott]

高潮偏差の再現性 ～観測値との比較～

Skill =1-
Xmodel - Xobs

2å
Xmodel - Xobs + Xobs - Xobs( )2

å 油津

室戸

御前崎

＊値が1に近づくほど再現性向上



御前崎市

室戸市

台風1８号 台風1９号

台風1９号台風1８号

Model Skill

吸い上げ効果あり 吸い上げ効果なし

御前崎 0.7164 0.0886

室戸 0.7737 0.0329

油津 0.7556 0.0869
約10倍

吸い上げ効果を入れることで，高潮偏差の再現性が著しく向上

期間：10/2～10/14



高潮偏差 ～台風18号・19号における高潮の空間構造～

海面水位の分散 （台風期間：9/28-10/16）

台風経路

伊勢湾

周防灘

西原市



台風18号

最接近時

台風19号

周防灘上陸
10時間前

周防灘

黒コンター：海面気圧 ベクトル：風速・風向 カラー：高潮偏差

エクマン輸送



高潮偏差の時系列の比較

周防灘

約2日間

西原市

約1日間

台風19号

台風19号

台風18号

台風18号

黒線 : モデル ζ1

青線 : 吸い上げ効果のみ ζ2

マゼンダ線 : 吸い上げ効果なしζ1 – ζ2

吸い上げ効果

吹き寄せ



台風が及ぼす黒潮への影響

●流速が大きくなっている部分が黒潮断面．
●台風が通過するまでは，黒潮流路は安定している．
●台風通過後に黒潮流路が水平，鉛直方向に振動している．
●黒潮の流速は，減少・増加を繰り返している．

黒潮
検査線に対して垂直成分の流速

気圧分布

混合層



10/4/2014

10/6/2014

10/12/2014

10/14/2014

台風18号通過前

台風18号通過後

台風19号通過前

台風19号通過後

三重県水産研究所



質量フラックス 台風18号 台風19号

期間：9/28-10/14
＊時計回りを正

反時計回り反時計回り

豊後
水道

紀伊
水道

豊後水道

紀伊水道

[8~10月までの平均通過流量]
毎秒約1万トン（時計回り）

↓
[台風19号通過時]

毎秒約8万トン（反時計回り）

＊淀川 毎秒約160トン（平常時）

毎秒約1万トン毎秒約1万トン

毎秒約8万トン毎秒約8万トン

25万
トン



EKE

水温低下

渦運動エネルギー(eddy kinetic energy)

水深5m 水深30m 水深50m

約300km

約200km

＊台風の影響を取り出すためにハイパス・フィルターを用いて30日以上の周波
数成分を除去し，各種乱流統計量を求めた

メソスケールの海洋混合及び海水温低下



水温の時系列

台風18号 台風経路の左側約50km

台風18号

水温低下

経路左側50km

3℃

●最接近に伴いすべての点で水温
低下が見られるが，台風経路の
右側ではより顕著に水温低下して
いる．
●経路右側50km地点では，約3℃
の水温低下が見られる．

実線（黒）：混合層厚
点線（黒）：最接近時（18号）
カラー：水温

経路左側25km

経路中央

経路右側25km

経路右側50km



台風18号 経路左側50km

鉛直渦動粘性係数（Kv）
の時系列

鉛直渦動粘性係数は
混合の強さを評価する

●経路右側50kmの鉛直混合
が水深約80mまで増大し，
それに伴って混合層は90m
近くまで達している
●経路左右で30mほどの
差がある

実線（白）：混合深厚
点線（白）：最接近時
カラー：鉛直渦動粘性係数

経路左側25km

経路中央

経路右側25km

経路右側50km

台風19号



左50km

左25km

経路中央

右25km

右50km

流速u（東西成分）
の時系列

実線（黒）：混合深厚
点線（黒）：最接近時
カラー：流速 u

●台風通過に伴って約日周期
で振動しており，10日間ほど
かけて減衰していく．
●表層の運動量は台風通過直
後に混合層下部まで伝播して
いる．
●混合層以深では，位相を
180度を変え，振動している．



連続ウェーブレット変換

経路左側 50 km 

経路左側 25 km

経路中央

経路右側 25 km 

経路右側 50 km

z = -25 m (混合層内部) z = -50 m (混合層底部) z = -100 m（海洋内部）

date in 2014 date in 2014
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瀬戸内海周辺海域を対象とした
広域高波予測モデルの開発



第3世代スペクトル波浪推算モデルSWAN
(Booij et al., 1999; Ris et al., 1999)

スペクトル波作用量保存式

時間
変化項

群速度による移流項
シンク・ソー
ス・非線形相
互作用項

ソース項：海上風による作用量入力

シンク項：白波砕波，浅海砕波，底面摩擦

非線形相互作用項：三波共鳴，四波共鳴

瀬戸内海モデル計算条件：
水平解像度1 km，海上風（気象庁GPV-MSM），境界条件（気象庁GPV-
CWM；解像度約5 km，外洋モデル），方向36分割，周波数20成分
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紀伊水道沖（東経134.9度，北緯33.3度地点）における波浪統計量の
2012年の1年間に対する時系列．上から，有義波高Hsig (m)，ピーク周
期 Tp (s)，ピーク波向 qp (o)．青線：高解像度モデルSWAN，マゼンタ
線：気象庁CWMによる．

再現性性能評価

有義波高

ピーク周期

ピーク波向



瀬戸内海周辺海域における（上）台風通過時（9/30/2012），（下）低
気圧接近時（10/9/2012）の波浪統計量の空間分布．左から，有義波高
Hsig (m)，ピーク周期 Tp (s)，ピーク波向 qp (o)．黒枠はSWAN瀬戸内海モ
デル領域，その外側はGPV-CMW再解析値を表す．

有義波高 ピーク周期 ピーク波向

台風通過時

低気圧接近時



まとめ
瀬戸内海周辺海域を対象とした高潮・高波予測モデルを開
発し，その性能評価を行った．いずれも高潮，波浪の予測
精度は良好であることが示された．

台風の経路によって高潮の発生機構は大きく異なる．2014
年台風18号，19号の例では，周防灘では風応力の増加に伴
う水位上昇が，沖縄本島では気圧低下による吸い上げ効果
がその原因であった．

台風通過に伴う黒潮流路の振動が確認され，黒潮流路が紀
伊水道に入り込むタイミングに対応して，瀬戸内海では反
時計回りの循環流が卓越した．

外洋では，台風経路の右側の広範囲でEKEが発達し，その
部分では水面下90m近くまで水温低下が起こっていた．


