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一般講演

ただいまご紹介にあずかりました、水災害研究グル
ープ長をしております、澤野と申します。今日は激甚
化する中山間地での洪水の予測とリスクコミュニケー
ションと題し、今年は特に北九州で大きな災害がござ
いましたが、それにも関連して、我々が現在進めてい
る研究を、ご紹介いたしたいと思います（図－1）。

 

図－1

まず水災害研究グループが所属する水災害・リスク
マネジメント国際センター、略称でICHARM（アイ
チャーム）と書くのですけれども、この活動内容につ

いて、若干ご説明いたします（図－2）。
ICHARMというのは、International Center for 

Water Hazard and Risk Managementの頭文字を取っ
た名称でございますが、このセンターはユネスコによ
って認定された、カテゴリー2という分類に所属する
組織となっています。世界にはユネスコに認定された
様々なセンターがあり、そのうちの一つとして、国際
的な活動を国連機関と連携しながら進めているところ
です。

 

図－2

このICHARMの活動は、革新的な研究、効果的な
能力育成、効率的な情報ネットワークの３本の柱で成
り立っています。革新的な研究では、国内外での調査
研究活動、効果的な能力育成では、短期の研修に加え、
ICHARMに博士課程、修士課程のコースを設けてお
り、国内外からの研修生の教育、研修を行っています。
効率的な情報ネットワークは、ユネスコ等々国連機関
や途上国の各国政府との連携体制で、これを活用して
世界での水災害の軽減に資するような活動を進めてい
るところです（図－3）。

 

「激甚化する中山間地での洪水の予測とリスクコミュニケーション」

国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター
水災害研究グループ長　澤野　久弥
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図－3

革新的な研究について、いくつか事例をご紹介いた
します。まずICHARMが進める洪水解析システムと
して、総合洪水解析システム（IFAS）と降雨流出氾
濫モデル（RRI Model）の二つのモデルの開発普及を
進めています（図－4）。左側のIFASは、途上国を対
象に、水文観測施設があまり整備されていない、もし
くはほとんど無いようなところで、降雨情報等の衛星
データを活用して流出解析を行い、洪水状況を把握す
ることを目的として開発したものです。

IFASは2007年に最初のバージョン、2010年にバー
ジョン2を公表し、これまで様々な国で使われており
ます。今年はこれまでの実績をふまえて、国土技術開
発賞をいただいたところです。

特に2国間にまたがるような国際河川においては、
上流の情報がなかなかリアルタイムで取りづらい場合
があります。例えばインダス川、下流はパキスタンで
すが、上流が中国で、オンタイム、リアルタイムの情
報を入手するのが困難である、このような場合に、上
流の情報を衛星で入手することによって、どのような
洪水が下流で発生するかという解析につなげていま
す。

右側のRRIモデル、これは二次元不定流計算によっ
て、降雨から流出・氾濫までを一体として計算するも
ので、最初に本格的に適用したのは、2011年タイで発
生した大洪水への対応としてです。ご記憶の方もいら
っしゃると思いますが、そのときには、日本のさま
ざまな企業が入っている工業団地が水没し、国際的
な経済活動に影響を与えました。この洪水を受けて、
JICAとFRICSがタイ国政府と洪水予報システムを作
りましたが、そのエンジンとして、このRRIモデルが
採用されております。

その後、GUI（グラフィカル・ユーザー・インター
フェース）を改良しながら、海外、それから国内での
活用を進めているところです。平成25年には国土技術
開発賞の優秀賞を受賞しています。

 

図－4

ICHARMは、これらのツールを使いながら、気
候変動による将来リスクの評価の研究も進めていま
す。京都大学等と実施した、文科省による創生プログ
ラムでICHARMは、インダス、メコン、チャオプラ
ヤ、ソロ、パンパンガという海外の5河川流域におい
て、気候変動モデルにより現在と将来の降雨を計算し、
RRIモデルで流出状況の変化を調べ、さらにその変化
によって、どのように被害が変化するのかを評価しま
した（図－5）。

 

図－5

被害については、洪水によって稲作にどれだけのダ
メージが生じるかを、浸水深と浸水期間と被害率の関
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係を示す農業被害関数（ダメージカーブ）を使って計
算し、気候変動による影響を評価しました。

降雨状況の変化に関しては、将来気候について、最
悪シナリオのRCP8.5での4種類の海面表面温度で計算
した値の平均値を、現在気候の値と比較しています（図

－6）。全ての流域で年間降水量が増えますが、地域に
よってその程度に差が出ています。

 

図－6

フィリピンのパンパンガ川流域で、RRI Modelを使
って現在と将来の氾濫状況を計算し、現在気候の25年
間のうちの最悪のケースと、将来気候の25年間のうち
の最悪のケースを比較しました（図－7）。その結果、
浸水面積は現在に比べて将来は20％増加し、被害額で
比較すると、浸水深と浸水期間による評価が加わり、
被害額としては4％の増加となりました。いずれ将来
は被害がより厳しい状況になるということを、定量的
に評価しています。

創生プログラムは、昨年度でいったん終了しました
が、今年度から新たに文科省による統合的気候モデル
高度化研究プログラムが始まり、ICHARMではフィ
リピンのダバオ川とインドネシアのジャワ島の河川を
対象として将来予測を行い、さらに気候変動への適応
策の検討を行います。この適応策の検討では、他の流
域や国でも参考になるプロトタイプ構築を目的として
おり、全体で5年間のプログラムとして進めていると
ころです。

図－7

この他、パンパンガ川流域では、ハザードマップを
作り、このハザードマップを元に地元のコミュニティ
ーの方々と議論しながら、洪水対策のプランづくりを
するという活動を行っております（図－8）。

 

図－８

現在ICHARMが取り組んでいる研究テーマとして、
中山間地における洪水リスク評価がございます。近
年、集中豪雨等によって中山間地河川での災害が激甚
化しており、避難の遅れ等により尊い命が失われる等、
被害が頻発しています。今年は九州、昨年は岩手県で
大きな災害がございました。新潟県、福島県でも平成
23年豪雨によって被害を被っております（図－9）。
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図－9

この研究は、中山間地における洪水リスクを適切に
評価し、洪水予測、予報につなげることで、被害を防
ぐことを目的とします。洪水の場合、地震と違うのは、
降雨開始から発災に至るまでに、ある程度の時間がか
かる点です。降雨が流出して川に集まり、氾濫が起こ
るわけですけれども、その間に適切な予測ができれば、
事前対応につなげることができます。

このため、発災前の様々な情報の収集、分析、洪水
予測が重要で、それらの情報を防災担当者や住民が防
災活動に活かすことによって、被害を軽減できる可能
性が高くなります。

この時、洪水予測に影響する要素として、降雨予測
情報の精度があります。より精度が高ければ、より確
かな予測につなげることができますが、ゲリラ豪雨や
線状降水帯等は予測が難しく、これらを精度よく捕ら
えることが一つの課題です。もう一つ、洪水予測に影
響するものとして、どのような流出モデルを使うのか
があります。非常に精緻なモデルが良いかというと必
ずしもそうではなく、簡易なモデルでも、素早く計算
して速やかに活動につなげるほうが良い場合もありま
す。その河川の状況、流域面積等により、どのような
モデルが適切かを考える必要があります。

特に中小河川での課題としては、一般的に得られる
水文情報が少なく、国が管理する本川のようには水位
情報等が把握できていない場合があります。

さらに中小河川の場合、洪水に加えて土砂移動や流
木が発生し、これらが一体となって流れていくので、
この現象をどう捕らえるかが課題です。洪水だけだ
と、水に対する水理解析だけで対応を考えるわけです
が、中小河川では複合した現象が起こっていることを
踏まえる必要があります。また中小河川では降雨から

流出までの時間が短いので、リスク情報の提供は、時
間の制約の中で確実な避難につなげられるようにする
必要があります（図－10）。

 

図－10

ICHARMでは、それらを念頭に研究を進めており、
例えば新潟県の阿賀野川、阿賀町では、あらかじめど
こが、どのように危ないかをシミュレーションモデル
を使って解析し、その情報を市町村の行政担当者に提
供する研究を行っています（図－11）。行政担当者に
よるいざというときの判断に資するよう、「洪水カル
テ」というものを作り、その中で担当する地域での洪
水の様々な様態、水位の上昇スピードや洪水の湛水時
間、被害につながる地域の状況等を評価し、点数付け
して、その地域の洪水の特徴をまとめるという研究を
行いました。

特に近年、市町村合併で、防災担当者が担当する範
囲が広くなっており、土地勘が無く、あまり馴染みの
ないところでは、どのようなことが起こりやすいの
か、起こっているのかが、なかなか把握出来ない場合
があります。そのような情報を提供することで、対策
に役立てていただくことを目的としています。さらに
現在、それらの情報をビジュアルに提供するシステム
も開発中です。
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図－11

ここからは九州北部豪雨での解析です（図－12）。
これは今年7月に起こった筑後川の洪水の図面で、筑
後川の右支川、赤谷川という県管理河川で大きな災害
が起こりました。赤い色は山腹で崩壊が起こったとこ
ろで、線状降水帯が発生し、ご覧になると分かります
とおり、崩壊が集中して起こっているところと、そう
ではないところがあります。2日間で586ミリという大
雨によって、崩壊地からは土砂や流木が大量に出てき
ており、大きな災害を引き起こすこととなりました。

 

図－12

これは赤谷川の写真ですが、土砂と流木を伴う氾濫
により、家屋の流失などが生じています（図－13）。

 

図－13

中山間地の洪水予測の解析では、降雨予測情報を得
るためのアンサンブル予測の研究を進めています。ま
た、気象庁の短時間予測等も活用し、RRI Modelを活
用した流出・河川水位予測、流出土砂量の解析、二次
元不定流及び流砂、流木モデルを用いた洪水氾濫解析
の研究を進めているところです（図－14）。

 

図－14

アンサンブル予測は、3日程度先までの降雨を予測
する計算を行うものですが、予測では、微妙な初期条
件の違いが、後で予測値の大きな差となってくること
から、最初にいくつか細かい差を与えた複数のケース
を計算し、将来の値について、幅を持った予測を行い
ます（図－15）。

これはロンドンの事例ですが、初期値一つだけでの
予測が黒い線で、これに比べ初期値をわずかに変えた
複数の計算により、赤い線で示される結果となり、3
日後には結果にこれだけの幅が生じています。実際の
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観測値は青い点線で示されており、初期値一つだけだ
と結果が離れているのが、アンサンブル予測だと、そ
の幅の範囲内に実際の観測値が入っており、アンサン
ブル予測によって一番厳しい状況についても、逃すこ
となく把握できています。

図－15

このアンサンブル予報を実用化する研究を、現在進
めているところです。まず日本全体を15キロメートル
メッシュで計算し、それから今回九州の場合は、その
エリアを3キロメートルメッシュ、大体151×151エリ
アでの計算を行っています。その結果が図－16です。
このグラフは花月川の流域平均雨量で、黒い点がレー
ダー観測による実測値ですが、33ケースの計算のうち、
二つのケースが現象を近く捕らえていた形になってい
ます。ただし現在のアンサンブル予測では、降雨の発
生個所にも誤差があるので、降雨強度を計算したら、
対象の川で最悪の事態が起こるように、その降雨の発
生地点を若干ずらして予測しており、その中で2ケー
スが実測に近い値として捉えられております。それ以
外にも、予測では若干の時間的な誤差等が存在し、こ
れらは今後研究を進め上での課題となっています。

図－16

予測した降雨の値を、先ほどご説明したRRI Model
に入力します。このRRI Modelは、ICHARMのホー
ムページでグラフィカル・ユーザー・インターフェー
スを公開しており、またソースプログラムも公開して、
途上国の方々にも自由に使っていただけるようにして
います（図－17）。

 

図－17

先ほどのアンサンブル予測による降雨計算の結果を
RRI Modelに入力すると、先ほどの2ケースが水位に
換算され、実測水位に近い値を示しています（図－

18）。この計算は7月4日の16時の時点のもので、この
72時間先まで予測しており、水位のピークが1日前に2
本程度は予測評価できていたという結果となっており
ます。
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図－18

これはアンサンブル予測を用いた結果ですが、気象
庁の降水短時間予報を用いた解析も行っております

（図－19）。この降水短時間予報は6時間予報です。気
象庁のナウキャストだと、1時間予報なのでかなり精
度が高くなりますが、それでは避難に結びつける洪水
予測には時間が短いので、6時間の予報を用いてRRI 
Modelによる解析を行いました。なお上の降水量分布
図は、レーダーとアメダスから作成した実績降雨図で、
これによると線状降水帯が卓越してきて、大きな災害
をもたらしたということがご覧になれると思います。

水位予測の各々の線は、1時間毎に行った水位予測
で、計算開始時刻から６時間先までの予測計算を行っ
ています。①から⑥までの最初の段階では、あまり水
位の上昇が予測できていないのは、⑥までは線状降水
帯が計算にあまり反映されていなかったからで、⑦に
なってから、線状降水帯の影響が計算に反映され、流
出予測、水位予測もかなり実際に近い形になっていま
す。例えば⑦の、16時の時点での予測で、氾濫危険水
位に到達するのが18時ということが示されています。
つまりこの時点で、リードタイムが120分稼げたとい
う結果となっているところでございます。

図－19

このような洪水予測の研究から、さらに流砂・流路
変動を考慮した解析の研究を進めています。これは二
次元不定流による洪水流れの計算、流砂、流木の挙動
の計算、河床、流路の地形変化の計算を、相互の関係

（インタラクション）を考慮しながら進めていくもの
で、河床の変動によって、氾濫状況も変わってくるこ
とを、同時並行で計算します。最初の境界条件として
は、上流端の状況を入れています（図－20）。

 

図－20

この写真左側の赤谷川は普段の状況で、この細い線
が川です（図－21）。これが今回の洪水で、谷底平野
いっぱいに土砂が流れた形になっています。そうする
と、この範囲全体を捉えた解析をする必要があります。
これにさらに流木が加わります。
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図－21

流出土砂に関しては、山腹崩壊で発生した土砂がど
のように流出していくのかを、土石流の平衡勾配や浸
食・堆積の速度式等を用いながら計算しています（図

－22）。
 

図－22

そして土石流の浸食・堆積のメカニズムを考慮して
土砂供給量を計算します（図－23）。

 

図－23

流出した土砂について、洪水流れの計算として、掃
流砂と浮遊砂、それぞれに対する式で、その挙動を追
っていく。今、試験的な試みとして、流木に関しても
同様に、流木を濃度に換算して計算して評価するとい
うことを行っています。最終的には体積で見直すので
すが、動いている最中は、濃度として評価することに
よって、計算式の中に組み込むということを行ってお
ります。これらによって、河床、流路の地形変化とい
うものを捉えていき、このEとDが、浮遊砂の浸食・
堆積、それが河床流路の地形変化に反映されています

（図－24）。
 

図－24

これはその計算結果ですが、一番左（ケース1）は、
上流からの土砂の供給がない固定床として計算した場
合、中央（ケース2）は、土砂の供給がない移動床と
して計算した場合、一番右（ケース3）が、移動床で
さらに上流崩壊地からの細粒分の供給や流木があった
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場合の計算です（図－25）。
これだけ見てもちょっと分かりにくいのですけれ

ど、図－26が、図－25の赤い丸の地点の断面で、ケー
ス1とケース3を比較すると、ケース1の右岸側が完全
に埋まり、水位は高くなって、氾濫域が横に大きく広
がった計算結果となります（図－26）。

図－26

このようにして、氾濫現象を定量的に捉えると、今
度はそのリスクを地元の方々に知っていただくこと
で、避難や防災活動、さらには将来的な土地利用など
に活用することにつなげられます。今回九州の災害で
は、残念ながら亡くなられた方、行方不明者の方が生
じましたが、この地域は、もともと防災意識は高く、
朝倉市では全地域で自主防災マップを作成し、コミュ
ニティー放送の個別受信機等を設置しています。それ
でも今回は逃げ遅れてしまった、避難できなかったと
いうようなことがございました。特に昼間、若い人が

いない時間帯に豪雨に見舞われたため、高齢者の方々
の亡くなった割合が高くなっております（図－27）。

 

図－27

ICHARMではこのような被害を下げるための適切
なリスクコミュニケーションを研究課題としていま
す。この中で、災害リスクを言葉や数字だけでは実感
出来ない場合に、リスクをビジュアルに伝える可視化
技術や、自然現象に不確実性、幅がある中で、行政等
の意志決定に資する情報の研究、さらには、なかなか
人は、自身が危ないということを信じない中で、行動
のためのラストワンマイルという言い方をしておりま
すけれども、実際の避難行動を促す情報提供の手法に
ついて、行動に至る心理プロセスを踏まえた研究に取
り組んでいるところです。（図－28）。

 

図－28

図－25



寒地土木研究所月報　特集号　2017年度  59

今後の地球温暖化の影響等によって、水災害の激甚
化が懸念されており、そのような中で災害対応に資す
るべく、ICHARMでは本日ご説明したように、降雨
流出予測や水、土砂、流木が一体となった流下・氾濫
現象の解析の研究、これらを引き続き進めていく所存
です。また地方自治体の行政担当者や、地元の方々を
対象として、水災害リスクの理解や、適切な避難活動
等に資するリスクコミュニケーション・ツールの研究
にも取り組んでいるところでございます（図－29）。

図－29

以上、ICHARMの活動についてご紹介いたしまし
た。ありがとうございます。


