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      水産庁 整備課 

      水産庁 防災漁村課 

      河川局 海岸室 

      港湾局 海岸・防災課 

      港湾局 技術監理室 

      気象庁 企画課 

      北陸地方整備局 河川部 

      北陸地方整備局 港湾空港部 

 

（オブザーバー） 国土地理院 

         海上保安庁 

         富山県 

         新潟県等 

 

（議事録） 

【港湾局海岸・防災課】  おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから、第２回

高波発生メカニズム共有に関するＷＧを開催いたします。 

 それでは、まず初めに、出席者のご紹介をさせていただきますが、年度が変わりまして、人事異

動等でメンバーが一部変更になっております。専門家の立場でご参加をいただいておられますメン

バーで異動された方のみご紹介をさせていただき、その他の方につきましては、出席表と配席表を

もってご紹介にかえさせていただきたいと思います。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんいただきたいと思います。まず、

頭に記事次第があります。３枚組のペーパーでございます。国土交通省港湾局とあります配付資料

が一式でございます。続きまして、河川局の配付資料の一式、続きまして、水産庁さんの配付資料
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一式。最後に、気象庁さんの配付資料一式でございます。ございますでしょうか。ご確認をお願い

いたします。 

 次に、議事録の取り扱いについて確認をさせていただきます。本日の議事録は、速記したものを

発言者の皆様にご確認いただきまして、発言者の氏名を除いてプレスリリースにより公開という扱

いにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【港湾局海岸・防災課】  ありがとうございます。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 では、開会に先立ちまして、座長より一言ごあいさつをいただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

【座長】   

 前回、活発な議論をいただきまして、かなり今回の広域的な波浪災害の特徴がわかってきて、長

周期波、うねり性の巨大波浪といいますか、そういったものが浮かび上がってきているわけであり

ます。 

 前回以降、私、現場に行く機会がありまして、入善と佐渡には行かせていただきました。当日、

風の強い日で佐渡に渡るのが大変だったんですけれども、ちょうどうねりを見ることができました。

感じましたのは、岬を回るとがらっと波が変わるというのが、富山でもあったし、佐渡でもありま

した。長周期の波というのは、長周期であると同時に規則的になるという特徴があって、そういう

規則的な波というのは、集まるところには集まるけれども、集まらないところには全然来ないとい

う特徴を示すわけです。 

 これが例えば防波堤の波力ということを考えると、あるケーソンには、いつも衝撃砕波力は当た

るけれども、あるケーソンには全然と言うか、要するに砕破しないとか、侵食でも同じようなこと

が起きて、非常にコントラストのついた越波でも同じですけれども、コントラストのついた現象と

いうのが、長周期であると同時に規則的であるということから起きるということがもう１つの特徴

だったんじゃないかということも感じました。 

 そういった観点からも、ぜひ、前回の議論を受けて、このワーキングはあまり局所にとらわれず

に、隣を見るということも１つの目的ですので、そういった観点から議論していただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【港湾局海岸・防災課】  ありがとうございました。 

 では、ここからの議事につきましては、座長にお願いしたいと思いますので、座長、よろしくお

願いいたします。 

【座長】  ありがとうございます。 

 それでは、資料も非常に多くございますので、基本的には前回と同じで、各機関から資料説明を

いただいて、資料に関するご質問等はその場で受けてというのを一通りやりまして、その後で全体

を通して討議をやるというスタンスで進めたいと思います。 
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 各機関で非常に密に調べていただいておりますので、とても詳細をご説明いただく時間はありま

せん。むしろ、冒頭でも申し上げましたように、このワーキングは情報を共有して俯瞰するという

ことが目的ですので、必ずしも詳細までは十分把握できなくても、エッセンスをみんなで共有して

いただくということのほうが大事だと思いますので、大変恐縮ですが、前回と同じで、各機関、１

５分というのを目安にしていただいてご説明いただきたいと思います。また前回と同じ、私、同じ

時計、１５分になっていますので、一応ピピピと鳴らさせていただきますので、目安にしていただ

ければと思います。 

【座長】  順番は、私の手元にある資料の順番でよろしいでしょうか。港湾局、水産庁、河川局、

気象庁ですか。この順番でお願いいたします。では、まず港湾局からお願いいたします。 

【北陸地方整備局港湾空港部】  北陸地方整備局の○○でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 お手元の資料、港湾局のクリップどめのものでございます。本日は最初に、当時のビデオ、波浪

来襲のビデオがございますので、それをごらんいただくとともに、再現計算をしましたものを可視

化したものもございます。それをあわせてごらんいただきたいと思います。資料の一番最後に、ど

こからビデオ撮影をしたかという図がございます。伏木地区の中で、その図、右の図の右下のとこ

ろにございます。そこから防波堤方向を撮影したものと、赤線で囲っておりますけれども、緑地、

護岸を撮影したものがございます。これをごらんいただきたいと思います。 

 これは、緑地の護岸を遡上する波の様子になっております。 

 これが護岸になっておりまして、この上が緑地になっているわけですけれども……。 

【座長】  高さ、何メートルかわかります？ 

【北陸地方整備局港湾空港部】  護岸のですか。 

【座長】  はい。 

【北陸地方整備局港湾空港部】  済みません、ちょっと今……。後ほど。 

【座長】  大体でいいですけれども。もしわかれば。では、後で。 

【北陸地方整備局港湾空港部】  こちらが伏木の防波堤を越波する状況になっております。 

 先ほどと同じですね。 

 こちらが、緑地の護岸沿いを波が遡上する様子を再現計算いたしまして、可視化したものになっ

ています。 

 それでは、お手元の資料で説明をさせていただきたいと思います。 

 資料、クリップを外していただきますと、委員会のメンバー表がございますが、さらにめくって

いただきますと、右肩に資料１から資料５までございます。委員会に出しましたのは資料２以降で

ございまして、その概要を資料１にまとめております。資料を引用しながら説明をさせていただき

たいと思います。 

 当日、大きくは２つの議事につきまして説明と議論をいたしております。１つ目は、「寄り回り

波」による過去の港湾施設被災・検討事例の整理ということで、資料としましては、主に資料２を
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使って説明をしております。 

 その報告の内容、概要をかいつまんでご説明をしますと、過去の被災事例につきましては、主に

３つぐらいの特徴があると整理をしてございます。資料の中でごらんいただきますと、４ページ目

から過去の被災事例の一覧がございます。 

 １１５４年から１４７件ほどの事例がございますが、これを統計処理いたしますと、７ページに

ございますように、出現月の頻度というのがあります。主に被災がどの時期に発生しているかとい

うことにつきましては、大体１０月から３月、冬期間ということになりますが、この期間に多く発

生しておるということがわかります。 

 また、施設につきましては、資料の９ページにありますけれども、被災施設、延べ８３施設の約

半分が護岸、堤防、離岸堤といったものが占めてございます。 

 また、３つ目の特徴といたしましては、資料の８ページにありますように、被災箇所がどの地域

に集中しているかということですけれども、全体２１０カ所のうち下新川郡、滑川市、射水市、こ

れで全体の約７割の被災を受けているという過去の事例の整理ができます。 

 また、資料の１５ページ以降につきましては、文献の整理をしております。過去、かなりの文献

がございまして、こういったところを改めてひもときますと、資料１、概要にございますように、

④、⑤のような特徴がございます。 

 寄り回り波につきましては、発生時に、波の発生海域が北海道西方になりますけれども、北寄り

の風速が２０メートル以上、１０時間以上吹き続けるという現象の後に、この波が富山湾に伝搬す

る。そうしますと、波高が３メーターから５メーター、周期としましては１０から１２秒のうねり

が観測されるといったことが過去の文献でも述べられているということがわかりました。 

 これに対しまして、課題とか意見等につきましては、３つほど主に書いておりますけれども、寄

り回り波が来るときには、潮位に一、二分程度の周期変動が生じるということと、潮位変動は、構

造物の安定性や被災のメカニズムに影響するので、今後検討が必要との意見が交わされております。

また、長周期の成分については、波高や周期がどうなっており、どういう場所で発生しているかに

ついて検討する必要があるということが意見として出されております。 

 資料１の裏に２つ目の議事がございます。これにつきましては、「うねり性波浪」の特性解明に

ついてということで、資料３と４を使って説明をしております。 

 まず、資料３の２ページ目をごらんいただきますと、うねりにつきましては、大きく２方向から

の進入があると。約１０度と約４０度といった２方向からの進入があるということが特徴としてご

ざいます。 

 また、富山湾の振動の固有周期につきましては、３ページ目にその潮位の観測データがございま

すが、これを見ますと、寄り回り波が来襲したところを見ますと、ちょっと見にくうございますけ

れども、横軸、１時間ごとに線が入っておりますけれども、そこをごらんいただきますと、固有周

期については大体３０分程度といったものが見られております。 

 また、資料４でいいますと、７ページ目に波高の観測データを載せてございますが、２月２４日
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１６時には、富山で観測された有義波高９.９２メーターといったものが過去最大の波高として記録

されております。 

 また、④といたしまして、８ページ目をごらんいただきますと、長周期波高の影響と考えられま

す周期３００秒程度の潮位変動が、８ページ目の下の図でごらんいただけるかと思います。これに

伴いまして、水位上昇の推定値が３４センチということでございます。 

 また、⑤といたしましては、資料は１２ページからになりますけれども、ブシネスクモデルを使

いまして解析を実施しておりますけれども、１２ページ以降、解析の結果を載せておりますが、２

０ページ目をごらんいただきますと、今回の来襲波と設計波で堤前波、防波堤の前面でどのような

波が発生しているかというのを解析、計算しております。 

 これを見ていただきますと、ブシネスクモデルによる解析では、長周期波浪により、非線形性が

卓越しますので、設計波より大きい波浪が北防波堤に来襲しております。２０ページの図で言いま

すと、Ｂ区間、青い線につきましては従来の設計波の計算値になります。赤い線が今回の来襲波で、

被災波で計算したもので、特に被害が大きいＢ区間につきましては、既往の設計波よりもかなり大

きな堤前波が発生しているということでございます。 

 こういった報告をいたしまして、意見としましては、３つほど書いております。滑川や魚津につ

きましては、１０から１５度の方向のうねりが入ってくる。また、伏木、氷見、新湊につきまして

は、４０度の方向からのうねりが入ってくる。富山は２つのうねりが入るのですが、沖合まで浅く

なっておりますので、減衰するということが意見として出ております。 

 また、波長３００メーターのうねりが来ておりまして、水深１５０メーターぐらいから海底地形

の影響を受けるということですので、そういった部分での詳しい計算が必要との意見が交わされて

おります。 

 また、複雑な海底地形やうねりのスペクトル形状も考慮した検討が必要ではないかという意見も

受けております。 

 こういった意見、議論を踏まえまして、今後の検討事項といたしまして３つほど書いております。

１つは、うねり性波浪の特性解明をさらに進めるということでございまして、具体的には、防波堤

沖合の複雑な海底地形、これをできるだけ考慮するということと、うねりのスペクトルについても

考慮した計算を改めて実施するということでございます。 

 また、こういった成果につきましては、今後の設計へどのように活用するかということも課題と

考えております。 

 もう１つ、寄り回り波の予測といったこともやはり今後の大きな課題ととらえておりまして、こ

ういったことを次、３回目の委員会に向けまして検討していきたいと考えております。 

 資料につきましては以上でございますが、先ほど、冒頭、ビデオをごらんいただきまして、緑地

の護岸の天端につきましてですけれども、その緑地ということで何段階かあるんですが、天端が大

体１メーターから４メーターといったことで区間ごとに変化はさせております。 

 以上でございます。 
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【港湾局海岸・防災課】  港湾局災害対策室の○○でございますが、若干補足させていただきま

す。 

 前回、第１回のワーキングで座長からご指摘をいただきまして、こういった今回の資料にありま

すような過去の被災事例のようないろいろな関係資料については、データベース化して利用しやす

くしてはどうかというご指摘をいただきました。新たに共通のシステムを構築していきますのは、

時間も、結構お金もかかるのかなということもございます一方、迅速な情報公開を進めるという観

点から、今回、各委員会の資料だとか、このワーキングに提出いたしました資料についてＰＤＦ化

いたしまして、各省庁のホームページ上で公開するという方向で対応させていただければと考えて

おります。 

 公開するホームページアドレスについては、議事録等のプレス発表の際にもお知らせさせていた

だきますし、また各ホームページの間は相互リンクで結ぶような方向で調整をさせていただきたい

と考えておりますので、こういったことでご勘弁いただけないかと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

【座長】  ありがとうございます。ぴったり１５分でした。 

 では、ご質問等があれば、まずお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 私から、事の概要をまとめていただいたやつが非常によくわかりやすいんですが、２の富山の扱

いなんですが、報告には、富山は９.９２で過去最大と。多分、伏木の倍以上あったと思うんですけ

れども、課題では、富山は減衰すると書いてあって、ここの考え方がちょっとよくわからないんで

すけれども、富山は波が、上から見ると集中すると読めるし、下では減衰する、波高が小さくなる

と読める。ここはどういうふうな考え方で今整理されているんでしょうか。 

【北陸地方整備局港湾空港部】  富山の観測点につきましては、水深２０メーター程度のところ

で波浪観測をしてございます。そこでの観測値ということで数字を出させていただいておりますが、

それ以降、海岸線までかなり浅い領域が広がっておりますので、この波が直接進入するわけではな

くて、やはり浅水変形をしてかなり減衰するということが考えられますので、実際に被災というと

ころには結びついていないと考えております。 

【座長】  わかりました。沖のほうでは高くなるけれども、そこから、今の場合は港湾施設でし

ょうか、ここへ来るまでの間で砕けるから、富山は大きな被害はなかったんじゃないかという、そ

ういう整理ですね。 

【北陸地方整備局港湾空港部】  はい。 

【座長】  ○○さん、そういうことでよろしいですか。 

【委員Ａ】  ここに書いてあります課題の富山湾に２つの方向からうねりが入るというのは、こ

れは全般的に見て、進入方向から見ると、滑川や魚津についてはかなり頻繁に寄り回り波が入って

いるんですが、富山については、従来はそんなに大きくはならない、遮へい域になっていたという

ことでございます。 

 それで、今回、富山の観測点で９.９２ｍを記録しておりますのが、実は細かい地形についてはま
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だ水深データがありません。寄り回り波全体の傾向としては、富山の前面は小さいとは思われるん

ですが、ただ、局所的にはかなり大きくなる点があると思います。それにつきましては、今後、詳

細な地形データをつくって詳細な計算をすると、実はちょっと波高計が置いてある地点がテラス状

の特殊なところにありますので、そのあたりで局所的に大きな波になったのではないかと思います。 

 あと、先ほど○○がおっしゃったように、富山の施設というのは意外とまだこれから沖に伸びな

きゃいけなくて、少し浅いところに集中していますので、被災そのものはなかったと聞いておりま

す。 

【座長】  ありがとうございます。 

 ほか、ご質問はございますでしょうか。 

 なければ、今データベースの話が出ましたので、資料のＰＤＦ、私も見せていただきましたが、

ぜひ各委員会で公開いただけると助かると思います。ただ、役所の公開というのは、期間が決まっ

ていまして、すぐなくなっちゃうんですね。すぐと言うとあれですけれども、あまり長くは続かな

い、当然だと思いますけれども。一方で、どこかできちんとバックアップをとるというか、それは

多分学会かなと思っておりますが、そういうことも考えたいと思うので、公開いただくのと同時に、

ご提供もいただければありがたいと思います。その辺は各省庁、よろしゅうございますか、ＰＤＦ

ファイルについて。 

【港湾局海岸・防災課】  事前にそういったお話もお伺いしておりましたので、各省庁さんにも

その旨ご連絡をさせていただいて、特に、映像とかを撮った方のご了解がいただければ大丈夫じゃ

ないかなと思っておりますので。 

【座長】  わかりました。 

 今、ご提供と申し上げたのは、資料、ＰＤＦファイルでして、それとは別に写真等について、写

真とか映像というのが、今も見せていただきましたが、非常に貴重なものがあって、これは災害の

分析だけじゃなくて研究ですね。まだ今後研究が進んでいくわけですけれども、その上で非常に役

立つことがあって、これについても多分学会が中心になってということになると思う。今、海岸工

学委員会で災害のライブラリーをつくろうという動きが動き出したところでして、まだ全然形にな

っていませんが、そういう場は提供できると思いますので、コンテンツをご提供いただければと思

います。あわせてお願い申し上げます。 

 ほか、お気づきの点はございますか。 

 よろしければ、次の１５分でして、水産庁さんからご説明をお願いします。 

【水産庁整備課】  よろしくお願いいたします。 

 お手元に配付した水産庁の資料で、クリップを外していただきますと、資料が分冊になっている

かと思います。見やすいかと思いますのでお願いいたします。 

 まず、第２回の委員会でございますが、先週の１０日に行われました。議事としましては、第１

回委員会での指摘事項とともに、災害状況について、より詳細ないろいろなデータを追加情報とし

て提供させていただきました。 
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 それから、高波浪、異常潮位等のメカニズムについて、資料２、資料３で、追加資料を説明させ

ていただきました。 

 それと、今回、沖波から堤前に向けての地形等のいろいろ影響を踏まえた被災要因について、資

料４という形でそれぞれ後ろにつけておりますが、議事次第に沿って説明させていただきました。 

 出席者、座席表等がございます。それから、第１回の議事録概要。その次の資料として、第１回

委員会での主な指摘事項がございまして、議事に入った次第でございます。 

 簡単にポイントだけを資料に基づいて説明させていただきます。 

 まず、資料１にございます漁業地域における被害状況は、前回の第１回委員会からの追加資料に

なっております。 

 めくっていただきまして１ページ目に、水産関係の被害については、最新の情報に変えておりま

す。富山県、新潟県の情報も同様でございます。 

 ちょっと飛びますが、８ページ目を見ていただければと思います。今回、第２回目では､入善漁港

海岸の被災箇所の測量実施した結果についても載せてございます。９ページは標準的な断面図にな

っていますが、１０ページから１１、１２ページと港から右側と申しますか、どんどん上に１号、

２号となっています。１３、１４ページと海岸線に沿ってより右側の被災の状況で、１８、１９、

２０ページまで被災状況を載せております。概要としましては、特に港のほうが非常に大きな被害

が見られますが、今回の測量結果もそのような結果になっています。 

 ２１、２２ページが被災の状況の写真となっております。 

 簡潔に引き続き説明させていただきますが、２３ページからは新潟県の佐渡の鷲崎漁港の被災の

状況についての追加資料を載せております。 

 ２４ページが平面図で、２５ページめくっていただきますと、そのときの標準断面図がございま

す。２６ページから３０ページまで測量の結果を載せてございます。 ３１ページから具体的にケ

ーソンの被災の状況について、特に港外側を中心に載せております。 

 ３２ページのケーソンの No.３の中に、被災した穴が見受けられます。ブロック等も破損してい

る状況が見られます。 

 続きまして、３３ページには、委員の先生からも、なぜこういう穴があいているのかというご指

摘がございまして、異常な波圧がケーソンに作用したという状況が見られます。 

 ３３ページから４３ページまで同じような状況の写真が続いております。 

 ４４ページを見ていただきますと、新潟県の佐渡のもう１つ、水津漁港の被災状況についても同

様に追加資料を載せております。４５、４６ページは、平面図、断面図になっております。 

 ４７ページから４８、４９、５０ページまで測量の結果を載せております。 

 ５０ページを見ていただきますと、ケーソンが港外側に移動しているという状況も見られます。 

 ５１ページから５４まで、水津ではケーソンが大きく破損しているという状況が見られます。 

 ５５、５６ページは、第１回委員会の中で、時系列で被災の状況について詳しく聞き取り調査を

行ってほしいという意見があり、入善町、新潟県のご協力で、どのような時間帯にどのような状況
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が起きたのか簡単にまとめております。 

 以上は被災状況の追加状況ということで出させていただきました。 

 資料２は、今回の潮位の特性の追加資料です。 

 １ページ、めくっていただきまして、前回、富山、新潟の近傍の潮位のデータだけ提示させてい

ただいたんですが、日本海全域でどのような状況かという意見があり、追加で小樽から浜田までの

データを載せております。潮位と偏差のデータです。特に輪島が非常に大きな１メートルとありま

すが、ほかは２０センチから３０センチ程度ということでありますが、特に北側は少し高い傾向が

あるという状況がわかります。 

 ４ページ目に、潮位の成分の分析を載せております。５ページ目を見ていただければと思うんで

すが、伏木、富山、新湊、新潟西、酒田、これは港湾局のナウファスのデータをいただきまして、

それを潮位の偏差について分析したものですが、６ページにそのパワースペクトルの結果を出して

います。ある特定の周波数でエネルギー密度が大きいという特徴があります。 

 ４ページ目に戻っていただきまして、こういう長期の振動が、簡便的に有義波高換算すると数十

センチに相当するだろうという試算のデータを載せております。 

 ８ページ目は河川局から提供いただいた田中の観測の生のデータです。０.５秒ごとのデータをい

ただきまして、時間の関係で１時間のデータで分析して、どのようなスペクトルが強く出ているの

かを整理したのが９ページにございます。これは田中と生地の３種類のデータ、それぞれ特徴が出

ているかと思います。 

 １０ページについて、今回、高潮がどのような状況であったのかということを調べるために、高

潮の推算も行っています。１０、１１、１２ページがそのモデルの概要の説明になっております。

結果は１３ページからになります。図は１時間置きの高潮の状況の結果を示しております。 

 １６ページを見ていただきますと、ちょうど２３日の深夜にかけて大きな高潮の影響が強くでて

いる状況が見られるかと思います。輪島についても高い傾向がシミュレーションの中ではっきり再

現されています。 

 以上が、潮位についての追加資料です。 

 引き続きまして、資料３の波浪の推算による沖波特性の把握は、これも第１回目の委員会からの

追加資料です。委員会でのご指摘の中で、少しいろいろな推算結果の風のデータ、あるいは波のデ

ータについて、もう少しデータを整理して出してほしいという意見がありました。１ページから５

ページまでは、推算の手法についての記述ですので、省略させていただきます。 

 ６ページ、７ページが今回の風の推算の結果になっています。北海道北西のサハリン沖で風が強

く出ているという状況も見受けられるかと思います。 

 ８ページを見ていただきますと、波浪の推算結果があります。左側は波高と波向き、右側は、周

期のそれぞれ時系列のデータの一部を載せております。８ページから１１ページまでは推算の結果

で、追加資料として説明させていただきました。 

 １２ページでございますが、今回の方向スペクトルの状況について整理しております。新潟鷲崎
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周辺の地点と富山湾の中のＰｔ２地点とともに、参考までに輪島、伏木、富山各地点について今回

のシミュレーションによる風向き装置の時間毎の風向きと方向スペクトルの状況を載せました。 

 １３ページから１５ページに鷲崎漁港沖の結果がございます。これは例えば９時から１２時と書

いてございますが、４つの図は、それぞれ９時、１０時、１１時、１２時と１時間置きのデータに

なっています。真ん中の矢印が風向きになります。方向スペクトルの強さが赤とか黄色とか色で映

されています。 

 １６ページから２０ページは、富山湾内の結果です。あるいは伏木、富山、輪島も同じような時

間帯の結果を載せております。 

 ２２から２３ページは、今回、鷲崎あるいは富山の入善について、どのような波高が来たのかと

いうことを分析したものです。Ａは有義波高と周期の時系列分布です。Ｂは特にうねり性のものと

風波のもので成分を分けた結果を示しています。赤が風波の影響、青がうねり性の成分ということ

で、鷲崎では、うねり性と波浪が同様な時間帯に強いエネルギーのピークがきているという状況が

見てとれると思います。 

 ２３ページは、同じく入善の漁港海岸の結果ですが、上は波高と周期でございますが、下が風波

の成分とうねりの成分の結果を示しております。これらの結果の概要に２４ページでまとめており

ます。 

 ２５ページから過去のうねり性波浪、あるいは通常の低気圧による波浪と今回の波浪の特徴の違

いを示した推算結果です。 

 ２６ページ、２７ページは、１９９１年２月のうねり性波浪という今回と同じような状況のとき

の風の場を示しています。２８、２９ページがそのときの波高の推算結果を示しております。 

 ３０、３１ページがほかの一般的な最近の低気圧による風の場の例として、またそのときの波高

が３２、３３ページと示しています。 

 ３４から３６ページは今回のケースになりますが、過去の被災と今回の波浪の特徴については、

３８ページに簡単に概要をまとめております。 

 以上が、資料３で、波浪に関する追加資料になります。 

 それから、資料４は、入善漁港海岸・鷲崎の被災メカニズムの検討ということで今回新たに出し

ています。 

 １ページ目を見ていただきますと、入善がどういう計算領域なり手法で堤前波を出しているか簡

単な条件の説明が書いてあります。２ページ、３ページも同様です。今回、ブシネスク方程式を用

いて波浪等の計算をしております。 

 ５ページ目に波高の分布を記載しています。特に港の近くで少し大きな傾向が出ています。 

 ６ページが１０秒間隔での水位スナップの出力の経過の例を示しております。 

 ７ページを見ていただきますと、平均水位上昇量分布、ウエーブセットアップについての結果で

す。今回、特に被災が大きかった港のある手前側の部分が非常に赤く水位上昇が特になっていると

いう状況がわかるかと思います。 
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 ８ページが長周期波振幅の結果になっております。 

 ９ページは、試算ですが、今回のブシネスク方程式で計算した結果です。現行の設計波よりも高

い波高が到達しているという状況がわかります。 

 １０ページについては、入善漁港海岸の被災についての検討内容を示しております。 

 結果につきましては、１つは屈折の影響、もう１つは、地形特に、堤前の急勾配地形の影響が大

きく出ているということがわかりました。 

 それらの概要の結果が２０ページに飛びますが、入善漁港の被災のメカニズムという形で、簡単

な概要をまとめております。 

 一方、鷲崎漁港につきましても、同様なブシネスクで堤前の試算結果を、それぞれ２２ページが

波高分布で、２３、２４ページが水位上昇等を載せております。設計と波力の違いということで、

２７、２８ページに、今回被災した防波堤ですが東防波提に大きな波力がかかっている結果を、特

に一部衝撃砕波圧もかかっているという結果の概要をまとめております。 

 あとは参考資料になっております。以上が、委員会で説明したものです。今後、特にどのような

メカニズムで被災が起きたのか、もう少し追加的に検討し、まとめていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

【座長】  ありがとうございます。 

 これについても、ご質問があれば、まずはお受けしたいと思います。 

【委員Ａ】  細かい話で恐縮なんですが、最後にご説明になった２１ページの鷲崎漁港の長周期

波の分布図なんですが、これは境界ではどのレベルの長周期波を与えておられるんでしょうか。具

体的には、２１ページの詳細地形のところの右側から入れると思うんですけれども、この時点では

長周期波はゼロ、あるいは何かレベルを与えておられるんですか。 

【水産庁整備課】  入力は規則波です。境界での振動分布によって、長周期が出ているという形

です。 

【委員Ａ】  境界での入射長周期波高は幾らですか。 

【水産庁整備課】  計算は、財団法人漁港漁場漁村技術研究所で行っています。担当者がおりま

すので説明してもらいます。 

【傍聴者】  ブシネスクの計算領域では、特に長周期波を入れるという形はしていません。沖合

からエネルギー平衡方程式で持ってきた波高自体を入れているだけでして、今出ているのは、セッ

トアップの効果とか、そういうところから出てくる成分までの長周期波ということでお考えくださ

い。 

【委員Ａ】  では、この境界の中で、計算上で出てくるものなんですか。 

【傍聴者】  そうです。 

【委員Ａ】  わかりました。ありがとうございます。 

【座長】  ちょっと確認です。今のは図１０の話？ 

【委員Ａ】  図１０ですね。 
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【座長】  図１３はどうなんですか。１３は入れていない。勝手に中でできちゃう長周期波です

か。 

【委員Ｂ】  その場所の時系列的に移動平均をかけて統計的に処理したものです。 

【座長】  わかりました。だから、入善のところの議論とはちょっと違うわけですね。入善のと

ころで長周期波が屈折するというのがあったと思うんですけれども、それとはちょっと違うと。 

【水産庁整備課】  そうです。 

【座長】  よろしいですか。 

【委員Ａ】  ありがとうございます。 

【座長】  ほか、いかがでしょうか。 

 私から補足ですが、ナローマルチビームでとっていただいて、消波ブロック一個一個がどこへ行

ったというのは非常によくわかって、手にとるようにわかるんですが、１つ特徴的なのが、資料１

の４９ページ、５０ページあたりが特徴的でして、さっきご説明もありましたが、資料１の４９と

５０ですが、水津の防波堤が１管だけ沖へ行っているんですね。左側の４９ページの上を見ると、

消波工が沖へ、前のページと見比べていただくとわかるんですけれども、これは沖なんですよ。普

通は進行波で砕波するんだったら、大抵は岸側に行くんですが、重複波になっていると、こういう

ことも起こり得るのかなと、今のところそう思っているんですが、それにしても消波工が吸い出さ

れるというのはあまり聞いたことがなくて、ケーソンは重複波圧が働けば、沖側にというのがクリ

ティカルになるというのはあり得ると思うんですけれども、まだミステリー。長波工がもともとケ

ーソンの回りに巻いてあったらしいんですが、沖に行っているというのがちょっとミステリーで残

っているということです。 

【水産庁整備課】  ご指摘の点については、３回目の委員会までには整理して出せればと思いま

す。 

【座長】  ちょっと確認ですが、伏木のほうは全部岸ですか。吸われたほうはなかった？ 

【委員Ａ】  岸側というか、移動は港内側だけですか？ 

【北陸地方整備局港湾空港部】  ケーソンはみんな岸のほうに。 

【委員Ａ】  ケーソンはそうでしたね。 

【座長】  ほか、よろしいでしょうか。 

 よろしければ、河川局のご説明をまた１５分でお願いいたします。 

【河川局海岸室】   

 まず最初に、私から状況を簡単にお話しした後、用意した資料等のご説明を後ほどさせていただ

くようにしたいと思います。 

 私どもでは、高波災害対策検討委員会というものを設置しまして、第１回を３月１８日に開催し

たところでして、第２回につきましては５月を予定しておりますので、当ワーキング、前回以降、

新たな委員会そのものは開催していないという状況でありまして、今は次回の私どもの検討委員会

に向けて、いろいろな検討作業等を進めている途上というところであります。 
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 その前に、先ほどお話がありました地形の模型を取り寄せましたので、置いておきます。 

 話が中断して失礼しました。 

 本日は、大きく２つございまして、１つは、この災害が発生したときのＣＣＴＶ映像の画像を用

意させていただきましたので、それをごらんいただくということと、先ほどお話をしたとおり、委

員会そのものは開催していませんので、委員会にお諮りしたという資料ではないんですけれども、

現在、いろいろ検討を進めているもののうち、特に高波の発生のメカニズム関係について、今の検

討状況を現時点で整理している、できているところまで取りまとめたものを後ほどご紹介したいと

思います。 

 【北陸地方整備局河川部】 よろしくお願いいたします。 

 私どもは、２月の高波につきまして、広域的時系列的な観点からメカニズムを取りまとめてまい

りましたので、説明させていただきます。 

 まず、お手元の資料からご説明させていただければと思っています。 

 資料、２枚開いていただきますと、まず、１ページと下に書いてございますけれども、１.１低気

圧の特徴でございまして、２月２２日から２４日までの低気圧の動きをまとめたものでございます。

左から右に３つの絵がございますけれども、左から右に動くものでございますが、今回、１つの低

気圧ではなくて、幾つかの低気圧が複合しているということを取りまとめております。 

 まず、２月２２日２１時の時点につきましては、北海道の北に１つの低気圧がございます。また、

日本海の中部あたりにもう１つ、青い色の低気圧がございますけれども、この低気圧の状態から、

さらに１２時間後でございます、２３日の９時になりますと、低気圧が東に進むと同時に、太平洋

側にも１つ低気圧が発生する。さらに、２月２３日の１５時になりますと、北の低気圧は消えます

ものの、さらにまた④と書いた緑色の低気圧が発生するといった複合的な状況がございます。 

 これらの低気圧の中心気圧の変化を示したものが左下の図でございますけれども、だんだんと総

合的な気圧が下がっていくということがわかっております。 

 ２ページ、その次の段階でございますけれども、２月２３日２１時の段階では、残った３つの低

気圧が相まって、風がずっと吹き続きますもので、さらに低気圧が発達しながら進むものですから、

発生しました風波、うねりがさらに増大していくといったメカニズムがわかってくるところであり

ます。 

 ３ページを開いていただきますと、そうしたようなものを、各地点ごとの海面低気圧の変化とい

った形でまとめさせていただいております。真ん中にございますけれども、北は稚内から南は敦賀

までまとめさせていただいておりまして、右下に書いてございますけれども、基本的に低気圧が日

本海の上空で発達して、２３日の９時から１５時に最低気圧を観測して、さらにこの低気圧という

のは、南から北に向かって遅くなっておるところでございます。ちなみに、江差では９８４.３ヘク

トパスカルといった気圧を示しております。 

 ４ページを見ていただきますと、今度は各地区の風速の変動を示したものでございますけれども、

例えば左の絵の一番上を見ていただきますと、例えば田中の観測所でございますとか、有義波で最
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大なものを生じましたのが１４時でございますけれども、それに向かって日本海にある低気圧の発

達に伴いまして、２３日の９時から１６時の間で風速が急激に大きくなるといった傾向が見られま

した。それは、実際に富山の地区に大きな高波が来る２４日よりも大分前に、風が強いといったこ

とがわかっております。 

 ５ページには、潮位の特徴でございますけれども、これも北海道から石川までまとめております。

潮位の偏差を各地区でまとめておりますけれども、低気圧の発達に伴いまして、２３日から２４日

にかけて潮位の上昇が見られるところであります。 

 ６ページにつきましては、富山の生地ですとか、富山の潮位、富山の気圧、ちょうど波が今回起

きたところでございますけれども、田中の風速、田中の風向をまとめております。基本的には、２

月２３日の０時から１８時の間に通常の気圧よりも下がってくるといったことがございますので、

当然、ここで通常の気圧より低下した分だけ吸い上げ的に海面が上昇しているといったことがわか

ってくるかと思います。また、風が吹いておりまして、海水の吹き寄せ、そういった形で２０セン

チ程度の潮位差が２月２４日に継続していた状況がわかってくるかと思います。 

 ７ページ、８ページで有義波の変化でございますけれども、７ページには、おおむね富山県より

も北側でございますが、２３日の６時ごろから日本海上の低気圧が発達したので、日本海沿岸のほ

ぼ全域について波高が上昇したことがわかります。その後、２４日の１５時までに津軽海峡から三

陸にかけて、低気圧が勢力を保ったまま停滞しまして、いずれの地点でも、この間は高波浪が継続

する傾向が見られたところでございます。 

 ８ページにつきましては、波高の、富山よりも西でございますけれども、そこと同様な状況でご

ざいます。 

 ８ページの右側の絵を見ていただきますと、今回測った田中の観測所でございますけれども、風

速でございますとか風向でございますとか、有義波高、最大波高、田中、石田の有義波高、最大波

高をまとめております。やはり北からの風が発達しまして、２月２４日の４時以降は、風は減速傾

向にあるんだけれども、波高というのは２月２４日１４時ですとか、最大波高は２月２４日１０時

に観測するといったような、風のピークと時間差をもって波高の最大値をとっているということが

わかります。 

 ９ページをごらんいただきますと、今度は周期をまとめたものでございますけれども、例えば左

上の周期は留萌でございますけれども、２月２３日の６時とか９時の段階で、その前後で周期はず

っと変わっているのがございます。これは、この時点でうねりが到達しているといったことがござ

いますけれども、このうねりが到達する時間は、南に行けば行くほど到達時刻が遅うなってござい

ます。これは、うねりが北からやってきているといったものを示すものであります。 

 １０ページでございます。これは富山よりも西側でございますけれども、同様な傾向が見られる

ところでございます。 

 １１ページをごらんいただきますと、これは有義波高の周期、時刻ごとの海岸の分布でございま

すけれども、天気図とともにまとめております。ごらんいただきますと、日本海北部からオホーツ
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ク海に抜けた低気圧ですとか、その後の津軽海峡からの低気圧、これによってうねりが南に行くほ

ど南下していくということがわかってまいります。うねりが伝搬するに吹送距離、その間に風によ

る波の発達によって、南へ向かって波高ですとか周期が増大したと、そういったことが考えられる

わけでございます。 

 １２ページを開いていただきますと、これはちょっと図が見づろうございますので、説明のため

に次のページ、１３ページを開いていただきますと、１３ページ、例えば酒田の例を説明させてい

ただきますと、各時刻ごとに波を整理して、例えば丸は２２日の０時から２２日の１２時、ちょっ

と茶色い三角は次の１２時間でございます。そういった段階で来た波の時刻と波高と周期がわかる

ような取りまとめ方をしてございますけれども、最初の２月２２日の段階、左下のちょうど１秒、

波高が１メートルで周期が５秒ぐらいのところから始まって、右上に上がっていって、右上でピー

クを持った後、ちょうど黄色い三角、２４日の０時から２４日の１２時でございますけれども、こ

ういったところからさらにやってくる波は、周期の長い波を伴いながらだんだん減衰していくとい

った流れがございます。このときに、上側の図の上のライン、点々のラインと、下の点々のライン、

グラフを見ていても大体１.５秒の周期の差がございますけれども、これは１３ページの下の絵を見

ていただきますと、大体周期が、うねりの有無によりまして、４秒ほどのうねりの差を持っている

といったことがわかってくるかと思います。 

 １２ページに返っていただきますと、そういったことをずっと地区別にまとめてございますけれ

ども、南に行けば行くほど周期の差が大きくなりまして、うねりの影響が南より大きいといったこ

とがわかってくるかと思います。 

 １４ページへ参りますけれども、今度はそういったものをスペクトルの分析、私ども田中の観測

所でスペクトルの分析をしてみました。左上をごらんいただきますと、左上は、各毎正時から２０

分間、水圧式波高計ではかってございますので、毎正時から２０分間のデータをもとにスペクトル

解析したものでございます。８秒とか１６秒とか４７秒、１１０秒、そういったところに山が見ら

れる。 

 １４ページ、右下の図でございますけれども、これは９時５０分から１４時まで、水圧式波高計

を用いましてスペクトル解析を行って、周波数でスペクトル解析を行ってございますけれども、や

はり１６秒とかいったところ、また３分とか４７秒とかいったところよりもピークがございますし、

また３９分といった比較的長いところにつきましてもピークが見られるといったことがわかってお

ります。 

 １５ページに参りますと、私どもこういってやってきた、先ほど１６秒、１７秒とかいった数字

を申し上げましたけれども、実際にＣＣＴＶを設置しております赤いところ、神子沢と言いますけ

れども、ここはＣＣＴＶで画像を記録しておりますので、ここでごらんいただければと思っていま

す。１６ページとともにごらんいただければと思います。では、パワーポイントをお願いいたしま

す。 

 奥のほうが北東になりまして、手前側が南西になります。 
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 やってくる波をごらんいただきますと、大体１７秒程度の間隔で波がやってきているということ

がこの絵から見られるとともに、今現在、奥のほうで波ができていますけれども、波がここにある

ものがずっと手前にやってきます。北東から波がやってくるというのを示しているところでありま

す。 

【座長】  これ、ちょっとスロー再生になっていますね。そう見えましたけれども。 

【北陸地方整備局河川部】  ちょっとパソコンの調子がよろしくないようなので、１６ページ、

１７ページにコマ送りの絵を入れさせていただきますけれども、おおむね１７秒とかいう段階でや

っているところでございます。 

 １８ページをごらんいただきますと、今度、各周期別、先ほど周波数スペクトルのピークは８秒

とか１６秒にあると申し上げましたので、各周期によって波が集中する箇所が違うんじゃないのか

といったことを確認するために計算いたしましたのが１８ページの上でございまして、その結果、

右上側の結果でございますけれども、集中する箇所自体はそれほど変わっていないと。今度、やっ

てくる波向きによって変わってくるんじゃないのかといった仮定のもとに、１８ページの下側のよ

うに、波の角度、入射する波の角度を変えてやりますと、右側のように、やってくる波の角度によ

って、波が集中する場所が変わってくるといった計算結果も得ておるところでございます。 

 取りまとめでございますけれども、うねりの発生につきましては、２月２２日にオホーツク海と

日本海に低気圧がございまして、９時には、そういったものが停滞する、南の風が続いてうねりが

発生した。 

 さらに、２３日の１５時には、日本海の低気圧が東進いたしまして、南向きの風が続く、さらに

うねりと風波、低気圧による海面上昇が重合するというのが、２３日から２４日の午前にかけまし

てそういった状況でございました。 

 また、地形の影響につきましても、富山湾の海底谷の存在によって、波の収れんでございますと

か、北東に向いた湾形による共振も認められるところでございます。 

 このように上昇いたしました海面上をうねりが南下いたしまして、富山湾の沿岸に到達して、さ

らに近海で発生した風波がさらに重なりまして、地形の影響もありまして、周期の長い高波が発生

して、富山湾に来襲したと考えられるところでございます。 

 以上でございます。 

【座長】  ありがとうございました。 

 これについても、ご質問からお受けしたいと思いますが。 

【委員Ｃ】  １つお聞きしたいんですけれども、低気圧は、４つということにサマライズされて

いましたが、一番最初のサハリン沖を通った低気圧については、どの程度寄与したとお考えでしょ

うか。 

 １つには、この低気圧はあまり強くないのと、ちょうどこの時期ですと、サハリンの西側は若干

海氷に覆われておりまして、要は波浪発生のスタートラインとしてはあまり寄与しないと考えられ

るのですが、いかがでしょうか。 

 16



 

【北陸地方整備局河川部】  私どもが今考えておりますのは、基本的には幾つものものが重なっ

ていって、まずは、発生の一番しょっぱなというのは、①のところからしょっぱなだと思っており

ます。ただ、その程度は、おっしゃるように、それほど大きなレベルではないと思っていますけれ

ども、幾分かの関係はあるということは思っているところでございます。 

【座長】  今のご質問は、先ほどの水産庁の風の分布で言うと、水産庁の資料３の６ページが今

回の風の場のシミュレーションで、今、○○さんのご質問は、６ページのサハリン沖というかサハ

リンとユーラシア大陸の間にある赤いひげのようなのが出てきますけれども、これは今回のうねり

の発生にどれぐらい寄与したかと。この赤いのは、今の河川局さんの一番最初の茶色の①の低気圧

によってできたものなのかどうかということとも関連するんでしょうか。 

【委員Ｃ】  そうです。 

【座長】  この辺は水産庁さんの計算をされた方、どういった印象をお持ちか教えていただけれ

ば。 

【水産庁整備課】  風が起きたということは確かのようなんですが、それがサハリンなのか、も

うちょっとほかの低気圧も一緒に、ウエートについては、整理はまだこれからに。 

【座長】  よろしいですか。 

【委員Ｃ】  はい。 

【座長】  あと、ここで起きたうねりの卵というか、波の卵が伝搬したときに、次の低気圧、②

の低気圧にうまく受け渡すような時間になっているかと。波の伝搬は、速度はわかりますので、そ

ういった検討をすれば、今のお答えに答えられるんじゃないでしょうか。ありがとうございました。 

【委員Ｃ】  私のほうでもシミュレーションしていますので、そのときにご説明させていただき

ます。 

【座長】  そうですね。それについては、多分、この後でご説明いただけると思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

【委員Ａ】  先ほどの水産庁さんのデータの資料の中の田中のスペクトルの解析のところで、９

ページだと思うんですが、資料３ですか。そちらで８２秒のところにピークが出ているんですけれ

ども、今、○○さんのご説明だと、１４ページ、田中観測所のエネルギースペクトルで、４７秒と

１１０秒ということになっておりまして、これは解析の手法や取り扱ったデータが違うということ

なんでしょうか。 

【水産庁整備課】  水産庁が行った田中のデータですが１時間のごく限られた中の分析でやって

おります。今回時間もなくまだ暫定版です。全体、長い２日間にわたって分析すれば、ある程度河

川局同様に、長い周期も含んでくると思います。 

【委員Ａ】  河川局さんのデータは、２０分間のデータですが、どのように解析されているので

すか？ 

【北陸地方整備局河川部】  上側の絵は毎正時２０分でございますけれども、下側のものは９時

５０分から１４時３０分、その間のデータでございます。 
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【座長】  多分、水産庁さんのほうはたしか０５時ぐらいからですよね。５時から７時半の間の

ある１時間。河川局さんのほうのやつも、０４時というのと０６時というのがありますので、線が

とても判別できませんが、これをよく見ると比較はできるんだろうとは思いますが、長周期側のス

ペクトルなので、スペクトルの推定方法によってもかなり変動しますので、ちょっとここは詳細な

検討は確かに必要ですね。 

【委員Ａ】  わかりました。細かいことで申しわけありません。 

【座長】  ほかはいかがでしょうか。 

 私、北からだんだん周期が長くなるピークがおくれていくというのは非常におもしろいなと思っ

て、今回の波浪の特徴をよくあらわしているなと思って見ておりました。９ページですか。これは、

解釈としては２つ解釈できると思うんですが、北から南に周期が上がるということは、うねりが発

達したと。うねり自体も発達したと。通常、波浪推算では、うねりの部分、うねりと風波成分と分

けるとすれば、うねりは伝搬するだけで、風波成分が発達するという、荒っぽく分けちゃえばそん

な取り扱いなんですけれども、これを見ると、１つのシナリオとしては、うねりも実は風の影響を

受けて発達して周期が長くなったとも考えられるし、そうじゃなくて、北では風波とうねりが混在

していたから、周期が短くなっていて、南に行くに従って、それが分散して、うねりはうねりだけ

でピュアに残ってきたので、南に行けば、うねりだけが来襲した時間帯というのがあって、そこで

は周期が長くなった。つまり、分かれた。２つのシナリオがあると思うんですけれども、そのあた

りは、多分、これだけ見ていてもわからないと思うんですが、波浪推算されている方でどんな印象

をお持ちか。印象だけでも構わないんですが、教えていただければと思います。次のご発表になる

んですか。 

【委員Ｃ】  その件については次の所でご説明させていただきます。 

【座長】  では、そのときにコメントいただければと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしければ、ちょうどそういう話になったところで、気象庁さんのご報告をお願いしたいと思

います。 

【委員Ｃ】  それでは、気象庁の解析結果につきまして発表させていただきます。 

 我々のほうでは、第１回のときに配付させていただきました資料と、大きくデータ的には変わっ

ておりませんが、若干、中身を少し深く調査しております。内容が若干マニアックといいますか、

専門的な話になっていて申しわけありませんが、エッセンスだけを主体に説明したいと思います。 

 表紙、１ページ目のところに、内容としてまとめたものを掲示しております。高潮のメカニズム

につきましては、我々の感覚としては、高波の元は、北海道の西北海上で発達した風浪である。こ

れがうねりとして日本海南方に伝播してきます。この期間中は、日本海の中部で北西の風が卓越し

ておりました。いわゆる季節風の吹き出しという形です。この風浪が重なって、波浪のスペクトル

を見ますと、北東から来ているうねり成分と、風によってつくられました北西成分により、北東か

ら北西まで方向成分が広がった形のスペクトルになります。 
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 ここで非線形のエネルギー、いわゆる波の発達の中でスペクトルの成分を再配置する機能ですけ

れども、それに着目してみますと、かなりエネルギーが低周波側、また北寄りの成分に集中してい

るということ、長周期、高波高の波浪が卓越してきたという経過が見えました。 あと、追加的に、

１分メッシュの、解像度が２キロ弱の細かい計算を富山湾と佐渡付近についてやりました。詳細な

波の分布は再現されますが、このレベルですと、浅海変形というのはまだ十分にはあらわれていな

いということを補足しておきます。 

 気象状況に関しましては、今回の我々の解析では、先ほどの○○さんの話でいいますと、２番目

の低気圧がやはりメーンであった。これが抜けてから、低気圧そのものというよりも、冬型の気圧

配置で非常に強風が卓越したこと。それから、吹送距離が長かったことが全体的に高波をつくるよ

うな条件だったと言えるのではないかと考えております。したがって、低気圧というよりは風系と

いう形でまとめて、我々のほうでは解析しております。 

 それから、風向については、北寄りが卓越しておりますが、低気圧の通過後も、やや三陸沖付近

のところに停滞ぎみでしたので、秋田沖あたりでは東寄りの風の成分も解析されているというとこ

ろが、北東成分の波をつくり得たのではないかと考えております。 

 あと、背景的要素ということで、潮位・海流の状況というのを簡単にまとめてあります。もう既

に水産庁さんのほうでも言われたことと基本的には変わっておりません。若干、強風によりまして、

高潮のような現象ということで、北沖などでは３、４０センチ、富山湾では２０センチ程度のいわ

ゆる高潮と呼べるようなものが発生していました。 

 そのほかに、高波がダイレクトに押し寄せるような柏崎、能登・輪島などでは、ウエーブセット

アップによる海面上昇も発生していたということが考えられるということです。 

 具体的なメカニズムが２ページ以降になります。 

 ３ページ目の紙は、波浪状況の時系列を簡単に並べたものです。計算は前回お見せしたものをそ

のまま載せておりますが、北から、基本的には風浪、やや北西寄りの波が新潟沖あたりに入ってき

ている。黒い線が、周期をあらわしますが、非常に長い周期が若狭湾あたりから、特に２４日の１

２時ぐらいですと、山陰沖から秋田沖まで１０秒以上のエリアが広がるという形で、長い波が全体

的に日本海中部に当たってきたということがわかります。 

 これらの波高と周期だけではちょっとわかりにくいかなと思いまして、スペクトルの各時系列を

出したのが、その次、４ページ目から１１ページまでになります。代表的なところ、例えば４ペー

ジ目のところに２つ枠をつくっております。２３日１５時と２３日２１時のものについて、それぞ

れのスペクトルと、その際に非線形のエネルギー輸送がどのようになっていたかを示したのが次の

ページのもの、５ページ目です。 

 細かい話は割愛させていただきますが、基本的に、初期の段階ですと、２３日１５時のように、

典型的な風浪の発達として非線形輸送の傾向が出ておりますが、２１時のような若干複雑な波が入

ってきたような場合ですと、非線形の形として傾向が変わってきておりますが、やはり低周波、そ

れから方向としては、北から来る成分が卓越しています。低周波のところにはやはりエネルギーの
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ピークがありまして、低周波、北向きのところにエネルギーを集中させているという傾向が見られ

ます。ほかの地点につきまして、その次のページ以降はだんだん富山湾の近くの地点になってきて

おりますが、いずれのところにおいても、高周波側につきましては若干分散性がありますが、低周

波側につきましては、低周波、北成分のところにエネルギーを輸送しているという形が見られます。 

 その次の１２ページのところは若干仮想的なものでありますが、うねり型スペクトルと風浪型の

スペクトルを同時に配置した場合に、どの程度の非線形のエネルギー輸送が起きますかというもの

を計算したものです。 

 １３ページは、うねりに対して方向が、何度の角度に風浪が来ているか、風浪の周期とうねりの

周期との周期差がどれぐらいあるかというものについてをざっと並べたものですが、１４ページに、

最終的にエネルギー輸送の最大値というのをまとめております。 

 これを見ますと、基本的に、やはり非線形のエネルギー輸送は、両者が一致している場合に最大

になります。それから、方向的にはプラスマイナス６０度、またピーク周期の差についても、２、

３秒の間以内ですと、非常に大きなエネルギーの輸送が起きているということになります。 

 これは非常に仮想的な話ですけれども、計算された日本海のスペクトルを見ますと、今回の事例

に関しましては、風浪とうねりのスペクトルの広がりを見ますと、ほぼこの範囲内のところに一致

しますので、非線形によって非常に長周期、また北方向の成分が強調されたものであると考えられ

ます。 

 次のところは全然話が違いまして、１５ページ、１６ページは、気象庁との連携事業の一環とし

て、国土技術政策総合研究所で開発され、気象庁で本運用に向けて準備中の浅海波浪モデルにより

波浪推算を行ったものです。それぞれにつきましては、湾内あるいは佐渡の遮へい側というところ

の波浪分布については、かなり詳細な分布が出ております。基本的に、浅水変形というよりは、若

干、エネルギーの角分散のほうが強いのかなという感じはいたしますが、分布としては妥当に思え

ます。 

 また、このメッシュでは、局所的な、海岸における変形についてはまだとても表現できるレベル

ではありませんので、あくまでもこの地形の中での詳細な分布の把握というレベルでの条件であり

ます。 

 １７ページ目は、今まで述べました高波のメカニズムについてまとめたものですので、飛ばしま

す。 

 １８ページ目は、低気圧の概況という形で説明させておりますが、当時の気圧と風の状況を気象

庁のメソスケールモデル、ＭＳＭにより解析された結果を時系列で並べたものです。 

 これを見ますと、実は先ほどの話にも絡みますが、この低気圧と気圧系により、サハリンから北

海道までの強い風系は存在しております。したがって、先ほどありました個々の低気圧というより

も、全体的な風系として北よりの場であったということは間違いなく、むしろ日本海北部は全体的

に北よりの風が吹いていて、長い吹送距離が形成されたものではないかと、我々のほうでは考えて

おります。 
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 風の場につきましては、これはモデルの結果ですので、若干、観測値というものを１９ページの

ところに載せさせていただきました。これは、極軌道衛星によります海上風の観測値です。左が２

３日の１２ＵＴＣ、右が２４日００ＵＴＣです。なかなか日本海全体を網羅するということはあり

ませんので、残念ですが、ちょうど２１Ｚ、日本で言いますと２４日の朝の６時ぐらいのころの風

の分布を見ますと、北のほう、北東からずっと吹いている。それから、北海道の松前の沖合あたり

では、東寄り成分の風も見受けられますので、北東成分の風によっても、波がつくられたと考えて

おります。 

 次以降は、潮位の状況ということで、日本海沿岸の検潮所について、観測潮位、天文潮位、潮位

偏差と、いわゆる高潮モデルによって、高潮のメカニズムにあります気圧の低下による吸い上げと、

強風による吹き寄せ効果、この２つを計算した結果を参考までに載せています。この２１ページの

右に挙げました地点のそれぞれの時系列を示したのが次のページ、２２ページと２３ページになり

ます。 

 それぞれの地点において、上の図が観測値と天文潮位、下の図が潮位偏差と計算値をあらわして

おります。これを見ますと、深浦、秋田、酒田、などにつきましては、基本的にほぼ推算が一致し

ておりますので、吹き寄せと吸い上げによってほとんど偏差が生じているといえます。一方、柏崎

とか、非常に顕著なのが、珠洲、能登半島、福井、輪島といったところですが、推算値と実際の観

測された偏差というのが大きく外れております。その当時におけます波高の時系列を、推算がずれ

たところに一緒に付加しております。計算された波高を見ますと、常に偏差がずれているところは

波高が非常に高くなっているということで、この偏差は、まさにウエーブセットアップによる寄与

が大きいと考えられます。 

 以降は、高波と直接的には関係ありませんが、関係ないということも一応押さえておく必要があ

るかなと思いまして、資料としてつけさせていただきました。 

 まず、日本海の平均水位です。近年は、温暖化によりまして、平均的な水位の上昇というのもト

ピックとしてよく話題に上りますが、少なくとも２月の平均的な水位の状態を見たところ、特別に

高いということはありませんでした。２月の平均水位との差はほぼ１０センチ前後です。また、日

本海の海流を２５ページに載せましたが、対馬暖流からの流れは、１月の下旬あたりは若干流量が

多かったのですが、２月につきましては、ほぼ平年どおりということで、この時期が特に大きく特

徴づけられるということはなかったということになっております。 

 以上です。 

【座長】  ありがとうございます。 

 これについても、ご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

【委員Ａ】  ちょっとお聞きしていいですか。大変すばらしい計算だと思うんですが、例えば５

ページの波浪スペクトルと非線形エネルギー輸送を見せていただきますと、結局、波浪スペクトル

は一山なので、これは長周期うねりのスペクトルが計算されていて、それが例えば７ページ等でど

んどん浅いところへ来ても、結局、風波のエネルギーが発達しそうになると、すべて非線形干渉で
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長周期波側へ移行してしまうので、スペクトル形としては、常にうねりのスペクトルしかあらわれ

ないと考えてよろしいんでしょうか。例えば９ページ目ですと、一山型になっておりますが、どの

ように解釈してよろしいんでしょうか。 

【委員Ｃ】  波浪スペクトルの場合ですとコントラストがありますので、これは線形で表示した

ために判別しにくくなっておりますが、実際的にはスペクトルに広がりがあります。それは、図は

１つ前の円グラフで見ていただくとわかると思うんですけれども、それぞれが単純な、例えばコサ

イン２乗とかで広がっている形ではなくて、それぞれについてピークがあって、また同時にスペク

トルの広がりが東西に伸びています。例えば富山の沖合、８ページぐらいのほうを見ていただきま

すと、赤枠で囲った２４日０６時ですと、北にはメーンのうねりがありますが、北西によるうねり

３００度ぐらいのところから広がっているようなものがあります。よろしいでしょうか。 

【委員Ａ】  わかりました。ありがとうございます。 

【座長】  私、まだよくわからなかったので、教えていただきたい。 

 この波浪スペクトルと非線形輸送、私の理解では、波浪スペクトルというのは、風でこうやって

発達してできるものだと。それで、この中で輸送されるのが非線形エネルギー。だから、言ってし

まえば、下の絵は、全部足し算するとゼロになる、そういうことですね。 

【委員Ｃ】  そうです。 

【座長】  エネルギーの再配置みたいなものですね。再配置として高周波側に行くのと低周波側

に行くのがありますと、そういうことですね。 

【委員Ｃ】  はい。 

【座長】  わかりました。だから、上と下を足し合わせたのが実際に観測というか、実際の波で

あろうということですね。 

【委員Ｃ】  そうです。座長がおっしゃられたとおりで、非線形のエネルギー輸送は、あくまで

もこのスペクトルの中でのエネルギーのやりとりですので、トータルな増減はありません。それに

よってスペクトルが低周波に流れれば、長周期の波が形成されます。あとは、このほかに、このス

ペクトルに応じて、風からの入力が入るとか、砕波によってエネルギーが失われるという機構があ

るということですが、今回はそこについては考察しておりません。 

【座長】  さっきの河川局さんのときに私が申し上げた質問なんですが、古いＳＭＢ法なんかで、

周期１４秒、波高１０メートルの波がどこの辺で起きるかなと、風速２０メートルでなんてやると、

数千キロと出てくるんですね。多分４,０００キロとか出てくると思うんですけれども、日本海はど

う見てもそんなになくて、せいぜい頑張ってあのサハリンの沖を通れば２,０００キロぐらいは稼げ

ると。相当、風からのエネルギー供給がないと、そういう長い成分は……。波高はわりと簡単に、

簡単にと言ったらあれですけれども、大きくなるんですね。周期が長くなるでは非常に難しいんじ

ゃないかなと。 

 そこで、さっきの話で、北海道から来たときに、やっぱり発達して、つまり、風からのエネルギ

ーも受けていて、言ってしまえば、富山とか佐渡のぎりぎりまで風からのエネルギーも受けていて
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発達したというのがないと、モデルの結果というのは合わないのかどうかというのを教えていただ

きたいんです。 

【委員Ｃ】  まだ仮想的なところについては、今後も検証しないといけないところがありますが、

やはり長周期になるためには、非線形のエネルギー輸送が絶対必要であるということ、もう１つは、

非線形のエネルギー輸送の振る舞いから言いまして、うねりのようなスペクトルの周波数幅が狭く

切り立ったものに対しては、さらに低周波への輸送量というのが大きくなるという特性があります

ので、そういう意味で言いますと、この効果がありますと、低周波への発達は大きく見積もること

ができると思います。 

【座長】  わかりました。言いかえれば上の絵のほうですね。つまり、さっき２つあった波浪ス

ペクトルのほうも、富山に近づくにつれて、だんだん低周波側に寄ってとがってきたというのがあ

ったので、そういう形だから、非線形エネルギー輸送がさらに際立ったと、そういうことですか。 

【委員Ｃ】  はい。そういう効果があったと考えております。 

【座長】  ありがとうございました。クリアになりました。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、非常に時間を急かしまして申しわけありません。それでももう１１時半なので、あと

３０分ぐらいしかなくなりましたが、全体的なディスカッションをしたいと思います。 

 前回、たしか○○さんから地形データが大事じゃないかというお話をいただいたと思うんですけ

れども、確かにそうで、その点について現状をお話しいただければと思うんですが、多分、水産庁

さんと気象庁さんですか、今、主として計算をやっていただいているのは。もちろん、港湾局さん

はやっていただいていますが、伏木の周辺の話なので、全体的というとその２つになると思うので、

現状を教えていただきたいんですが。 

 私が知っている限りでは、海底の地形ですね。局所はちょっとおいておいて、全体、日本海とか、

そういうスケールになるとなかなかなくて、スミス何とかと、名前はちょっと忘れましたが、ＥＴ

ＯＰＯ５と５分データですね。緯度経度で言って５分のメッシュのデータというのがまず最初にあ

って、それが２分になったんですね。ＥＴＯＰＯ２になったと。だから、今グローバルにあるのは、

ＥＴＯＰＯ２という２分のデータというのが基本的には１つだけだと。 

 それとは別に、標高データ、陸地の標高データはもうちょっと細かく当然ありまして、ＵＳＧＳ

がＧＴＯＰＯ３０ですから、これは３０秒ですね、データ。だから、２分データに比べると４倍の

解像度でＧＴＯＰＯ３０というのがあって、それを２つ結合して、海のほうは基本的には２分しか

ないので、内挿するしかないんですけれども、無理やり内挿して結合したのが今アベーラブルで、

それがＧＴＯＰＯ３０と言ったりすると。これはグローバルにあります。 

 それとは別に、津波のほうで、気象研の○○さんなんかが日本沿岸については１分メッシュのデ

ータというのを整備されたことがあって、これは津波津計算で使われていると思いますけれども、

それが日本沿岸についてはあると。そういう状況だと理解していまして、冒頭でも申し上げました

が、今回の富山にしても佐渡にしても、海底地形が非常に複雑で、その影響というのが最後は効く
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だろうということになるので、ちょっとまだそこまで沿岸の議論というのはしていないと思います

が、今後必要になってくると思いますので、今、どういうデータを使って計算されているかという

ことをそれぞれご披露いただければと思います。 

【水産庁整備課】  水産庁では、陸上の地形データについては、○○先生からご説明があったＧ

ＴＯＰＯ３０を用いて、１キロメッシュのデータを入れています。海域の地形データについては、

海上保安庁の海洋情報部のデータですが、日本海洋データセンターの５００メートル間隔のデータ

を使って計算してもらっています。 

【座長】  ちょっと確認ですが、ＪＯＤＣのデータ、５００メートルメッシュが今インターネッ

トでも公開されていますね。ＪＯＤＣのデータというのはずっとあるんでしたっけ、日本海の上の

ほうまで。 

【水産庁整備課】  あります。 

【座長】  それをお使いと。 

【委員Ｃ】  気象庁で使っておりますデータは、基本的に陸地は我々、担当外といいますか、数

値モデルのほうでもとから使っているものですので、把握しておりませんが、海洋は、日本海全体

につきましては、今まであったＧＴＯＰＯ５、５分メッシュのものをそのまま海陸分布として使い

ました。１分メッシュの浅海計算につきましては、先ほど座長も紹介されておりました、もともと

気象研究所の地震火山研究部で津波推算用につくられました１分メッシュのデータを使っておりま

す。 

【座長】  まだ気象庁さん、いずれにしてもかなり大きな計算をされているので、沿岸というこ

とにはあまりなっていないので、ここで議論するのはちょっと尚早かもしれませんけれども、いず

れ今後、湾内の議論をするときに必要になってくると思うので、現状について確認はしておきたか

ったということです。 

 あわせて、実は、きのう計算をしたので、私のパワーポイントを出していただけますか。そうい

う議論は必要だと、○○さんもご指摘されていたので、今対象になっている海域、佐渡のほうはち

ょっとできなかったんですが、ＪＯＤＣの、今、水産庁さんでご紹介されたのと同じですが、５０

０メートルメッシュのものは公開されているので、それをダウンロードしてきて、５００ではちょ

っと厳しかったので、１００メートルに無理やり内挿して波の計算をしてみました。 

 これがダウンロードしたやつを内挿した後の結果でして、公開されているのは海域だけなので、

海域を内挿すると、陸側にも変な地形ができちゃうんですね。それは、今、クリッピングやろうと

思ったら、私の技術ではできなかったので、そのまま持ってきちゃっていますが、要は、実線にな

っているのが海岸線で、海底の地形はこういうふうになっていると。このレベルでもかなり入り組

んでいるというのはおわかりいただけると思います。 

 上側の境界からＮＮＥの波を入れて、屈折の計算。エネルギー平衡方程式というやつで屈折の計

算だけをやりました。だから、行くだけですので、波は帰ってこないので陸がどうであろうとあま

り関係ないというレベルの計算です。 
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 上がまた消えちゃっていますが、東大の○○先生にやってもらいまして、上側の境界から、波向

きＮＮＥで、１４秒の波と、こっち側は倍にしてみようというので２８秒の波をＳマックス７５と

いうので、かなり集中したので入れた結果がこうなっています。 

 最初、当然１４秒のほうをやってみると、さっき、この辺に浅瀬があった。ここに富山湾は浅瀬

があるんですね。でも、まだ深いので、１４秒ぐらいだとほとんど関係なくて通過して、最後だけ

で決まると。ただ、２８秒にすると、これの効果とか、この辺はもちろんものすごくあります。 

 というのがこういう形で見てとれると。これは波高比で示していまして、沖合１の波が来たとき

に、沿岸でどうなるかということで、この辺は能登半島の遮へいがあるので波が小さくなるけれど

も、こういうところ、これが実は問題でして、こういうところで波が大きくなるところと小さくな

るところが出てくるということになるわけです。 

 今の興味は沿岸ですので、ちょっと見にくくて恐縮ですが、この辺が多分伏木です。それで、こ

れが富山かなと思っているんですが、ちょっとよくわからないです。海底地形の谷の影響とかでか

なり、これは規則波にかなり近い計算なので、こういうことになるんですが、コントラストがつく

ということと、この辺は生地ですか。鷲崎も多分この辺です。生地、鷲崎については、このスケー

ルでは、そう集中するようには見えない。ただ、こっちへ行くと、宮崎とか、今回あまり議論して

いない漁港がいっぱい出てくるところがあるんですけれども、そういうところにまたコントラスト

がついて見えるということで、海底地形、これは、実はＪＯＤＣのデータを無理やり１００メート

ルに内挿しているので、十分解像度がないところもあるかもしれませんが、無理やりこういう計算

をした。 

 ちょっとわかりにくいと思いますが、何でこういう計算をしたかというと、伏木で４メートルな

のに、富山で９メートルというのはどうやって説明するんだろうと思って計算してみたんですが、

これを見る限り、もしも伏木の、海象計というのはこの辺にあって、富山の海象計というのは緑色

のところにあれば、緑と青ならば倍ぐらい違ってもおかしくはないので、そういうこともあり得る

かなと。それから、鷲崎とかこっちのほうは、もうちょっと拡大してみないといけませんが、そこ

まで時間がなくて、こちらに来たという状況です。 

 もうちょっと言うと、伏木とかそういう計算をするときに、入射波の条件というのも、このスケ

ールで計算するんだったら変わるんですね。沿岸方向に変わるというのも注意しなきゃいけない点

かなと思います。だから、いずれにしても、かなり規則波に近い長周期波なので、沿岸の地形とい

うものにものすごく敏感に反応してコントラストをつけるので、○○さんの指摘のとおり、沿岸の

地形、今後詳細な検討をするとき、沿岸の地形ぐらいは共通のベースでやれるようにしなきゃいけ

ないなと。これは必ずしも富山だけの問題ではなくて、駿河湾とか相模湾とか、こういうことが問

題になりそうなところというのは非常に多いので、ぜひ省庁挙げてというか、統一の対応をしてい

ただければと思う次第です。 

 私からは以上です。今の点について、せっかく○○さんがいらしたので。 

【委員Ｂ】  まさにおっしゃるとおりで。特に周期が長いというのは、波浪の成分じゃなくても
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長い成分もあるので。ただ、その方向性がどうなのかという話があるとは思うんですけれども。水

産庁の資料で極端に、１４０秒とか非常に長い周期の屈折図を書いているんですが、屈折係数によ

りはっきりコントラストが出やすいという図面があるんですけれども、そういった意味で、長周期

側になると、なおさらおっしゃられるように、地形性の影響がすごく強いということで、その辺は

ちゃんと押さえる必要があるのかなと思います。もしかしたら、寄り回り波というのは、そういっ

たものも大きく絡んでくる。もう少し長周期側の波も考慮しながらやらないと、そういう寄り回り

の特性というのが出てこない可能性もあるので、そういった意味で必要だと思うし、どうせ解析を

されるというか、全体的な広域的な傾向を見るんだったら、やっぱりデータを共有化したほうがい

いだろうと思いますので、ぜひそういうふうにしていただければと思います。 

【座長】  そのとおりです。ただ、ないものは共有化できないので、あるのかということなんで

すけれども、私が調べた範囲では、やはり海上保安庁になっちゃって、海上保安庁が１９８７年ご

ろに科学技術振興調整費でこの辺の海底地形の詳細調査をやって、それが海図になっているという

ことのようです。だから、その海図が多分今は一番詳細なんだと思いますけれども、ただ、海図か

ら、こうやってさっきみたいな計算をするというのは非常に手間がかかるので、そのあたり、特に

さっき申し上げた３つの湾ですね。地形が複雑で急峻でという特徴なので、ちょっと優先して整備

を進めていただければと思います。これはワーキングというよりは陳情になっちゃいました。 

 今、寄り回りというのが出ていましたが、これを見ていて、ちゃんと私は見ていないんですが、

今、○○さんのご指摘は、１４秒だけじゃなくて、もうちょっと長いのもありますよと。確かに有

義波周期が１４秒なので、もうちょっと長い波もあり得るので、ここまでいかないと思いますけれ

ども、こういうふうな状況もあり得ると。 

 としても、滑川はこの辺ですよね。違います？ そうなんですよね。伏木とか新湊とか富山はそ

れなりに集中するけれども、滑川は何で。これを見る限り、どっちを見ても、滑川はこの辺じゃな

いんですか。よくわかりませんが、さっきの地図なんかを見ているとその辺だったような気がする

んです。これはまだミステリーかなと思っています。 

 今の観点でも構いませんし、ほかの観点でも構いませんが、何かお気づきの点、議論、あるいは

言いたいということでも構いませんけれども、ございますでしょうか。 

【委員Ａ】  これは私の意見ではないんですが、港湾局の委員会の資料で、説明が飛んでいたと

思うんですけれども、１７ページ、寄り回り波の特性のところで、富山商船の○○先生からこれだ

けは言ってほしいと言われております。すなわち、対馬暖流がありまうので、北側のうねりが対馬

暖流を横切るときに、流れの影響でかなり屈折するだろうということです。富山商船では、寄り回

り波は暖流によっていろいろ向きが変わって、先ほど○○先生がおっしゃったＮＮＥとまた別に、

もう少し北寄り、真っすぐ入ってくる成分も出てくるんだということを以前から研究されておられ

るということですから、波浪推算だと暖流の影響は出てきませんので、そういうものも今後検討は

必要かなと思います。 

【港湾局海岸・防災課】  資料３の２ページですね。 
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【座長】  ありがとうございます。 

 ただ、気象庁さんのご説明だと、海流については特に強かったというわけではないということで

すね。 

【委員Ｃ】  はい。ただ、平年分にはあったということですので。 

【座長】  もちろん、対馬暖流自体は非常に強い流れですので、何らかの影響はあるとは思いま

すけれども。 

 同じ資料で、合成開口レーダーがとらえた寄り回りというのがあって、これはなかなかおもしろ

いなと思って見ていました。どこだったかな。 

【港湾局海岸・防災課】  もう少し後の２４ページ。 

【座長】  ２４ページというやつですが、こんな１面真っ青のページですけれども、これではよ

くわからないんですけれども、デジタル版があれば、私、デジタル版ももらってみたんですけれど

も、非常によくしわが見えまして、こういうのが今回とらえられていれば非常によかったんですけ

れども、今のところ、こういうふうにとらえられている、うちの衛星はなかったと聞いています。

これを見ると、細かく見ると、２つの方向から波が来ているのが重なっているというのがわかって、

それがどこかに模式図でかいてあったと思います。残念ながら、今回はそういう衛星データはなか

ったということのようです。 

【委員Ａ】  これは港湾局の中でも課題になっているんですけれども、先ほど水産庁さんの資料

でもございました長周期波の与え方なんですが、もともと沖合、富山の入り口あたりで既に長周期

波の成分が、何らかのものがあると思います。それをどう評価するかというのが、今後、最終的に

設計潮位を決めるときに非常に重要になってきまして、それで、水産庁さんの資料でお聞きした、

外の境界で長周期波はどうされているかということにつながります。多分、鷲崎はないということ

で、入善は何らかの仮定をされておられるということですので、そのあたりの仮定値をどう確定す

るかというのは、今後、設計では問題になってくると思うんですね。５０センチぐらい差が出て来

ると思いますが、そのあたりは港湾局のほうで、日本海各地のナウファスの長周期波成分の一覧表

を今つくっていただいておりますので、そこが出てくると、ある程度、統一した、外でどれぐらい

あって、さらに浅いところでサーフビートとしてどれだけ発達するかというのは計算できるんじゃ

ないかなと思います。 

【座長】  ありがとうございます。 

 平均水位上昇以外に長周期の変動というのがあって、平均水位上昇については、おおむね輪島と

かを除けば２０センチから３０センチぐらいですか、というのが出てきたので、長周期変動性分に

ついても、水産庁の委員会の資料には確かあったと思いますけれども、それぞれ値を出して比較す

るということは重要かなと思います。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしければ、お越しいただいている方、どなたでも構いませんが、もしお気づきの点があれば

コメントをいただければありがたいと思いますが、よろしゅうございますか。 
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 よろしければ、大体時間になりましたので、まとめというわけじゃないですけれども、データベ

ースの話が最初に出まして、ご協力いただける、あるいはパーマネントとして残せる形で学会も活

用してやっていくというのは、１つ大きな成果かなと思いますし、あとは、いろいろな委員会の検

討の資料を見せていただいて、例えば今ご指摘の長周期波もそうですし、平均水位についてもかな

りわかってきて、輪島のあたり、異常だったのは、セットアップというのがかなり明確に出てきた

ので、そのあたりは片がついたのかなと思っています。 

 あとは、うねり自体が伝搬しながら発達したというのも、どうも確からしくて、そのあたりが日

本海の広域で起こって、富山とか佐渡で大きな被害を出したというのもわかってきた。 

 それから、もうちょっと詳細な、局所というか地先の被害との関連ということになると、特に今

回被害が起こったところは、ものすごく入り組んでいる。佐渡にしてもそうですし、富山にしても

そうですので、地形が入り組んでいるというのが特徴的なので、私が今お見せした１００メートル

の解像度でもちょっとまだ足らないぐらいで、ただ、データがあるのかないのかという問題がある

ので、そこについては、今後検討するときに注意して進めるということは間違いなく大事だという

ことがわかったし、また今回の災害の経験を受けて、もしきちんと整備されていないのだったら、

そういう特徴のある海岸というか沿岸では整備していくということも大事じゃないかということも

わかったので、ぜひ、そういうところは、今後、３つの委員会を進める上で頭に置いておいていた

だければありがたいと思います。 

 ただ、全部が説明できているわけじゃなくて、滑川のような、ちょっと私自身、まだよくわから

ないところも残っているので、そのあたりについては、これ、まだやるんですよね。次のワーキン

グの楽しみということにさせていただければと思います。 

 では、議事については以上ということでお願いいたします。 

【港湾局海岸・防災課】  どうもありがとうございました。 

 また、出席者の皆様方には、活発なご意見をいただきまして、まことにありがとうございました。

今お話にも出ました次回、第３回でございますけれども、水産庁さんが幹事ということで、これま

でと同じく東京で開催したいと考えております。時期等につきましては、関係省庁の委員会の開催

時期等も勘案いたしまして調整を改めてさせていただきたいと考えております。 

 以上をもちまして、第２回高波発生メカニズム共有に関するＷＧを閉会させていただきます。皆

様、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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