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「豪雨のリスクを可視化する」 
三隅 良平（防災科研 水・土砂防災研究部門 部門長） 

 

1.台風 15 号・19 号・21 号について 

 われわれの部署は気象災害の研究をしています。改めて台風災害を振り返ってみ
ると、まず台風 15 号は、非常に大きな台風が首都圏を直撃したということで肝を
冷やしましたが、死者 ・行方不明者 1 名ということで、正直われわれも大きな被害
がなかったと思いました（図表 1）。その後、ご存じのとおり大変なことが起きま
した。停電軒数が 93 万軒を超えて、長いところでは 2 週間にわたって停電が復旧
しない状況が続きました。 

 立て続けに台風 19 号が来ました。これは史上最大級の台風だという間違った報
道がされていましたが、別に台風そのものはすごく強いものではありませんでした。
シーズン的に前線が掛かっていたので非常に広範囲に雨が降ったという状況です。
その後の台風 21 号は海上を通過して大きな雨が降りました。内閣府ではこの二つ
を合わせて集計していますが、死者・行方不明者が 100 名を超える非常に大きな
被害になりました。 

 

2.研究内容 これまでとこれから 

 われわれの研究所の気象グループがこれまでどういうことをしてきて、これから
どういうことをしていくのかですが、過去 20 年ぐらいにわたってレーダーの開発
をかなり中心に行ってきました。その中で X バンド MP レーダーという、雨粒が
つぶれた形を利用して雨の情報が 250m メッシュの高分解能で正確に求まるとい
う技術を開発し、その技術を国土交通省が XRAIN という名前で実運用しています
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（図表 2）。今現在、250m メッシュ・1 分間隔で全国の雨量情報が提供されていま
す。ただ、雨量情報というのはあくまで雨の情報であり、問題は、ここから、どこ
でどんな災害が起こっているのかという情報をどのようにうまく抽出するかです。
これが非常に大事なチャレンジになっています。 

 雨の情報を積算していけば、例えば日降水量の分布が出てきます。図表 3は台風
19 号が通過し、最も強い雨が降った 10 月 12 日の状況です。気象庁が狩野川台風
に匹敵するという言い方をしたとおり、確かに伊豆半島あたりと関東の方に非常に
たくさんの雨が降っています。左の絵の黒い枠は千曲川の流域ですが、これだけ見
ると千曲川辺りはそんなに雨が降っていなくて、黄色や赤色の所が危なそうだとい
うことになるわけです。これだけの情報だと正しく災害が起こっている場所が把握
できないことが分かりました。 

 右の絵は、相対的な雨量という形で降水量の再現期間をリアルタイムで数値で表
す情報です。例えば日降水量が何年に 1 回相当の雨なのかという見方をすると、左
の絵では千曲川流域は大した雨ではなさそうだったのが、右の絵では 100 年に 1
回ぐらいの非常にまれな雨が流域全体に広がっている様子がくっきりと出てきま
す。阿武隈川の方でも同じように 100 年に 1 回の雨が流域のかなり広い範囲を覆
っています。これを見ることにより、千曲川流域や阿武隈川流域は 100 年に 1 回
級の洪水が起こっている可能性があるという情報を知ることができます。これはリ
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アルタイム情報としてはまだオープンにはしていませんが、できるだけ早いうちに
時々刻々と情報として提供していく予定です。 

 それから、今回は台風ということで風の被害が非常に大きかったです。図表 4は
風の情報です。関東限定になってしまいますが、1km メッシュで風速の分布を推
定するシステムを使っています。ドップラー効果を使うことで風の分布がレーダー
で分かるのですが、それではレーダーが観測している雨雲の部分しか分かりません。
あるいはレーダーが観測していない海の上はあまりよく分かりません。抜けている
部分については数値シミュレーションのデータを使い、それを物理的に整合するよ
うに合成するデータ同化を行います。そういう手法を用いることで、リアルタイム
で 1km メッシュ・10 分間隔で風の情報を作ることができます。1km メッシュなの
で、例えば左の絵のように、皇居の大きさに対してこれぐらいのメッシュで風の情
報を出すことができます。この矢印の情報の出し方が良いか悪いかはありますが、
視覚的な情報だけではなく数値の情報もあるので、こういった情報をさらにうまく
活用することで防災につなげていけないかと考えています。この矢印の情報はクラ
イシスレスポンスサイトで常時公開しています。 

 そこからさらに踏み込んだ研究もしています。風や雨などの外力 （ハザード）だ
けではなく、それを受ける社会の防災力、バルナラビリティやエクスポージャーな
ど社会の脆弱性が掛け合わさって初めて災害になります（図表 5）。ですから、リ
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スク評価 （事前に災害を評価すること）の情報をうまく使うことで、どこで災害が
起こるかが誰でも分かるように情報提供できないかということを研究しています。
まだ公開していませんが、防災科研内部だけで作った 「リアルタイム洪水 ・土砂災
害リスク情報マップ」β版というものがあります（図表 6）。β版というのが、ま
だ出来上がっていないという意味合いです。試験的に作ってみたものです。気象災
害ということで、まず浸水や土砂災害の危険度を示していくのと、せっかく 250m
メッシュの情報があるので、これはそのまま生かしていきたいと考えています。対
象は全国です。大学やわれわれ研究所は、ある限られた領域に対してものすごく精
緻なものを作るという研究はよくやります。しかし、災害はいつどこで災害が起こ
るか分からないですし、全国を俯瞰して見ることも大事だということで全国を対象
にしています。一目でリスクの高い場所が分かるような表示をしていこうと考えて
います。 

 雨量から災害の起こりやすさを推定する降雨指標がありますが、これはいろいろ
な機関がいろいろな方法を使っていて、世の中でかなりばらばら感があります。わ
れわれは取りあえず実効雨量を使っています（図表 7）。実効雨量とは、要するに
雨量を積算していったものです。雨は降った後ずっとその場にとどまっているわけ
ではなく、例えば洪水を起こすような雨でも 1 時間ぐらいするとだんだん水位が
下がってきます。そういった効果を、放射性元素の崩壊で使うような半減期という
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考え方で係数に足し合わせていきます。例えば半減期が 1.5 時間ということは、1.5
時間前の雨量は半分になるように足し合わせていくという積算の仕方です。 

 例えば JR 東日本も、列車の運行管理に実行雨量の方法を使っています。JR の場
合は半減期 1.5 時間、6 時間、24 時間の三つの指標を組み合わせて列車を止めたり
速度規制をしたりしています。半減期の短い指標はどちらかというと表面にたまる
水に対応しています。JR の場合は土砂の流入ということで表面の浸食に対応した
値になります。半減期が長くなると、どちらかというと土の中の水量に対応した値
になります。ですから実効雨量をモニターすれば、列車が止まっているか、動いて
いるかはある程度推定できるわけです。われわれもこの方法を使っています。図表
8のように、雨量の値に対し、例えば半減期 1.5 時間の実効雨量を、われわれは表
面にたまっている水、つまり浸水の指標にしています。このような変化をします。
半減期 72 時間を取ると、3 日ぐらい前の雨の影響も考慮されるので、ゆっくりと
減っていく形になります。これは土の中に水がたまっているかという指標として使
います。実効雨量の良いところは、計算が非常に容易だということと、直感的に意
味が分かりやすいということです。 
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 図表 9はレーダーの雨量から半減期 1.5 時間の実効雨量を計算して、それを地図
に表示したもので、紫色の所は浸水危険度が高いという情報になります。最初われ
われはこのように、GIS で地図と重ねればいいと思っていました。確かに、地図を
見る人がある目的を持ってこれを見る、例えば鉄道の運行をしている人が鉄道の上
を見るなど、要は利用者がリスクの高い場所を知っているならこれでもいいのでし
ょうが、これだけだと、何となくどこで災害が起こっているかを知りたい人は、自
分で地図を読み取って考えなければいけないことになります。要はリスクの高い場
所を切り出して、そのまま表示した方が、よりストレートに情報として伝わってく
るということです。 

 例えば内水氾濫です （図表 10）。川の氾濫ではなく、降った雨がその場でたまる
ということです。特に都市において下水道などで排水されない水がその場にたまる
ような浸水です。内水氾濫は都市で起こります。都市というのは要するに人口が集
中している場所です。国勢調査で設定される人口集中地区という情報があるので、
そういった地図情報と実行雨量のデータを重ねて切り出すと、内水氾濫で非常にリ
スクが高い場所は今ここだということを、見る人がストレートに分かります。最初
に理事長が説明したような、タブでストーリーになっているわけです。全体がこう
で、内水氾濫のリスクが高い場所はここという表示の仕方になります。九州北部豪
雨では佐賀市で大変な浸水が起こりニュースで大きく報道されましたが、それほど
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報道されなかった久留米市や、その北側の鳥栖市も、タブを見ると非常に強い雨を
示す紫色が出ています。久留米の辺りも佐賀市と同じように浸水が起こっていまし
た。こうやって広い範囲を俯瞰して、今どこで内水氾濫が起こっているかという情
報を分かりやすく表示することができます。 

 浸水には内水氾濫の他に外水氾濫があります （図表 11）。いわゆる川があふれる
ということです。これについては気象庁が作っている 「洪水警報の危険度分布」と
いう情報を活用しています。気象庁自身も川そのものの観測をしているわけではな
く、流域雨量指数をモニターして、それを地図上の川に色を付けるようにして表示
しています。われわれはその情報に、川が氾濫した場合にどこが浸水するかという
想定氾濫区域の情報を重ねます。さらに実効雨量を重ねることで、紫の所が最悪洪
水が起こった場合に非常に危ない場所だという情報を表示することができます。 

 土砂災害については、半減期 72 時間の実効雨量を使っています。最初われわれ
は図表 12の状態で満足していたのですが、紫の所は全て土砂災害が起こるかとい
うとそうではないので、この中でリスクの高い場所を切り出す必要があります。図
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表 13は、都道府県が土砂災害警戒区域に指定した箇所を示したものです。もちろ
ん土砂災害警戒区域だけで土砂災害が起こるとは限りませんが、特にリスクの高い
場所として指定されています。指定区域を拡大してみると、図表 14のようになっ
ています。例えば幾つか警戒斜面があるのですが、その中で紫がかっている所が土
壌水分量が高く、より警戒が必要だということです。そういう参考情報として使う
ことができます。 

 

3.2019 年台風第 19 号の表示例 

 最後は台風 19 号です。首都圏が非常に危ない状況だったということで、私も情
報をずっとモニターしていました。 
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 例えば半減期 1.5 時間実効雨量で色を付けると図表 15のようになります。これ
に人口集中地区を重ねると、特に内水氾濫のポテンシャルが高かった場所が八王子
と相模原辺りです （図表 16）。まだ朝の段階ですが、こういった所がピックアップ
されます。外水氾濫については、氾濫した多摩川や、ダム操作をして非常に危ない
状況になった相模川において徐々にリスクが高まってきているという情報が、見て
いる側にストレートに分かりやすく伝えられていると思います（図表 17）。 
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 図表 18は試作版ですが、高速道路を切り出したものです。最近、河川が氾濫し
て車ごと流される人が結構多いですが、先ほどとほぼ同じ朝の時間で、八王子ジャ
ンクションの辺りが紫になっています。これは高速道路で高架ですから、それがど
れぐらい交通の障害になっているかという問題はありますが、実際に Twitter など
で情報を拾ってみると確かに八王子ジャンクションは冠水しているという情報が
結構出回っていました。これもドライバーや道路管理者に対して見てほしい場所を
切り出すことで情報が伝わりやすくなっていると思います。 

 

4.まとめ 

 全国を俯瞰しながら、災害が起きた場所を把握できたり、リスクの高まっている
場所をメッセージとして理解しやすいように提供しています。ぜひとも皆さんの知
恵をお借りして、このような情報にどのような利用の可能性があるのか、どういう
見せ方をすればいいのかを考えていきたいと思っています。また、リアルタイム情
報だけではなく、この先どうなるのかを知りたい方は多いと思うので、予測情報と
組み合わせてこういった情報を作ることを計画しています。 
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