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極端現象に伴う災害発生変動評価 
斜面系 山岳系 河道 都市・低平地 沿岸域 

土砂生産モデル 

降雨・気温・水蒸気・風速・放射・気圧系列 （現在気候、近未来、世紀末 各25～30年） 
（アンサンブル実験結果を含む） 

気象研
GCM・RCM
出力 

Hazard
モデル 
(長期計算も 
含む） 

土砂流出モデル 

降
水 

雨水流出モデル 河道の水流モデル 

河道の土砂体積・輸送モデル 

ダム操作ルールモデル 
高
潮
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高
波
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デ
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斜面崩壊、土石流、洪水流出、洪水氾濫（都市域氾濫・地下街浸水など）、高潮・高
波氾濫、強風・突風により、発生頻度に応じた各ハザードの巨大化や災害としての
治水施設（ダムオペレーションも），堤防、防波堤護岸の安全率の低下や建物被害
率の増大 ＝＞新たな気候変動評価指標の創出 

台風モデル 陸面過程モデル 

領域気候モデル (気象研5km, 1km-RCM, 独自ラン with CReSS等)（物理的ダウンスケール） 

洪
水
氾
濫
浸
水
モ
デ
ル 

地
下
街
浸
水
モ
デ
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主要物理量の確率時空間モデル・極値確率分布モデル （確率的ダウンスケール） 

強
風
に
よ
る
建
物
被
害
モ
デ
ル 

災害発生
変動評価 

温暖化出力
翻訳 



• 温暖化予測翻訳（石川、中北、竹見、奥、田中、Kim Kyoungjun、木島、寒川） 
– 物理的ダウンスケールを実施する。日本周辺を対象とする。 
– 統計的解析を」実施する。降水に関しては全球を対象とする。（アジアモンスーンz）」 

• 河川流況（立川、小尻、佐藤、Kim Sunmin、山敷、浜口） 
– 日本主要流域を対象とし、流況・ピーク流量の変化を分析する。 
– 日本全域を対象とし、流況変化流域を抽出する。 
– 河川水流入と結合した大規模湖沼の水・熱流動の変化を分析する（琵琶湖） 

• 高潮・高波災害（間瀬、森、安田、中條） 
– 確率台風モデルを構築し、日本主要湾域の高潮の頻度・強度の変化を分析する。 
– 全球を対象とし、波浪の強度変化を分析する。 

• 強風災害（丸山、Nishijima(デンマーク工科大)） 
– 日本全域の市町村を対象とした強風建物被害率の変化を分析する。 

• 氾濫災害（戸田、小林、武田(中部大)、川池） 
– 主要都市域の洪水氾濫の頻度・強度の変化を分析する。(淀川流域・名古屋） 
– 流域・河川・氾濫域一体型モデルの構築と被害額評価（淀川流域」、経済等も） 

• 土砂災害（藤田、堤、竹林、アピプ） 
– 土砂災害の多い西日本域を中心に、土砂災害の頻度・強度の変化を分析する。 

• 適応策の考え方（中北、多々納、堀、梶谷、全員）２０１０年度から） 
– リスクマネジメントと関連した今後へ向けての議論と整理 

研究対象 



我が国の災害影響評価へのポイント 
• 様々なハザード、人と関わった災害が
ある。 

• 現実味のある（たとえば）河川流量を
算定するためには、時間・空間的にき
め細かな情報が求められる。 

• 気候モデルによる高解像出力が可能と
なって初めて、我が国の洪水、高潮・
高波・波浪、風災害などの災害環境へ
の気候変動による影響評価が可能と
なった。 



5 

地球シミュレーターが推測する２０７６年８月後半 

台風を表現できるモデルで、 
時間雨量が出力できるようにな
って、我が国の、極端現象とし
ての災害評価が可能となった 



日本の河川の特徴 (1) 
• 短い長さと急な勾配 

 

セーヌ川 
メコン川 

ライン川 

コロラド川 

河口からの距離(km) 

標高(m) 

利根川 

信濃川 
常願寺川 

北上川 



日本の河川の特徴 (2) 
• 大きなピーク流量と短い洪水期間 
 

利根川 

信濃川 

ライン川 

ミシシッピー川 

テネシー川 筑後川 

洪水継続期間 (日) 



1999年の元旦からの日数 

水文流出モデルの精度： 
 最高流量の再現精度は高い 

計算流量 観測流量 

  

日雨量データの利用だけではピーク流量を半分に算定してしまう。 

我国の災害評価における時間雨量の重要性 

淀
川
・枚
方
地
点
の
流
量 

時間雨量から計算した流量 

日雨量から計算した流量 

利根川や淀川といった大河川ですら毎時毎時の雨量情報が
気候モデルから出力されるようになって初めて、現実味のあ
る河川流量や水位の算定が可能になりました。 

土砂災害の場合は 
30分、10分雨量も重要 

佐山ら (2007) 






 ゲリラ豪雨（局地的集中豪雨）  
範囲：数km 

継続時間：１時間程度 

 台風 
範囲：1000km 

継続時間：１日から数日 

 集中豪雨 
範囲：100km 

継続時間：6時間から半日程度 

大河川での洪水、大規模水害、土砂災害、高潮・ 
 2009/08/08 in 台湾        高波、強風災害 

小河川や下水道内での鉄砲水、都市内水氾濫 
2008/07/28 at 都賀川  2008/08/05 at 雑司ヶ谷 

中・小河川での洪水、内水氾濫、土砂災害 
2010/10/20 in奄美 

台湾中央気象局、台湾国家災害防救科技中心 

南日本新聞 OFFICIAL SITE 都賀川モニタリング映像 

豪雨と災害のスケール 

気象庁ＨＰ 

共同通信 

GCMで影響評価可能 

RCMで影響評価可能 
まだ影響評価不可能 



影響評価をしたハザード 

• 土砂生産・斜面崩壊 
• 洪水 
• 高潮・高波 
• 強風被害 
• 浸水 
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深層崩壊のリスク 

表層崩壊のリスク 

総雨量と最大１時間雨量  

Schematic from PWRI 
Report No.4129 (2009) 

表層崩壊と深層崩壊 

surface soil layer 

rock 

Top 20 data of total rainfall and 
maximum hourly rainfall from 
Takeda City, Oita, Japan  

Oku et al (2011) 



日本における総雨量と最大時間雨量の将来変化推測値 

総雨量 

最
大
１
時
間
雨
量

 

頻度 

増加 

減少 

Future - Present 

Near Future - Present 

Color: 95% significance 
based on 60-km model 
ensemble experiments 

総雨量も強雨も増加 
 
 
表層崩壊リスクも
深層崩壊もリスク
増大 

Oku et al (2011) 



将来－現在 

半減期1.5時間 
実効降水量 

半減期72時間 
実効降水量 

信頼度 
95% 

ほとんどの地域で10～20％増える 

◆……95%の信頼度で有意な変化，・……それに満たない変化 

信頼度 
95% 

東海以西と東北で10～20％増える 

全球60km 

表層崩壊リスク 

深層崩壊リスク 

% 

% 

奥ら (2011) 



Total Runoff (Streamflow) 

Change of the Percentage Difference of the Mean Monthly Streamflow Discharge and Soil 
Detachment in the Future Climate Condition with Respect to the Present Climate Condition  

(March-October,  
in animation) 

Hillslopes Soil Detachment 

Apip et al.(2011) 

河川月総流出量の将来変化 

総土砂生産量の将来変化 

NEW 



Total Runoff (Streamflow) 

Projected Changes in the Mean Monthly Streamflow Discharge and 
Unstable Slope Probability (%) of Future Climate (in animation) 

Unstable Slope Probability 

Apip et al.(2011) 

月河川総流出量の将来変化 

表層崩壊危険度の将来変化 

NEW 



特定主要河川流域を対象とした将来流況変動予測。 
さらに植生分布と河川水温分布の変化の推定 

石狩川 

最上川 

阿賀野川 

利根川 

木曽川 
長良川 

淀川 

吉野川 

筑後川 

最適水温 
（アユ） 

熱帯雨林 
亜熱帯雨林 
照葉樹林 
落葉広葉樹林 
常緑針葉樹林 
ツンドラ 

熱帯雨林 
亜熱帯雨林 
照葉樹林 
落葉広葉樹林 
常緑針葉樹林 
ツンドラ 

現在植生分布 

将来植生分布 

現在水温分布 将来水温分布 

■森林 
■草地 
■水田 
■都市 
■水域 

人口分布 

土地利用 

❶ 

❷ ❸ 

❹ 

❺ 

❻ ❼ 

❽ 

佐藤ら(2011) 
NEW 



河川や高潮・高波のデザイン値 

デザイン値 
(何年に一度
程度という、
あらかじめ
設定された
頻度、それ
に対応する
流量,水位) 
 

河
川
の
流
量
・
高
潮
の
水
位 

防災の対象となる範囲 
= 堤防から水は溢れさせない。 
  防波堤から水は越えさせない。 

減災の対象となる範囲 
= 大規模災害の場合もふくむ。 

気候変動による影響評価で
は、同じ頻度に対応するデ
ザイン値がどう変化するか
が興味と対象となる。 



再現期間100年に対応する年最大流量 
の変化比率（台風到来が大きな影響） 

近未来気候の100
年確率年最大流量
の変化比率 

世紀末気候の100
年確率年最大流量
の変化比率 

立川ら 2009 

●東北南部と北陸東部以外、ほとんどの地域で最大流量は増加。30－40％増
も。 
●もともと大雨の少ない東北では、クリティカルになる危険性が大きい。 
●ただし、九州～近畿以外では、台風到来頻度が元々相対的に少なく、GCMによる２５年間 
 の計算では、たまたまという影響が大きいと考えられる。洪水危険度は東日本も要注意。 
 



立川ら 2009 

再現期間10年に対応する渇水流量の 
変化比率（台風が来ない事が大きな影響） 

近未来気候の１０
年確率渇水流量

の変化比率 

21世紀末気候の10
年確率渇水流量の

変化比率 

●北日本と中部山地以外では、渇水時の流量減少。渇水が深刻に。 
●西日本では、洪水危険も増すし、渇水危険度も増す。  
●ただし、九州～近畿以外では、台風到来頻度が元々相対的に少なく、GCMによる２
５年間の計算では、たまたまという影響が大きいと考えられる。 

渇水流量：１年で約１０番目に少ない、河川の一日
の流量 



Water Resources at  
Tone-Ozeki (6058.8 km2) 

Water Demand 
• Living water: 37.43 m3/s 
• Industrial water: 2.08 m3/s 
• Agricultural water: 
 Apr~May     39.51 ~ 60.99 m3/s 
 May~Sep   111.62~186.71 m3/s 

No Dams 
 
 
 
 
 
 
 
 
With Dams 

• ダム群から離れた下流の地点である利根大堰（流域
面積6058.8km2）に対する計算結果からは、ダム群の
操作影響が少なくなることがわかる。 

• 利根大堰地点では、ダム群操作にもかかわらず年最
小流量が必要な水利用量に対して満足できない時
期が現れる。そのため、新たな操作ルールの開発が
必要とされる。 

Kimら, 2010 

利根川ダム群は今世紀末の少雨に 
対応できるか？ 



２０ｋｍ出力を用いた直接評価 

日本海 

東シナ海 

黄海 

現在気候 将来気候 100年確率 

現在気候では，中国東海岸，対馬海峡および渤海での高潮が顕著． 
将来気候では，中国東海岸と対馬海峡で高潮が小さくなる．東シ
ナ海は多くの強い台風が通過するため，引き続きリスクの高い海
域である． 

間瀬・森・安田G(2011) 

気候変動予測実験出力を直接用いた高潮リスクの評価 

GCMデータを駆動力として高潮シミュレーションを実施．台風ごとの最大高潮偏差を
極大値資料とし，Gumbel分布を用いて極値統計解析を行った．再現期間は100年． 



Ise 
Bay 

Sagami 
Bay 

Izu 
Islands 

Mikawa 
Bay 

Suruga 
Bay 

Tokyo 
Bay 

Enshu- 
nada 

Kumano- 
nada 

Boso 
Peninsula 

東京湾で最も大きく2.3～3.0m．次いで，伊勢湾西部およ
び三河湾で大きく，それぞれ1.8～2.1m，1.5～2.1m． 

東京湾では2.3～3.4mに増大したのに対し，伊勢湾では
2.2～2.6m，三河湾では2.5～3.2mと際だって増大した． 

気候変動予測実験出力を直接用いた高潮リスクの評価 
GCMデータを駆動力として高潮シミュレーションを実施．台風ごとの最大高潮偏差を
極大値資料とし，Gumbel分布を用いて極値統計解析を行った．再現期間は100年
． 

Seto Inland Sea 

Suo-nada 

Hiuchi-
nada 

Harima-
nada 

Aki-
nada Itsuki-

nada 

Osaka 
Bay 

現在気候 将来気候 

周防灘西部における高潮偏差の再現確率値が最大で，2.4
～2.7m．燧灘および播磨灘においても大きい． 

周防灘で，現在気候に比べて大きく増大し，3.0～3.7m．燧
灘や播磨灘では小さく，安芸灘および斎灘では大きくなった． 

(unit: m) 

将来変化 

間瀬ら (2011) 



Preliminary study on impact assessment of climate change on building risks 
induced by typhoons in Japan 

24 

風速・被害率の変化の詳細 

丸山ら (2011) 
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場所による建物被害率の変化 

地域差あり  

・中心経路の変化による 
・強度の変化による  

丸山 (2011) 



不確定性がまだまだある（１） 
• 以上の気候変動影響評価としての計算結果は概
算値である。特に、まれな（極端な）ハザード
ほど不確定性は高い。（もちろん、概算値とそ
の精度が出るだけでも、飛躍的な進歩である） 
 

• なぜなら、気候モデルによる世紀末までの出力
の中には特定の河川や湾に対する最悪の台風が
たまたま含まれない場合も想定されるから。 



ＧＣＭ予測に潜む不確実性 

1. Uncertainty in cumulus parameterization 
2. We only use single 25-years time-series of output for 

present, near future and end of the 21st century 
– Is this enough number of years as statistical sample? ＝＞Re-

sampling or ensemble projection will be needed. 
– Quite extreme event may not occur within single 25-years time series 
      ＝＞Worst scenario experiment is required! 

3. Uncertainty in CO2 release scenarios 
– We are using most likelihood A1B scenario 

偶然の不確実性 
モデルの不確実性 

CO2 シナリオによる不確実性 

Projected value 

Time 



年最大河川流量の増大推測の不確実性 
１００年確率値の不確実性(Jackknife 法による) 

Present 

Near future 

End of century 

100年確率年最大
流量の増加倍率 

不確定性の大きさ 
(標準偏差) 

増大倍率が高いほど不確定性が大きい 

近未来/現在 

２１世紀末/現在 

２５年時系列から推定する場合 



再現期間に対応する推定値の不確実性 

GEV 
Obs. 
Model A 
Model B 

Model A 

Model B 

Obs. 

２５年の時系列から算定 
Konoshima and Nakakita (2010) 

低い不確定性: 
   農業,  
    
 
再現期間に対応する 
値を設計値に 
利用可能 

高い不確定性: 
   極端現象,  
   洪水, 土砂崩壊 

再現期間に対応する 
値は設計値としては 
使えない 

年最大値 



将来デザイン値の推測には不確定性がある 

現気候下で
のデザイン
値 
 

河川の流量 
高潮の水位 防災の対象となる範囲 

= 堤防から水は溢れさせない。 
  防波堤から水は越えさせない。 

気候変動による影響評価では 
＝同じ頻度に対応するデザイン値 
  は上昇する。 
＝でも、どこまで上昇するかにはあ 
  いまいさがある。 

世紀末の推定デザイン値 
将来気候下での推測デザイン
値には不確定性がある 

減災の対象となる範囲 
= 大規模災害の場合もふくむ 



不確定性がまだまだある（２） 

• そこで、最悪シナリオも影響評価の対象
としておきたい。 

• たとえば、できるだけ気象学的に根拠の
ある形で台風のコースをずらして大雨や
河川流量を算定するとどうなるだろうか
？ 



極端台風の進路を操作して最悪シナリオを 
台風の渦を保存させて中心位置を移動さ
せる。 

（コマを移動させる） 

領域気象モデルで移動後の数値シミュ
レーションを実施。 

（コマを再び放して勝手に移動させる） 

影響評価 

• 陸： 強風・河川流量・浸水 

• 海： 波浪・高潮 

RCM-5km 

GCM20 

領域気候モデルによって 
同一台風の異なる経路の計算 

石川ら (2009) 



mm/h 

AGCM20 

“worst track” 
Central Tokyo 

Ｉｓｈｉｋａｗａ ｅｔ ａｌ．2009 



GCMで算定された将来気候極端台風を 
進路変更させたときの最悪河川流量 

GCMで算定された将来
気候の極端台風の進路 

最悪の河川流量をもた
らす台風経路 

現在気候下の 
デザイン流量 

現在気候のデザイン流量
の２倍の流量の可能性 

日時 

河
川
流
量
（
to

n/
se

c)
 

奥ら (2009) 



過小 過大 

過小 過大 

過小 過大 

時間降水量の最大 
は１．４９倍に 

実際の台風をベースにした 
最悪ルート（淀川流域） 

積算降水量の最大 
は１．57倍に 

風速の最大値は 
は１．51倍に 

石川裕彦G (2010) 



海面水温上昇を仮定した「最悪経路」時間降水量 

時間降水量の最大 
は1.7倍に 

海面水温上昇 

石川裕彦G (2010) 



海面水温上昇を仮定した「最悪経路」積算降水量 

積算降水量の最大 
は2.26倍に 

石川裕彦G (2010) 



T7916で探索した積算降水量に関する最悪経路 

石川裕彦G (2010) 



流域平均降雨強度 

小林ら(2011) 



浸水深計算結果 

2009.10.8-9 降雨による内水
浸水，枚方上流域平均雨量： 
132mm/48hr  

T7916(最悪）にSST温暖化バ

イアスを加えた場合，枚方上
流域平均雨量：146mm/60hr 

T7916に基づく最悪ケースの

内水浸水，枚方上流域平均
雨量： 111mm/60hr 

結果的に低平地では， 
ボーガス法（現在）で 
大きくて10～20㎝程
度の浸水深， 
 
ボーガス法（将来）で 
20㎝～1mの浸水深 
が計算された． 
 
今回は破堤・溢水は
ない． 
 

小林ら(2011) 

NEW 



適応策に向けて 
• できるだけ気象学的に根拠のある形で台風
のコースをずらして大雨や河川流量を算定
すると現在の治水目標値の2倍の流量が算
定される場合がありました。 

• 将来の適応のためにこの算定値は考慮に入
れるべきでしょうか？ 

• たとえどれくらいの頻度で到来するかは推
定できなくとも、また災害を完全に防ぐこ
とができないものであっても、少なくとも
「生起してしまった場合にどうすべき
か？」という被害軽減策を考えておく必要
があると思っています。 



適応に向けて 

現気候下で
のデザイン
値 
 防災の対象となる範囲 

= 堤防から水は溢れさせない。 
  防波堤から水は越えさせない。

減災の対象となる範囲 
= 大規模災害の場合もふくむ 

気候変動による影響評価では 
＝同じ頻度に対応するデザイン値 
  は上昇する。 
＝でも、どこまで上昇するかにはあ 
  いまいさがある。 

世紀末のデザイン値 

河川の流量 
高潮の水位 

将来気候下での推測デザイン
値には不確定性がある 

サバイバビリティ・クリティカル（生
存の淵、土俵際）から、しなやかによ
り戻せる足（社会システム）が、より

重要となる 

最悪シナリオ 



適応に向けて 

現気候下で
のデザイン
値 
 

防災の対象となる範囲 
= 堤防から水は溢れさせない。 
  防波堤から水は越えさせない。

減災の対象となる範囲 
= 大規模災害の場合もふくむ 

気候変動による影響評価では 
＝同じ頻度に対応するデザイン値 
  は上昇する。 
＝でも、どこまで上昇するかにはあ 
  いまいさがある。 

世紀末のデザイン値 

河川の流量 
高潮の水位 

不確定性が下がれば。。。。。 

サバイバビリティ・クリティカル（生
存の淵、土俵際）から、しなやかによ
り戻せる足（社会システム）が、より

重要となる 

最悪シナリオ 



気候変動影響評価・適応策を考えるにあたって 

• 革新プロジェクトで初めて我が国の災害への影響評価が可能
になった 

• 気候変化が語れる空間分解能と計算分解能等は同じではない
： 
– 20km以下の細かさで予想されるからといって、100年先の影響の神
戸と大阪で違いは議論できない。 

• 安全度評価（デザイン値の将来推定）には不確定性がある： 
– 現在の防災計画は、200年確率など、再現確率をデザイン値にしてい
る。しかし、100年先の状態について正確に「生起確率を評価するこ
とはできない危険性がある」。 （気候モデルの不確実性やアンサン
ブル計算数の少なさによる） 

• 最悪シナリオ、サバイバル・クリティカルの重要性： 
– 気候変動適応策には増大するデザイン値の確率評価（安全度評価）だ
けでなく、最悪シナリオベースの評価も極めて大切である。スーパー
台風が物理的根拠を持った計算上生起することが見込まれるならば、
生起確率が不明であっても最悪シナリオの一つとして採用すし、適応
策を考える哲学を構築する、そんな考え方の転換が必要がある。サバ
イバビリティ・クリティカル（生存の淵、土俵際）から、しなやかに
より戻せる足（社会システム）が、より重要となる。 
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