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台風と港湾海岸災害

布施敵 一郎

1回 日本における台風災害

( l) 日本における台風

わが国は世界有数の災害国といわれている。風水害をはじめとして， 震

害，火災等枚挙にし、とまもないが，これらのう ち3 今世紀に入ってから今日

まで，死亡者 1,000人以上の大災害をとってみると，その発生回数は20回を

数え， 3年に 1回の割合となっている。その大部分が台風によるもので，そ

の被害も広範囲にわたってL、る。 過去の統計によれば，全災害によ る年平均

被害額はおおむむ 2,400億円に上 り，風水害による被害額は，全被害額の 85

%に上っている。

し、ま台風の記録を調べてみると，大小あわせてその発生回数は年平均約15

田，そのうち日本国土への上陸回数は約 3/1となっている。また，これを月

別にみると， 4月から10月までの 7力月間に全回数の約8割が発現 し，特に

8月が最も多く， 9月がこれにつぎ，この 2ヵ月で全回数の約 5割を占めて

いる。台風の有するエネノレギーからすれば，一般に 9月のそれが大きい。

台風の範囲は発生地では小さく， 進行するにつれて増大し，転向点付近で

最大となるが，日本国土に上陸する際にはやや小さくなってし、る。過去最大

といわれる室戸台風では， 直径最大時2,000km, 大阪上陸時には 1,700kmで

あった。またその気圧差は約 100 mb，気圧のエネノレギーは約 3×l026erg，運

動のエネルギーは約 2×l025ergであると推定された。

( 2) 日本における台風災害

台風による災害の程度を表わすのにいろいろな方法が考えられるが，一般

には被害総額，死者の数，倒壊流失家屋数等が挙げられる。災害の程度は，

台風の強さによって左右される こと はいう まで もないが，この場合強さ と
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は，経験的にみて中心示度，影響範囲，影響時間，エネルギ一等が考えられ

る。

以上は災害の直接的原因をなす外的自然条件のみを挙げたのであるが，こ

のほかに被害の大小を左右する要素として，被害対象物としての社会条件，

およびこれらに対する防災対策としづ条件をも看過してはならなL、。特に台

風災害にあっては，自然条件がたとえ同一であっても，社会条件の高度化，

複雑化に伴って，惨禍の度合が加速的に増大するおそれがある。

台風災害を分類すると，直接的風害と水害になり，さらに水害を分けて河

川災害（洪水）と海岸災害（高潮，浪害）とにすることができる。以下特に高

潮現象について述べるニととする。

( 3) 高潮現象について

（。） 高潮の水理

わが国において，東京湾，伊勢湾，大阪湾，周防灘，有明海，鹿児島湾等に

台風が上陸する場合には，特に高潮を生じやすい。その主な原因としては，

① 気圧低下による海面の吸上げ作用

。 静的な吸上げ作用

b. 低気圧が一方向に移動する場合

② 風による海水の吹寄せ作用

。 近距離台風による局部的水位上昇

b. 遠距離台風による全般的水位上昇

③ 波の質量輸送による海水の堆積作用

等が挙げられる。

低気圧が一方向に移動する場合，大洋における波の伝播速度が陸岸に接近

するにしたがって，水深が浅くなるとともに減少し，低気圧の進行速度に近

づくと，静的な吸上げの場合にくらべて，海面上昇は著しくなる。

また海岸の水位上昇は，風による広範囲の水の堆積と，沿岸一帯の波およ

び砕け波の質量輸送が大きな要素となっている。

いま，前に述べた高潮の原因を，気圧と風の作用に大別すると，この両作

用の割合は，水深約 120mでほぼ等しくなり，これより浅くなるほど，風の

比重が大となる。例えば大阪湾の場合，風の作用は気圧の 3～4倍，東京湾

では 6～8倍と推算される。

(b) 日本における高潮の性質
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過去の記録によれば，気象潮が lm を超すような高潮は，台風の場合に限

られるといってよい。高潮の起りやすし、地域は，前述のように3 東京湾，伊

勢湾，大阪湾，周防灘，有明海，鹿児島湾等，太平洋に南面している海湾で

あって，これらにおげる記録的な高潮は，おおむね台風が， 当該海湾の西側

を北上した場合に限られていることト土注目すべきことである。そして，気象

潮 lm以上の大きな高潮は，台風中心の進行方向の右側では，200km以内，

左側では 印刷以内においてしか起りえない。

また高潮の起るときについては，台風通過後の場合が全体の半ば以上を占

めている。

2. 港湾海岸における台風災害

( l ) 港湾海岸災害の定義と分類

(a) 港湾海岸災害の定義

港湾海岸災害の意義にj凡義と広義および狭義とがある。

①汎義港湾および海岸全般における風水害を指すものとする。したがっ

て，おおむね海水によってもたらされた災害一般ということもできる。

② 広義 汎義の港湾海岸災害のうち，災害負担法の対象となる公共土木災害

をいう。

③狭義広義の港湾海岸災害のフち，運輸省（港湾局）所管の公共土木災害，

すなわち港湾施設および港湾内の海岸保全施設に係わる災害をし、う。

以下，特；こ断わりないときには広義の場合を指すものとする。

(b) 港湾海岸災害の分類

① 起災因子による分類

（一次的因子一潮波風

二次的因子一一漂流物，船舶

②被災状況による分類

（破壊による被害
｛受水による被害

③被災対象による分類

f港湾ー 防波堤， 繋船岸等
「爪共施設 i ’ 
｜ l海岸一一防潮淀，護岸等

I （建物一一家屋等
j背後地il土地 田畑等
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① 公共土木施設としての分類

f ！一般港湾施設港湾施設
漁港施設

l j糊内海岸町設
｜漁港内 // 

海岸保全施設 〈
｜農地 // 

l一般 // 

（運輸省所管）

（農林省 ／／ ) 

（運輸省所管）

（農林省 ／／ ) 

（建設省 ／／ ) 

( 2) 港湾海岸災害の特性

前記のように，港湾海岸災害は，暴風雨時，特に台風時（こ，海水によって

もたらされた被害で、あるから，島国である日本の地形よりして，欧米の大陸

国にくらべ，この程災害の全災害に対する割合が大きいことが容易に想像で

きる。

日本全国の海岸線総延長は約 26,000kmであるが，このうち防災事業を必要

とする海岸延長は約 12,000～15,000kmといわれる。この長大な海岸線のどこ

かで，ほとんど四六時中，大小の災害が発生している。すなわち日本列島の

太平洋岸は，台風，高潮，地震津波に，日本海岸は冬期風浪，海岸決壊に悩

まされているのである。

公共土木災害額のみからみると，そのなかに港湾海岸施設災害の占める剖

合は， 1～2割程度であるが，一般災害総額を原因別にみるとき，港湾また

は海岸からの海水の破壊力による災害，すなわち一般港湾在岸災害の比重

は，全風水害の半ば近くを占めることと推定される。これはーに台風時高潮

によって惹起される一般災害および二次的土木災害が激甚であるからであ

る。例えば，高潮によって海岸堤防のごく一部が決壊した場合，その海岸施

設としての被害額は微小てやあっても，そこから侵入する海水によって広大な

背後地が一瞬にして泥海と化し，一般民家，田畑の被害はし、 うにおよばず，

道路，橋梁等の二次的土木被害をも誘発すること となるのである。しかも，

前記のように太平洋に南面する湾で最も高潮の起りやすい条件を備えている

東京湾，伊勢湾，大阪湾等は，わが国で代表的な人口欄密地帯であり，臨海

工業地帯であって，過去においてもしばしば甚大な被害実績を有し，また将

来もその可能性の最も大きい地区である。港湾海岸災害における高潮災害の
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比重が極めて大であることが背けることと思う。

( 3) 港湾海岸災害の実績

公共土木災害としての港湾海岸災害の定義（広義）は前に述べたが，このう

ち狭義の場合，すなわち運輸省（港湾局）所管の公共土木災害について統計的

に二，三述べてみよう。

(a) 港湾海岸災害の比重

広義の港湾海岸災害のなかにおける狭義のそれの割合ti, 1/2～1/3におよ

んでおり，さらに狭義のそれにおける海岸分の割合は，おおむね 4割程度と

なっている。

(b) 港湾海岸災害の分析

狭義の港湾海岸災害（l、わゆる港湾災害）について， 31～34年度別，災害原

因別（台風によるものとその他と）の表をつぎに掲げる。これによれば3 台風を

原因とするものの全体に対する割合は，多い年（34年）で ？割 5分，少ない年

(32年）で 4割，平均（33年と一致）で 8割 3分となっている。

港湾海岸災害 （運輸省所管）の年災別，原因別一覧表

年災別 ！工事費 ｜ 内 訳 ｜災 害 名

17.0｛§：円 台 風 ？？億コ1(58予告） 9号， 12号， 15号
31災

(100%) その他 7.1 (42 ) 冬浪，8月雨，12月浪

11.6 台風 4.6 (40 ) 
5号， 7号， 10号， 19号， 21

32 号

(100) その他 7.0 (60 ) 冬i長， 4月雨，7月雨，西九
州雨， 12月浪

19.2 台 風 16.0 (83 ) 
11号，17号，21号， 22号，26

33 号

(100) その他 3.2 (1 7 ) 
冬浪，4}j雨， 7月雨， 8月
雨， 12月浪

68.2 台 風 65.0 (95 ) 
5号， 6号， 7号， 14号， 15

34 号，18号，19号，20号

(100) その他 32 ( 5 
冬浪， 6月雨，7月雨， 8月
雨， 12月浪

29.0 台風 24.0 (83 ) 
平均

(1 00) その｛也 5.0 (17 ) 

( 4) 船舶被害について

(a) 台風時における船舶被害の実伏
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一般に台風時には3 港湾内においてかなりの船舶災害を生じている。その

主な原因を挙げると， つぎに示すように三段階となる。

I f錨鎖切断1 (1th船との接触または衝突

ト佳一フ切基f--1構造物との // 
湖j L浮標移動j L嫡 坐

風

波

高

また，記録によれば台風時における在港船舶の被災率についてはつぎのと

おりである。

60～80% 

30% 

30% 

jを（ジェ ーン台風）

港（ // ) 

治（キティ台風）

阪

戸

浜

大

神

横

(b) 船舶被害と構造物被害

上記台風時に，これら大港湾における構造物被害の大部分は，船舶との衝

突，接触（二次災害）によるもので，直接風波によ る被災（一次災害）は比重

が小である。

これに反し，地方の商漁港にあっては，防波堤が破壊され，

が起って，小型船舶等の二次災害を誘発する場合が多い。

( 5) 高潮災害記録について

(a) 高潮の頻度

一般港湾海岸災害における高潮災害の比重がきわめて大である ことは前述

のとおりであるが，今世紀に入ってから今日まで約60年間に日本に来襲した

高潮は60回以上にのぼっており，平均 l年に l回の割合になっている。

このうち偏差が 2mを超えるものは 7回を数えるに過ぎ、なし、。これらにつ

ι、て，っき、に概況を述べることとする。

(b) 著名高潮の概要

① 大正3年有明海高潮

同年 8月25日，台風が天草灘より北部九州に上陸し，

半円に入ったが，時あたかも満潮時に当っていたので，

2～2.5 m上昇し， 甚大な侵水被害をもたらした。

気象（熊本） 最低気圧 981.6 mb (l l 時）

最大風速 SSW 15.3 m/sec (16時）

最大偏差 2.5 m 

まず一次災害

有明海全域が危険

海面は満潮位より
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被害（熊本県） 死者 22名

流壊家屋 729戸

② 大正 6年東京湾高潮

周年10月 1日，台風が駿河湾北部をかすめて本土に上陸 L, NEまたは

NNEに向っ て進んだ。東京湾全体は前夜半より危険半円に入り，なお高潮

の起時が満潮時に当ったため，最高潮位は平均潮位上約 3mに達し，大な

る被害があった。

気象（東京） 最低気圧 950.4 mb ( 3時半）

最大風速 SSE 40m/sec (3時）

最大偏差 2.3 m 

被害（東京） 死 者 563名

流壊家屋 4,256戸

③ 昭和 2年有明海高潮

周年 ？月13日，台風が有明海を商から東へ 25km/hrの速さで横断 し，こ

れに伴って，同海域に著しい高潮が来襲した。 丁度満潮時と前後したの

で，被害が一層大きくなった。

気象（熊本）

被害（熊本）

③ 室戸台風高潮

最低気庄 980.7 mb (11時）

最大風速 SW 26.2 m/ sec (1 OJ時50分）

最大偏差 約 3m

死 者 423名

流壊家屋 607戸

昭和 9年 ？月21日， 著しし、台風が時速 70kmで SW から大阪湾北岸に向

って進んだが，これに伴って激しい高潮が湾のなかで次第にその高さを増

しつつ， 遂に大阪に上陸した。歴史的な低気圧ゆえ，室戸台風の名で知ら

れている。

気象（洲本） 最低気庄 941.6 mb ( 7時）

（室戸） ff 911.9 (5時10分）

（大阪） 最大風速 S 48.4 m/sec ( 8時10分）

（η ） 最大偏差 3.1 m 

被害（全体） 死 者 3,036名

流壊家屋 43,048戸
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⑤ 枕崎台風高潮

昭和 20年 9月 17日，顕著な台風が薩摩半島に上陸して，鹿児島湾およ

びその付近に大きな高潮が生起し，平均潮位上3mに達したものと思われ

る。

気象（枕 崎） 最低気圧 引 6.6mb (14時10分）

（鹿児烏） " 922.9 (15時40分）

I/ 最大風速 SE 35.0m/ sec (15時30分）

" 最大偏差 2m強 （16時頃）

被害（鹿児島県） 死 者 104名

流壊家屋 31,803戸

⑤ ジェーン台風高潮

昭和25年 9月3日，室戸台風とほぼ同じコースをとってジェーン台風が

大阪湾北岸に上陸した。このため著しし、高潮が大阪湾沿岸に見られ，大阪

における検潮記録は，平均潮位上2.5mを示した。

気象（洲本） 最低気圧 963.4 mb (11時07分）

（神戸）

（大阪）

被害（全体）

⑦伊勢湾台風高潮

最大風速

最大偏差

死者

流壊家屋

NE 33.4 m/ sec (1 l時20分）

2.4 m (13時）

508名

14,796戸

昭和34年？月26日，既往最大ともいわれる室戸，枕崎両台風と同程度の

大きさと強さをもった本台風が，潮岬の付近に上陸， NEN方向に進みp 伊

勢湾にとってほほ最悪のコースをとって名古屋を中心とする伊勢湾沿岸一

帯に未曾有の被害をもたらした。名古屋港て、は最高潮位，東京湾中等潮位

上 3.89mを示し，既往最大値を約 lm超えている。

気象（名古屋） 最低気圧 958.5 mb (21時）

（潮岬） " 930 

（名古屋） 最大風速 SSE 37.0 m/sec (21時25分）

( " ) 最大偏差 3.55 m 

被害（全体） 死 者 5,041名

流壊家屋 39,61 1戸

(c) 高潮の人災的要素
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以上の著名な台風の記録において，例えば大阪港における昭和 9年の室戸

台風と，同25年のジェーン台風との場合を比較すると，前者の高潮最高潮位

は，後者よりも 1.5m も高かったにもかかわらず，大阪市内での侵水面積は，

前者が 4km2に比し，後者が 11km2で，はるかに広くなってL、る。これは，

この15～16年間に，同地区の臨海工業地帯の異常な発達によって地下水の利

用が激増し，これによって顕著な地盤沈下が起ったためと思われる。

伊勢湾台風の場合においても，台風の強さもさることながら，常時海面よ

り低い土地に多数の人々が安心して住みついていたというところに，このよ

うな多数の犠牲者を出した根因があったということができる。

以上のほか，東京の江東地区をはじめとして，このような危険をはらんで

いる地区に対し，早急に対策を講じなければならなし、。過去の大災害記録に

おいて，自然の暴威による天災のなかに人災的要素も多分に含まれているこ

とを思うとき，将来に備えてこの人災的要素を除去するための最善の努力を

このうえともに尽すべきことはまことに当然であるといえよう。

3. 港湾海岸防災事業

以下，運輸省（港湾局）所管の港湾海岸防災事業について述べる。

( l) 港湾海岸防災事業の重要性

国土を災害から防護し，経済文化の発展の基盤を整備することは，防災事

業の目標である。この目標達成のためには，経済的，民生安定的要素の十分

な検討を前提として，国民所得倍増計画の一環としての長期的見通しに立っ

た合理的長期防災事業計画を樹立し，その計画にそって着実に事業を推進す

る必要がある。

港湾海岸防災事業の重要性については，今後国土の開発，産業の発展，都

市の繁栄が必然的に臨海部，特に港湾地区に指向されることから，こと新し

く強調するまでもなL、。したがって，港湾周辺地区における防災事業（土，従

前に比し，飛躍的な事業規模をもって，より重点的に笑施すべきであるとと

もに，臨海工業地帯造成計画，港湾計画，都市計画等の国土開発計画を考慮

した総合的な配慮、を必要とする。

( 2) 港湾海岸防災事業計画の基本方針

以上の趣旨に基づき，在来の港湾海岸防災計画を根本的に再検討し，行政
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投資の経済効果を一つの指標として，新たに国民所得倍増計画に伴う長期全

体計画を策定した。

これら長期計画を策定するに当って，その基本的な三考え方はつぎのとお り

である。

(a) 経済価値の高い臨海地帯の国土を保全する港湾海岸事業は，国土保

全事業の最も重要な分野であり，今後その重要性は益々増大するものと考え

ーム司
J」。

(b) 臨海部の国土を保全し，あわせて港湾の経済的機能を保持するため

には，水防体制の確立，防災的見地を考慮した港湾都市計画および臨海工業地

帯造成計画の樹立を促進する ことが必要であるが，高潮防波堤，海岸堤防等

の海岸保全施設の建設をもって，最も直接的かっ第一義的なものと考えた。

(c) 長期計画事業量積上げの基礎となる気象条件としては，伊勢湾高潮

対策事業およびこれに準ずる特別高潮対策事業の対象港湾に対しては，ほぼ

確率が 100年に 1回の伊勢湾台風，枕崎台風，室戸台風級のいずれかを想定

し，新潟地盤沈下対策事業および一般海岸事業の対象港湾については，ほぼ

30～50年に 1回の既往最大の台風または季節風によった。またチリ地震津波

対策事業に対しては，原則としてチリ地震津波時の潮位によって計画した。

( 3) 港湾海岸防災事業計画の概要

この基本方針のもとに策定された港湾海岸防災事業の項ははっさ、のとおり

であり，これに要する事業費の総額は 10ヵ年計画としておおむね 1,800億円

である。なお35年度分事業費はおおむね 100億円である。

(a) 特別高潮対策事業等海岸事業

港湾関係一般海岸事業は事業費約25億円をもって，本年度笑施中である

が，これに対応する長期10ヵ年計画としては，特別高潮対策事業と一般海岸

事業と（こ分げ，前者は前期 5ヵ年に重点的投資を行い，後者は後期 5ヵ年に

重点をおいた投資配分とした。全体計画！の事業は 1,250億円である。 （後述）

(b) 伊勢湾高潮対策事業

全体事業費約 250億円のうち， 34,35両年度において施工の約 50億円（う

ち，35年度分は，補正予算を含めて約40億円）を差し日｜し、た残額約200億円分を，

既定どおり昭和38年 7月までに完了する。

本事業の一環として，名古屋港，四日市港の前面に3 それぞれ，長大な高
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潮防波堤を築造し，直接防潮堤の設置による港湾都市機能の減殺を避けつつ

防潮，防波効果を挙げるべく計画して日下施工中である。全体事業費ば名古

屋港分約 85.5億円四日市港分34億円である。

(c) 新潟地盤沈下対策事業

新潟市を中心とする周辺地区において，最盛時最大年間沈下量 50cm とい

う激甚な地盤沈下に対処するため， とりあえず昭和33年度より本年度まで，

応急対策事業を笑施してきたが，沈下原因である天然カコ採取を制限するこ

とにより沈下速度も現在半減しているので，引きつづき今後の沈下量を最小

限度に抑えるようあらゆる努力が払われるものとして，来年度より恒久復旧

対策事業を実施する。全体事業費おおむね80億円（本年度事業費 10億円）， ..1-

の約 8割を前期 5ヵ年内に完了する。

(d) チリ地震津波対策事業

本年 5月24日，北海道，三陸三県等の道県の港湾のうち，チリ地震津波に

より甚大な被害を受けた港湾について：工，災害復旧事業のほか，特別措置法

に基つくチリ地震津波対策事業を計画実施するものとし，一部本年度災害予

備費および補正予算をもって着工してし、る。総事業費約30億円，前期 5方年

内に完了するものとする。

(e) 災害復旧関係、事業

災害復旧事業，災害関連事業，災害土木助成事業，地盤変動対策事業等に

ついては，残事業と災害発生推定額とから事業量を割り出している。 10ヵ年

計画でおおむね 200億円，本年度実施高は約30億円である。

( 4) 高潮対策事業計画について

上記について特別と一般に分け，少しく具体的に述べる。

(a) 特別高潮対策事業

伊勢湾台風による名古屋地！玄等の甚大な被害にかんがみ，東京湾，大阪湾

をはじめ，周防灘，有明海等の海湾に位置する諸港のうち，特に台風による

異常高潮が著しく，その被害が激甚な地域に対して，特別高潮対策事業を笑

施する。

本事業の計画対象港湾は，つぎの基準にしたがって選択した。

① 伊勢湾台風級の台風を想定した場合の高潮偏差が 2m以上であるこ

と。
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② 想定した台風による想定被害額 Aと，海岸事業10ヵ年計画の投資額

Bとの比 A/Bが 2.0以上であること。

③ 同一市町村に属する他省所管の隣接地区または運輸省所管の隣接港

湾をあわせ考えた場合，上記基準に入るものは計画対象港とする。

以上の基準により選定した本計画対象港湾の数はつぎのとおりである。

東京湾 6港

大阪湾 5港

周防灘，有明海等 43港

計 54港

本事業の計画を策定する場合に前提とした気象条件は，伊勢湾台風級の台

風が，対象海湾に対して最悪のコースで来襲した場合の高潮偏差および波高

とした。そして海岸保全施設の天端高は，これらの気象条件のほか，背後地

の状況，経済効果，事業規模，被害額等を総合的に勘案して決定した。

いま，標準的な公式を掲げるとつぎのとおりである。

（計画天端高）＝（台風期平均満潮位）＋（最大偏差）＋（堤体前面での波高）

十（堤休完成後の沈下量）

（堤体の自重による沈下のほか，広汎な地盤沈下があればこれをともに合む〕

(b) 一般海岸事業

特別高潮対策事業以外の海岸事業を一般海岸事業と する。一般海岸の う

ち，台風常襲地帯海岸および事業規模の大きな重要海岸を重点的に前期 5ヵ

年でと りあげることとし，その他の海岸については，過去の被害実績，経済

効果等の大きい個所または他事業との関係上，緊急に事業笑施を要する個所

のみを前期 5ヵ年に入れ，残余の海岸は，経済効果の伸長をまって，後期 5

ヵ年において事業を笑施する方針である。 （運輸省港湾局防災課長）
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