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2014年8月
広島土砂災害(前線、台風)
1時間雨量：121ミリ
死者：74名
◆避難情報

頻発する激甚洪水氾濫・土砂災害
(写真はすべて国交省資料）

2013年10月
伊豆大島土砂災害（台風）
24時間雨量：824ミリ
死者行方不明：39名
◆避難情報

2015年9月
関東・東北地方豪雨(２台風)
24時間雨量：５５１ミリ（栃木県）
死者：8名
◆避難情報
1339名(ヘリ)、2919名(ボート)
2016年8月
北海道・東北地方豪雨(4台風)
７２時間雨量：251ミリ（岩泉）
死者不明：27名
◆要配慮者施設、地域経済・物流

2017年7月
九州北部豪雨(梅雨前線)
6時間雨量：299ミリ（日田）
死者不明：42名
◆土砂・河川氾濫複合災害

2014年11月：土砂災害防止法改正
・土砂災害危険性の明示
・避難勧告発令・避難体制の支援

2015年1月：新たなステージに対応
した防災・減災の在り方

・命を守る
・社会経済の壊滅的な被害を回避

2015年５月：水防法改正
・最大規模の洪水･内水･高潮対策
・地下街等の避難確保・浸水防止

2015年７月：想定最大外力
策定手法を提示

2015年１２月「水防災意識社会」の
再構築(一級河川)

・避難行動直結型ハザードマップ
・危機管理型ハード

2017年１月「水防災意識社会」の
再構築(中小河川等)

・逃げ遅れゼロ
・地域社会機能の継続性確保

2017年5月水防法改正
・大規模氾濫減災協議会
・要配慮者施設避難計画・訓練
・復旧工事などの代行制度



台風

 平成28年8月に、統計開始以来初
めて、 北海道へ3つの台風が上陸

 平成25年11月に、中心気圧
895hPa、最大瞬間風速90m/sの
スーパー台風により、フィリピンで
甚大な被害が発生

 日本の南海上において、猛烈

な台風の出現頻度が増加※

 台風の通過経路が北上する

平成28年8月北海道に上陸した台風の経路

【台風 7号経路】

【台風 9号経路】

【台風11号経路】

※出典：気象庁気象研究所：記者発表資料「地球温暖化で猛烈な
熱帯低気圧（台風）の頻度が日本の南海上で高まる」、2017

既に発生していること 今後、予測されること

局所
豪雨

 短時間豪雨の発生回数と降水

量がともに増加

 時間雨量50mmを超える短時間
強雨の発生件数が約30年前の
約1.4倍に増加

 平成29年7月九州北部豪雨では、
朝倉市から日田市北部において
観測史上最大の雨量を記録

平成29年7月筑後川右岸流域における12時間最大雨量

筑後川右岸流域

出典：第２回 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会
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顕在化している気候変動の影響と今後の予測（現象の変化）

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

(国交省資料）
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開発・公表された気候変動予測モデル

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

(国交省資料）



短時間豪雨の降雨量が増加

○対象面積が小さくなるほど、また対象時間が短くなるほど、累積降雨量の比は大きくなる。
○つまり、将来気候ほど短時間豪雨による降雨量が増加する。

計画規模の降雨イベントにおける累積降雨量の比較

十勝川帯広基準地点集水域(200~250mmのみ)

・過去実験(DS後71事例の中央値), 
4℃上昇実験(DS後314事例の中央値)を使用

流域平均72時間累積（1.01倍）
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1.39倍

流域平均48時間累積（1.02 倍）
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1.67倍

筑後川荒瀬基準地点集水域(350~400mmのみ)

・過去実験(DS後47事例の中央値), 
4℃上昇実験(DS後272事例の中央値)を使用

5
出典：北海道大学山田朋人委員提供資料

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

(国交省資料）
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気候変動を踏まえた水災害対策の考え方

＜様々な対策によるリスクの軽減（イメージ）＞

平成27年関東・東北豪雨を受け、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、社会全

体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取組の充実を図ってきたが、地球温暖化による更なるリスク

の増大に対応するため、これらとも一体となって、治水施設等のハード対策を実施する必要。

＜水災害対策＞

土地利用規制･誘導
住宅の構造強化 など

雨水貯留・浸透施設の整備
調節池の整備
遊水機能を有する土地の保全 など

河川改修、高規格堤防の整備
ダム再生などダムの整備
遊水地、放水路の整備 など

土地利用

治水対策

流域対策

＋

＋

ソフト
ハザードマップの整備
水位計、河川監視カメラの設置
避難計画の作成、避難訓練の実施 など

＋
利水容量の治水活用
堤防構造の工夫（危機管理ハード対策）
氾濫水の早期排除、水防活動 など

危機管理

＋

被害

流量の
確率規模

現況
気候

変動後

気候変動により流量の確率規模が
低下することが予測される

ハザード 暴露
水災害
リスク

脆弱性

水災害の発生要因 人口・資産等の集積 無防備・災害弱者

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

(国交省資料） 国土技術政策総合研究所資料



June 03 June 04 June 05

June 06 June 07 June 08
活発な梅雨前線が長期にわたって停滞

500hPa

北と南に位置する高気圧による
強風と海面蒸発量の偏差

1958以来、最大規模
の水蒸気の収束.

Convergence

1958 to 2017 2018

東京大学中村尚教授提供

亜寒帯ジェット気流と亜熱帯ジェット気流
の蛇行パターン
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気象庁資料

倉敷市真備町

広島県

広島市安佐北区

安芸郡熊野町

破堤浸水

土石流等

愛媛県

土石流等

宇和島市吉田町

越流浸水

岡山県

大洲市東大洲

平成３０年７月豪雨
(写真はすべて国交省資料）



気象庁資料 死者237名
(1982年以来最悪) 

● 確率規模100年以上

● 確率規模100年未満
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大原主任
研究員調べ

平成３０年７月豪雨
(下段は国交省資料）



平成30年7月豪雨における災害の特徴

土砂・洪水氾濫 異常洪水時防災操作

バックウォーター現象
(図、写真は国交省資料）



破堤浸水

岡山県真備町

55.7% ≧65歳

全国死者数(237)

内閣府資料
現在

急速な少子高齢化
• 要支援者率激増
• 支援可能者率激減

真備町 (51)
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平成３０年７月豪雨 ー 変化する社会 ー

大原主任
研究員調べ
（2019.1.19時点）

88.2% ≧65歳 国交省資料



洪水ハザード
マップ

土砂災害防止法
特別警戒区域: レッドゾーン
警戒区域: イエローゾーン

Flood Levee Breach

土石流

広島県呉市

危険情報は提供されているが、
住民には認識されていない、
行動につながっていない。

全壊17戸
死者１名
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平成３０年７月豪雨 ー 危険度は？ ー

(下段は国交省資料）

(国土地理院資料）
(倉敷市資料）



大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について答申（概要）
～複合的な災害にも多層的に備える緊急対策～

(国交省資料）

「水防災意識社会」の再構築



台風

 平成28年8月に、統計開始以来初
めて、 北海道へ3つの台風が上陸

 平成25年11月に、中心気圧
895hPa、最大瞬間風速90m/sの
スーパー台風により、フィリピンで
甚大な被害が発生

 日本の南海上において、猛烈

な台風の出現頻度が増加※

 台風の通過経路が北上する

平成28年8月北海道に上陸した台風の経路

【台風 7号経路】

【台風 9号経路】

【台風11号経路】

※出典：気象庁気象研究所：記者発表資料「地球温暖化で猛烈な
熱帯低気圧（台風）の頻度が日本の南海上で高まる」、2017

既に発生していること 今後、予測されること

前線

局所
豪雨

 短時間豪雨の発生回数と降水

量がともに増加

 停滞する大気のパターンは、増

加する兆候は見られない

 流入水蒸気量の増加により、総

降雨量が増加
出典：第２回 異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会、

第２回 実行性のある避難を確保するための土砂災害対策検討委員会、
中北委員資料平成30年7月豪雨で発生した前線

 平成30年7月豪雨では、梅雨前線
が停滞し、西日本を中心に全国的
に広い範囲で記録的な大雨が発
生

 特に長時間の降水量について多く
の観測地点で観測史上１位を更新

 時間雨量50mmを超える短時間
強雨の発生件数が約30年前の
約1.4倍に増加

 平成29年7月九州北部豪雨では、
朝倉市から日田市北部において
観測史上最大の雨量を記録

平成29年7月筑後川右岸流域における12時間最大雨量

筑後川右岸流域

出典：第２回 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会
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顕在化している気候変動の影響と今後の予測（現象の変化）

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

(国交省資料）



地域区分ごとの降雨量変化倍率の設定の考え方

４℃上昇
計算結果

決定値 考え方
平均値 中央値 6SST

北海道

北部
1.39 1.36 1.31～1.52 1.4 試算結果は1.3～1.5の６SSTの幅で平均値は1.39と、全国平均1.25と比べて高い傾向に

あり、６SSTの幅にも収まっていないため、各ブロックの平均的な値として1.4とした。

これは、北海道地域は気温が低く、気候変動による気温上昇が大きいことから、飽和水

蒸気量の増加率が高くなることが寄与していると考えられる。

北海道

南部
1.39 1.36 1.29～1.52 1.4

東北西部 1.29 1.31 1.15～1.41 1.2 試算結果は1.1～1.4の６SSTの幅で平均値は1.29と、３地域を除く全国平均値1.22と比較

するとやや高い傾向にあるが、全国平均値は６SSTの幅に収まっている。

これは北海道ほどではないものの、東北地方も気温が低く、気候変動による気温上昇が

大きく、飽和水蒸気量の増加率が比較的高くなることと同様であると考えられる。

東北東部 1.29 1.26 1.18～1.54 1.2

関東 1.25 1.25 1.12～1.37 1.2 ３地域を除く全国平均値1.22と比較すると、各ブロックの試算結果はやや高い傾向を示

しているが、６SSTの幅には収まっている。中部 1.24 1.23 1.10～1.46 1.2
北陸 1.25 1.22 1.11～1.40 1.2

紀伊南部 1.28 1.29 1.07～1.45 1.2
山陰 1.11 1.11 0.99～1.24 1.2

３地域を除いた全国平均値1.22と比較すると、試算結果はやや低い傾向を示しているが、

６SSTの幅には収まっている。

近畿 1.12 1.09 0.87～1.35 1.2
瀬戸内 1.19 1.16 1.03～1.36 1.2
中国西部 1.18 1.15 1.02～1.37 1.2

四国南部 1.29 1.31 1.09～1.49 1.2 平均値は1.29と、３地域を除いた全国平均値1.22と比較するとやや高い傾向を示してい

るが、６つのSSTの幅に収まっている。

九州

北西部
1.37 1.37 1.27～1.45 1.4

試算結果は1.3～1.5の幅にあり、平均値は1.39と全国平均値1.25と比べて高い傾向に

あり、６SSTの幅にも収まっていないため、同様の傾向の北海道北部、北海道南部の３つ

の地域で平均をとった。

これは、九州北西部は付近の海面水温が高く、水蒸気量が豊富に供給されるとともに、

偏西風が九州を南北に走る九州山地に当たることで西側に雨が降りやすくなることに寄

与している。

九州

南東部
1.15 1.17 1.04～1.23 1.2 試算結果は1.0～1.2の６SSTの幅で平均値は1.15と、３地域を除いた全国平均値1.22と

比較するとやや低い傾向にあるが、６SSTの幅には収まっている。 15

(国交省資料）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会
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気温と飽和水蒸気量の関係
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気温（℃）

現在気候 RPC2.6 RCP8.5

札幌 平均気温（6月~10月） 18.2※1 19.6※2 23.2※3

飽和水蒸気圧 20.9hPa 22.8hPa（+9%） 28.4hPa（+36%）

東京 平均気温（6月~10月） 24.2※1 25.5※2 28.6※3

飽和水蒸気圧 30.2hPa 32.6hPa（+8%） 39.2hPa（+30%）

福岡 平均気温（6月~10月） 25.3※1 26.6※2 29.5※3

飽和水蒸気圧 32.3hPa 34.8hPa（+8%） 41.2hPa（+28%）

○テテンの式 出典：https://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/kukichunosuijoki.htm

○気温と飽和水蒸気圧の関係（テテン式）によると、RCP2.6に対する日本の出水期における飽和水蒸気圧の上昇
は７%～９%程度となっている。

○現在気候の気温が低い地域ほど、飽和水蒸気圧の増加率が高い傾向にある。

※1：気象庁の2018年の6月～10月（出水期）の平均気温
※2：現在気候の気温に、 RCP2.6における将来の

年平均変化量の平均値及び0.2℃※4を加えたもの
※3：現在気候の気温に、 RCP8.5における将来の

年平均変化量の平均値及び0.2℃※4を加えたもの

※4：NHRCMの基準期間（1984～2004年）の平均値と
d4PDF過去実験の対象期間（1951～2010年）の平均
値の差分

(国交省資料）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会



気候変動による地域別の温度変化の状況

〇ＳＳＴの６モデルともに、北海道周辺と九州北西部は海水温が高い傾向にある。

CC GF HA

MI MP MR

17気象庁気象研究所提供資料をもとに作成

(国交省資料）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会



気候変動に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化

18

○２℃上昇した場合の降雨量変化倍率は、３地域で1.15倍、その他12地域で1.1倍、４℃上昇した場合の降雨
量変化倍率は３地域で1.4倍、その他12地域で1.2倍と試算。

○４℃上昇時には小流域・短時間降雨で影響が大きいため、別途降雨量変化倍率を設定する。

気候変動シナリオ 降雨量 流量 洪水発生頻度

RCP2.6（２℃上昇相当） 約１．１倍 約１．２倍 約２倍

RCP8.5（４℃上昇相当） （約１．３倍 ） （ 約１．４倍 ） （ 約４倍 ）

※ ４℃上昇の降雨量変化倍率のうち、短時間とは、降雨継続時間が３時間以上12時間未満のこと

＜地域区分毎の降雨量変化倍率＞

地域区分
２℃上昇 ４℃上昇

（暫定値） 短時間

北海道北部、北海道南部、九州北西部 1.15 1.4 1.5

その他12地域 1.1 1.2 1.3

全国平均 1.1 1.3 1.4

＜参考＞降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化

※ 降雨量変化倍率は、20世紀末（過去実験）に対する21世紀末（将来実験）時点の、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降雨量の変化倍率の平均値
※ RCP8.5（4℃上昇相当）時の降雨量変化倍率は、産業革命以前に比べて全球平均温度が4℃上昇した世界をシミュレーションしたｄ4ＰＤＦデータを活用して試算
※ 流量変化倍率は、降雨量変化倍率を乗じた降雨より算出した、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の流量の変化倍率の平均値
※ 洪水発生頻度の変化倍率は、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降雨の、現在と将来の発生頻度の変化倍率の平均値

（例えば、ある降雨量の発生頻度が現在は1/100として、将来ではその発生頻度が1/50となる場合は、洪水発生頻度の変化倍率は２倍となる）

(国交省資料）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

河川整備基本方針
河川整備計画
の見直し

点検・リスク評価、
危機運用の検討、
手戻りのない構造
等での参考



Nation

G. Jellinek: 『Allgemeine Staatslehre』,1900

市民

統治 国土

自発的な防災・減災行動
自助・共助

社会資本整備様々なステークホルダーの協調

公助
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住民
自治会

地区団体

地域のニーズ
• 命を守る
• 財産を守る
• 生活を継続する

全国的
防災組織

都道府県
市町村

市民団体

企業

科学・技術

ファシリテータ
• 信頼関係の樹立
• 問題構造の示唆
• 目標のセットアップ
• 統治構造の提案
• 解決可能な方法論の提示
• 腑に落ちる説明

学術雑誌 統合・分析
資料

全球・地域
データ

調査報告 知識ハブ
情報ネットワーク

システム

国際社会 国際的な科学技術団体

国内の科学技術団体

オンラインシンセシスシステム
(OSS)

統合的
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