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１．はじめに 

IPCC AR5より 1901年以降の日本を含む北半球中緯

度陸域における降水量の増加が報告され，複数の気候モ

デルのシミュレーションから将来は更に豪雨の頻度，短

時間降雨量増大が生じる可能性を指摘している 1)．近年

も降水事象の極端化の兆候は多く認められ，観測史上の

経験値を超過した多降雨が記録され，既往対策整備基準

を超過に伴う災害の激甚化が発生している．本研究のテ

ーマとして取り上げる土砂災害は，挙動可視化の困難

さ，滑動の衝撃度より人的被害の多くなる特徴を有して

いる．そのため，事前に被災回避できるリスク情報を早

期に提示する等の対策を強化しなければならない．な

お，被災回避するための情報はリアルタイムだけに留ま

らない．例えば，気候変動に伴い脆弱になる領域を早期

に提示して移転等の処置を進めることも効果的な防災対

策に含まれる．こうしたアプローチは，土砂災害防止法

に示された土砂災害警戒区域(特別含む)の指定を更に強

化させるものとして位置付けられる． 

以上を背景として，本研究では，気候変動に対する

土砂災害警戒区域のリスク評価として，気候モデルによ

り求められる降水量を用いて近未来(2031-2050年)，将

来(2081-2100年)における土砂災害警戒区域のリスク情

報を整備した．リスク情報は，ある条件化の下で生じる

斜面崩壊の発生確率である．発生確率は，Kawagoeら

により開発された地形，地質，水文量の条件を多重ロジ

スティック回帰分析に当てはめた斜面崩壊発生確率モデ

ル 2)を，高度化(高空間解像度 250m×250m，地質状況多

様化)した齋藤らのモデル 3)より得る． 

対象地域として，社会基盤が山岳地に密接する長野

県内全域の土砂災害警戒区域を設定した．研究では，個

別の区域の気候モデルに応じた発生確率，および市町村

毎の発生確率に応じた個数分布を求めてリスク情報を整

理した．なお，本文では，個別の区域の気候モデルに応

じた発生確率動向の結果を中心にまとめ，市町村毎の結

果は割愛する． 

２．解析手法およびデータセット 

2.1 発生確率の解析方法とデータセット 

Kawagoeら 2)，齋藤ら 3)より開発された発生確率は以下の

式(1)に示すとおりである． 

𝑃 =
1

1+𝑒𝑥𝑝[−(𝛽0+𝛽ℎ⋅ℎ𝑦𝑑𝑌ℎ+𝛽𝑟⋅𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑓𝑌𝑟)]
・・・・(1) 

ここでP：崩壊発生確率，β0：動水勾配係数，βh：標高差

係数，hydYh：動水勾配，reliefYr：標高差である．各係数

は地質別に設定されている．標高差は，グリッドセル内

の最大と最小の標高差である．動水勾配は，250m×250m

単位の斜面傾斜度，表層土壌の条件に 24 時間降水量を

与えた擬似二次元化浸透解析の結果より求められている．

基本的に 250m×250mの数値地理情報(監修：国土数値情

報)をベースに全県の範囲で斜面崩壊発生確率は得られ

る．この情報を国土数値地理情報より取得した土砂災害警

戒区域を重ね合わせし，警戒区域内の斜面崩壊発生確率

の平均値を抽出した. 

2.2 降水条件 

斜面崩壊発生確率を求めるために利用した浸透解析の

24時間降水量の条件は現在気候(1980-2010年相当)で「既

往最大実績降雨量(Maximum Actual Rinfall)」，「可能最大

降水量(Probable Maximum Precipitation)」，近未来(2031-

2050 年 )，将来 (2081-2100 年 )で「想定最大降雨量

(Maximum Predict Rinfall)」，「可能最大降水量」である．以

下の詳細を①～③に示す． 

① 既往最大実績降雨量（以下 MAR） 

MAR として，現在気候中の実績最大の降雨量空間分布

情報を開発した．ベースとして，牛山らが求めた暖候期降

水量と極大降雨の関係性のアルゴリズム 4)と Kawagoe らの

降雨極値変換法 2)に基づきMAR分布を作成し，動水勾配

の算定に利用している．データとして長野県内AMeDAS 29

地点(選定条件：1986-2015 年までの 30 年分の降水量観測

データの分布)と隣接県AMeDAS 8地点のデータを用いて，

暖候期(4-10 月)降水量と既往最大日降水量の関係性を求

めた．この関係より「広域規則性(関係式)」と「地域固有性(広

域規則性との差分)」を分類し，各々の特性にあわせて空間

分布を作成した．広域規則性では，メッシュ気候値 2010(監

修：気象庁)の暖候期値を利用して広域規則性の空間分布

を作成した．地域固有性では，AMeDAS の地域固有性値

を重み付け距離平均法の補間処置を行うことで地域固有性

の空間分布を作成した．広域規則性と地域固有性の空間分

布を統合して，MARの空間情報を開発した． 

② 可能最大降雨量（以下 PMP） 

PMP は降水量の最大ポテンシャルを表したものである．

Clausius-Clapeyron の理論に基づいて日平均気温と 99 パ

ーセンタイル以上の降水量の極値を散布図(図 1参照)に示

し，得られた指数曲線式を PMP推定式(式(2)参照)とした． 

𝑃𝑀𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑏 ∙ 𝑡) ・・・・・・・・・・・ (2) 

ここで，a：係数(=81.858)，b：1℃あたりの豪雨強度変化率

(0.0766)，t：日平均気温である．式(2)に国土数値地理情報

よりメッシュ 2010 の最暖月平均気温を入力して現在気候の

PMPを求めた．また，複数の気候モデルアウトプット(表1参

照)を用いて近未来気候，将来気候における最暖月平均気
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温のPMPを推計した．なお，気候モデルアウトプットは温室

効果ガスの代表濃度シナリオ(Representative Concentration 

Pathways：以下 RCP)に準じてシミュレーションされている．

本解析では低位安定化シナリオの RCP2.6，高位参照シナ

リオの RCP8.5を用いた解析を進めた． 

③ 想定最大降水量(以下 MPR) 

MPR は，近未来と将来の PMP に対して地域に応じた気

温に関する感度実績係数を乗じることで求める．感度実績

係数は，現在気候に対する PMP と MAR の比をとることで

得ることとする． 

長野県における現在，近未来，将来のMAR, MPR, PMP

の結果を図 2 に示す．PMP に関して，将来気候 2070 年

RCP8.5 では長野市，上田市，飯田市の一部地域において

700mm 以上の 24 時間降雨量が推計された．また，現在気

候 PMP と比較して平均+80mm，最大+122mm が見込まれ

る結果を得た．総じて，気候システムによる温暖化により降

水量は増加することが示されている． 

３．解析結果 

図 3はRCPも含めた各気候期の土砂災害警戒区域の

斜面崩壊発生確率分布を示したものである．総じて，気

候期変化に伴い 24時間降水量が変化した場合でも大き

な発生確率変化は認められない．斜面崩壊の誘因となる

降雨量増加よりも，素因となる地形地質の方がリスクへ

強い感度を示しているためにこの傾向が認められたと解

釈できる． 

なお，参考としてMAR

と将来気候RCP8.5時MPR

の発生確率差を図 4に示

す．この結果の比較より降

雨感度に応じてリスクの高

まる土砂災害警戒区域が明

らかにすることができる．

中野市周辺(図中(a))，長野

市，小川村(図中(b))，東筑

摩郡周辺(図中(c))，佐久

市，東御市周辺(図中(d))，

飯田市，小県郡周辺(図中(e))が相対的に斜面崩壊発生確

率の上昇する地域として挙げられる．これらの地域の共

通点として，県内では比較的に著しく高い標高に属さな

い台地であることが挙げられる．こうした列挙される発

生確率上昇の高まるリスク上昇の高い地域に関しては，

より詳細な調査を進めて検証すると共に，対応として提

唱されている措置を至急に進めていくことが必要であ

る． 

４．まとめ 

長野県単位で見ても将来的に降水量の増加は明らか

であり，それに伴い斜面崩壊に起因する土砂災害リスク

も増大する可能性は高い．将来も考慮した気候変動対策

を早急に講じていく必要がある．今後は長野県をモデル

ケースとして全国への適用をすすめるとともに社会実装

可能な適応策を検討していく意向である． 
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図1 長野県における平均気温と降水量の極値の関係 
 

表1 近未来・将来気候の気候モデルデータセット 

気候モデル名 開発元 

GFDL-CM3 米：地球物理流体力学研究所 

HadGEM2-ES 英：ハドレーセンター 

MIROC5 日：東京大学/国立環境研究所/海洋研究開発機構 

MRI-CGCM3 日：気象庁気象研究所 

CSIRO-Mk3-6-0 豪：科学産業研究所 

IPSL-CM5A-LR 仏：ピエール・シモン・ラプラス研究所 

 

 
図2 検討降水条件空間分布図 

 

図3 長野県土砂災害警戒区域結果 
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図4 発生確率差マップ 
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