南九州西岸地域における副振動発生予測に向けた海洋長波監視システムの構築
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Field observations of ocean long waves propagating eastward were made in winter to early spring
of 2012 and 2018 in relation to the occurrence of secondary undulation at the west coast of South
Kyushu. The period of secondary undulations at Nagasaki, Sakitsu, Kami-koshiki Island and
Makurazaki were con-firmed from the observational results. Moreover, it was suggested that the
field observations of sea-level variations at Fukuejima Island and Meshima Island (Uttchima Island
and Nakano-shima Island) are useful to monitor ocean long waves causing secondary undulation
at Nagasaki and Kami-koshiki Island (Makurazaki). The wave height of the secondary undulation
generated when the long ocean waves enter the Urauchi Bay from the East China Sea was
investigated from numerical simulation using FVCOM. It was suggested from the numerical results
that the amplitudes of the secondary undulation with the eigen periods of 24, 12, 10 minutes at the
Oshima fishing port becomes about 25 times greater than those of the long ocean waves off Urauchi
Bay.
Key Words: field observations, ocean long waves, secondary undulation, west of South Kyushu,
numerical simulation, FVCOM

1．はじめに

九州西岸域における大きな副振動の発生予測には東シ
ナ海上を伝搬する海洋長波の監視が不可欠である．本
研究の第 1 目的は，南九州西岸における大きな副振動
の発生予測のための危険度の高い海洋長波の効率的な
監視網の構築を目指し，副振動発生地点とその西方海
域で水位の現地観測を実施することである．
上甑島浦内湾では周期 24.5 分，12.5 分，10.8 分の 3
つの副振動が発生する 7)．周期 24.5 分は湾口部で節，
小島側と桑之浦側の両方の湾奥部で腹を持つモード，
周期 12.5 分は湾分岐部で節，小島側湾奥部と湾口部付
近で腹を持つモード，周期 10.8 分は分岐部付近で節，
桑之浦側と小島側両方で腹を持ち，2 点間でシーソーの
ように振動するモードである．
本研究の第 2 の目的は，
浦内湾における副振動のハザードマップ作成に向けて，
海洋長波が浦内湾へ進入して発生する 3 つの振動モー
ドの波高分布を調べ，小型船舶の係留場所として危険
度の高い地点を明らかにすることである．

副振動は湾や港湾で起こる周期数分～数十分の海水
面の振動現象で，九州西岸地域では冬から春先にかけ
て最大全振幅 100cm を超える大きな副振動が頻繁に発
生する 1)．2009 年 2 月 24 日～25 日には，九州西岸全域
で大きな副振動が発生し，上甑島浦内湾では最大全振
幅 300cm を記録した 2) ．この副振動により浦内湾周辺
では家屋 8 棟の浸水，船舶 18 隻の転覆，養殖生簀 4 基
の破損と養殖マグロの逃げ出しが発生し 3)，その被害額
は数億円に達した．最近では，2019 年 3 月 22 日に長崎
湾で最大全振幅 100cm の副振動が発生し，発生時刻が
大潮期の満潮時刻と重なり，市中心部まで冠水被害が
起きている 4)．
冬から春先にかけて東シナ海上では，前線や低気圧
の通過に伴う気象擾乱に起因する大気の振動(気圧波)
が海洋に頻繁に長波を発生させる 1)．Hibiya ら 5) や齋
田ら 6) の数値実験の結果によると，気圧波と海洋長波
2．海洋長波監視網の構築
の東方への伝搬速度がおよそ一致すると，共鳴的カッ
プリング作用で海洋長波の振幅が増大する．これに湾
内での浅水増幅や湾水との共鳴作用が加わり，巨大な
2.1 観測とその結果
副振動が長崎湾や浦内湾で発生している．したがって，

長崎，上甑島，枕崎の水位データを再解析することにし
た．水位の測定はすべて 1 分間隔である．
2012 年の長崎，上甑島，枕崎と 2018 年の長崎，崎津，
上甑島，枕崎の周期 69 分以下の変動成分の時系列をそ
れぞれ図-2 と図-3 に示す．図中の矢印は最大全振幅が
100 cm を超えた時期である．2012 年の長崎，上甑島，
枕崎では最大全振幅 100 cm 以上がそれぞれ 4 日，
8 日，
1 日観測されている(図-2)．2018 年の長崎，上甑島，枕
崎では最大全振幅 100 cm 以上の時期がそれぞれ 1 日，
3 日，1 日で，2012 年と比較すると大きな副振動の発生
回数が少ない(図-3)．崎津では最大全振幅が 100 cm を
超えることがなく，2 月 21 日の 73 cm が最大である．
図-1 水位観測点の位置

図-2 2012 年の長崎，上甑島，枕崎における水位変動
冬から春先にかけて最大全振幅 100cm 以上の副振動
が発生する長崎，崎津，上甑島，枕崎 1) ,2)を対象地点と
し，これらの地点を囲むように福江島，女島，宇治島，
上ノ島，中之島を海洋長波の監視点候補に選んだ(図1)．長崎は九州北部に位置するが，大きな副振動は崎津，
上甑島，枕崎と同時に発生しているので，解析に加える
ことにした．
2018 年 2 月 20 日～3 月 25 日に女島，宇治島，上ノ
島，崎津，上甑島，枕崎で水位の同時観測を実施した．
同時期の福江島，長崎の水位は気象庁，中之島の水位は
海上保安庁の観測データを利用した．これらの地点の
中で女島，上ノ島については，観測期間中に水位計を流
失してしまい，データを取得できなかった．女島は海洋
長波の監視地点として非常に有効であるので，2012 年
2 月 10 日～3 月 28 日に収集した福江島，
女島，
中之島，

図-3 2018 年の長崎，崎津，上甑島，枕崎における
水位変動
2018 年 2 月 20 日 12 時 00 分から 2 月 26 日 4 時 31 分
における周期 69 分以下の変動成分のパワースペクトル
を図-4 に示す．
長崎では周期 21.9 分と 28.5～42.9 分，
上甑島では周期 10.4～14.0 分と 24.0 分，枕崎では周
期 16.0 分でスペクトル密度が大きく，過去の報告と同
様な周期で副振動が発生していた．崎津については，観
測例がないため，副振動の卓越周期が不明であったが，
周期 69 分以下については，8.8～14.1 分，22.9 分，33.4
分，43.3 分のスペクトル密度が大きく，これらの周期
帯で副振動が発生していることを明らかにできた(図4)．幅広い周期帯で副振動が発生している要因として，
羊角湾が多数に分岐し地形が複雑であることが考えら

れる．

2.2 福江島，女島，宇治島，中之島の水位変動
との関係

図-4 2018 年の長崎，崎津，上甑島，枕崎の水位変動
のパワースペクトル

図-5 2012 年 2～3 月の長崎，福江島，女島の水位の変
動強度の時系列

以上の強度が 12 回出現し(図-5)，この中で 8 例(図中
の赤い矢印)については，福江島で 3σ 以上，女島で 2σ
以上の強度を示した．4 例(図中の青い矢印)については，
福江島や女島でも強度が多少大きくなっているが，福
江島で 3σ 以上，女島で 2σ 以上の強度を示していな
い．特に 2 月 25 日の場合，長崎で 12σ に達している
にもかかわらず，周辺の強度はそれに対応していない．
この理由は不明である．2 月 22 日や 3 月 5 日(表-1)の
ように長崎が福江島と同時に 3 σ を示す場合が 2 例あ
ったが，8 例を平均すると，長崎で 3σ 以上になる 1.7
時間前から福江島で 3σ 以上，女島で 2σ 以上になっ
ている．
2012 年の上甑島では，3σ 以上の強度が 9 回出現し
(図-6)，この中で 8 例(図中の赤い矢印)は，福江島で
3σ 以上，女島で 2σ 以上の強度を示した．1 例(図中
の青い矢印)は，福江島で 3σ 以上，女島で 2σ 以上の
強度を示していない．2 月 22 日(表-1)のように上甑島
の強度が福江島や女島に先行して 3σ 以上を示す場合
が 1 例あったが，8 例を平均すると，上甑島で 3 σ 以
上になる 2.0 時間前から福江島で 3 σ 以上，女島で
2σ 以上になっている．

図-7 2018 年 2～3 月の枕崎，宇治島，中之島の水位の
変動強度の時系列
表-1 長崎で 3σ 以上になる時刻と福江で 3σ 以上，
女島で 2σ 以上になる時刻との差，上甑島で 3σ
以上になる時刻と福江で 3σ，女島で 2σ 以上に
なる時刻との差，枕崎で 6σ 以上になる時刻と
宇治島，中之島で 3σ 以上になる時刻との差

図-6 2012 年 2～3 月の上甑島，福江島，女島の水位の
変動強度の時系列
副振動のような非定常な現象の変動特性を調べるに
は，測定されたデータの時間と周波数を同時に捉えら
れるウェーブレット・スペクトル解析が有効である．こ
のスペクトル解析によって，副振動の卓越周期を含む，
周期 8～64 分の変動強度を抽出し，強度の 30 分平均値
を標準偏差(σ)で標準化した．2012 年の長崎では，3σ

2018 年の枕崎では 6σ 以上の変動強度が 3 回出現し，
3 例(図中の赤矢印)とも宇治島，中之島で 3 σ 以上の
強度を示した(図-7)．3 例を平均すると，枕崎で 3σ 以
上になる 0.8 時間前から宇治島，中之島ともに 3σ 以
上である(表-1)．
以上のことから，長崎，上甑島(枕崎)で副振動を発生
させる危険度の高い海洋長波の監視に対しては，福江
島，女島(宇治島，中之島)での水位の現地観測が有効で
あることを示唆した．崎津については，大きな副振動が
観測されなかったので，福江島や宇治島，中之島の水位
との関係を調べなかった．

伝搬角度でも，波高は第 1 波から第 4 波にかけて徐々
に大きくなり，第 5 波で最大になった後，第 6 波以降
で次第に減少している．5 つの角度の中で，角度 0°の
場合の波高が最も大きく，1.2m 程度に達している．次
に波高が大きい角度は 22.5°，11.25°，-11.25°であ
り，波高が最も小さい角度は-22.5°である．周期 12 分
の場合は，角度による波高の違いはみとめられず，どの
角度でも最大波高は 1.1m 程度に達している．周期 10
分の場合，5 つ角度の中で，角度 11.25°の波高が最も
大きく，1.0m 程度に達している．
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3．浦内湾で発生する副振動の数値実験
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浦内湾で発生する副振動の数値計算は 3 次元有限体
積法海洋モデル FVCOM(Finite Volume Coastal Ocean
Model)8)を用いた．このモデルは，非構造格子三角形で
海岸線を，σ 座標系で海底地形を詳細に表現できる特
長を有している．
浦内湾沖合海域の水深データについては，日本水路
協会から出版されている海底地形デジタルデータを利
用した．浦内湾については，日本水路協会の地形データ
だけでは空間分布が粗すぎるので，2018 年 8 月に，高
密度に配置した線上で浦内湾の水深観測を行い，数値
計算に必要な海底地形データを充実させた．また，第十
管区海上保安本部が近年浦内湾の湾口部から分岐部で
水深観測を実施していたので，この観測で収集された
データも加えて，浦内湾及びその周辺海域の水深デー
タの整備を図った．
本研究では，図-8 に示す 5 つの波向き(角度 -22.5°，
-11.25°，0°，11.25°，22.5°)をもつ海洋長波が浦
内湾の湾口へ伝搬したときに湾内で発生する副振動の
波高分布を調べることにした．モデルの格子幅は開境
界で 300 m，浦内湾で 30 m とした．水温と塩分はそれ
ぞれ 20℃，30 psu で一定にした．潮汐，河川，日射，
風等の海象気象条件は考慮しない．

周期 12 分

3.2 数値計算結果
0.8

図-8 中の青線上において，周期 24 分，12 分，10 分，
振幅 2cm の海洋長波 5 波を発生させて，浦内湾で発生
する副振動の水位変動と波高分布を調べた．
周期 24 分，
12 分，10 分のいずれの場合においても，副振動によっ
て発生する最大波高は小島側湾奥部で発生していた．
そこで，海洋長波の伝播方向を-22.5°，-11.25°，0°，
11.25°，22.5°と変化させた場合の St.6 における水
位変動の時系列を図-9 に示す．周期 24 分の場合，どの

-22.5°
-11.25°
0°
11.25°
22.5°

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

周期 10 分
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

時間(min)

図-9 小島側湾奥部における水位変動

-22.5°の場合

-11.25°の場合

0°の場合

周期 24 分と 12 分の場合については波高 1m 以上の発
生地点，周期 10 分の場合については波高 0.9m 以上の
発生地点を図-10～図-12 に示す。図中の赤枠は小島漁
港である．周期 24 分の場合(図-10)，海洋長波の伝搬
角度が 0°と 11.25°のとき，小島漁港内全ての地点で
波高が 1m を超えることが示されている．周期 12 分の
場合(図-11)，どの伝搬角度であっても，漁港内全ての
地点が波高 1m を超えることはないが，湾内の 30～50％
程度は波高 1m を超えることが示されている．周期 10
分の場合(図-12)，伝搬角度が-22.5°のとき，漁港内の
50％の地点で波高 0.9m を超えるが，それ以外の角度で
は，波高 0.9m 以上の地点は湾奥の先端部に限られてい
る．
-22.5°の場合

11.25°の場合

-11.25°の場合

22.5°の場合

0°の場合

図-10 周期 24 分の副振動による波高 1ｍ以上の地点
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図-12 周期 10 分の副振動による波高 0.9ｍ以上の地点

4. 検討
11.25°の場合

22.5°の場合

図-11 周期 12 分の副振動による波高 1ｍ以上の地点

齋田ら 9)の数値計算によると，海洋長波は，東シナ
海上を東方伝搬する場合，女島を通って長崎，上甑島へ
到達するが，東シナ海上を東北東方向へ伝搬する場合
は，発生地点の位置によって，大陸棚縁辺部で反射し，
上甑島まで到達しにくい場合がある．この観測例とし
て，女島の強度は大きいが，長崎や上甑島はあまり大き
くない 2012 年 2 月 29 日の場合が挙げられるかもしれ

ない(図-5，図-6)．そこで，上甑島で副振動を発生させ
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長崎，崎津，上甑島，枕崎で発生する副振動に関連し
て，2012 年と 2018 年の冬からは春先にかけての水位デ
ータを調べた．その結果，長崎では 21.9～42.9 分，崎
津では 8.8～43.3 分，上甑島では 10.4～24.0 分，枕崎
で 16.0 分の周期帯で副振動が発生していることを確認
した．さらに，福江島と女島(宇治島と中之島)で 8～64
分の周期帯の水位変動が大きくなると，平均して約 2.0
時間(約 0.8 時間)後に，長崎と上甑島(枕崎)で大きな
副振動が発生していることが確認されており，福江島
と女島(宇治島と中之島)での水位の現地観測は長崎と
上甑島(枕崎)で大きな副振動を発生させる危険度の高
い海洋長波の監視に有効であることを示唆した．
FVCOM を用いて，海洋長波が様々な波向，振幅を持っ
て浦内湾へ進入した場合に発生する副振動の波高分布
を数値計算から調べた．周期 24 分，12 分，10 分，振幅
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