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はじめに 
近年，我が国では土砂災害の発生が増加しており，

ハード・ソフト両面において状況に合わせた対策が必
要とされている．さらに今後は，将来の気候変動に伴
う地球温暖化の影響により，豪雨や台風といった極端
現象の発生頻度や強度の増加が想定され，それらによ
る土砂災害の頻発，被害の増大が懸念されており，そ
の影響を見据えた対策も必要となってくる．地球温暖
化による影響予測は土砂災害のみならず，洪水や豪雪
への防災，水資源管理といった事項にとっても非常に
重要な要素となっている．ただし，地球温暖化の影響
を評価し適応策を策定するには，気候変動予測とそれ
に伴う不確実性の定量評価が不可欠となる．そこで，
文科省・気候変動リスク情報創生プログラムにおいて，
「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測デー
タベース(以下 d4PDF)」が作成された．このデータベ
ースにより，過去の顕著な気象イベントに対する要因
分析，将来変化予測の自然変動不確実性の理解，影響
評価研究などが飛躍的に進むことや，各省庁，自治体
等での温暖化適応策策定が推進されることが期待され
ている． 

本検討では将来の地球温暖化の影響による降雨量の
増加が妥当だと仮定した上で，それに伴う土砂災害の
頻発や被害の増大といった現象に対して，d4PDF デー
タを用いて地域による傾向等を推定，将来の降雨特性
の変化が土砂災害発生頻度に与える影響を分析する．
これによって将来のソフト対策に資する情報が得られ
ると期待される． 

 
研究方法 

(1) 使用データ 
使用するデータを表- 1 に示す．降雨データとして d

4PDF データのうち，ダウンスケーリングした 5km 格
子データを対象に，現在気候データと将来 4 度昇温実
験結果の 1 時間降雨量データを用いた．現在気候デー
タは 12サンプルの中から年毎に 1つをランダム抽出し
て使用した．将来 4 度昇温実験では，6 種類の海面水温
変化パターンがあり，本検討では 2 サンプルずつ使用
した．対象とする期間は 2090 年～2110 年の 21 年間と
する．d4PDFのデータの詳細については表- 2に示す． 

また，現行の土砂災害警戒情報発表に用いられてい
る全国 5km 格子の土砂災害発生危険基準線（CL）につ
いて収集を行った．なお，本検討の対象範囲は北海道・
沖縄を除く本州・四国・九州の陸域とする． 

 
(2) 降雨量データのバイアス補正 
整理した降雨量データについてバイアス補正を行う．

バイアス補正の方法については一般的に用いられてい
る QM 法を採用する． 

具体的な手順としては，d4PDF データと解析雨量の
日降水量データを降順に並べ，同順位のデータを比較
し，d4PDF データを観測値に合わせる．この時の補正
比を将来気候の同順位の d4PDF データに適用し補正
を行う． 

表- 1 使用データ 
データ 内容

d4PDF DS データ 
（現在気候データ） 

格子間隔：5km 
対象期間：1990年～2010年

（21年間） 
d4PDF DS データ 
（将来気候データ） 

格子間隔：5km 
対象期間：2090年～2110年

（21年間） 
土砂災害発生危険基準線 

（CL データ） 
格子間隔：1km 

2017 年 11 月調査時 
解析雨量データ 対象期間：1990 年～2010 年

（21 年間） 
 

表- 2 d4PDF データ 
区分 昇温パターン ケース名 計算期間 
現在

気候
― HPB 1980.08-2011.08

(4

℃
昇
温
実
験)

将
来
気
候 

CCSM4 HFB_4K_CC 2080.08-2111.08
GFDL-CM3 HFB_4K_GF 2080.08-2111.08

HadGEM2-AO HFB_4K_HA 2080.08-2111.08
MIROC5 HFB_4K_MI 2080.08-2111.08

MPI-ESM-MR HFB_4K_MP 2080.08-2111.08
MRI-CGCM3 HFB_4K_MR 2080.08-2111.08

 
(3) 超過回数の算出 

バイアス補正済みd4PDFの 1時間降雨量データおよ
び CL データを用いて，全国 5km 格子毎に超過回数を
算出する．対象期間は，現在気候 1990 年～2010 年，
将来気候 2090 年～2110 年で，降雨による土砂災害の
発生が多い 5 月～10 月とする．なお，土壌雨量指数下
限値以下の短期降雨ではCLラインの y切片値の 1.5倍
を超えた場合を超過と判定した． 

まず，1 時間降雨量データを用いて土壌雨量指数を算
出し，超過回数を算出した．将来気候は，6 種類の昇温
パターン別に 1 サンプルを年毎にランダムに選択し，1
時間毎に CL の超過判定を実施する．ここで，超過回数
については，前後に 24 時間以上の無降雨(0mm)がある
降雨イベント毎に結果を整理する．超過回数の算出に
ついては，一連の降雨で複数回超過している場合も 1
回として算出することとした．なお，ここで使用する
CL は現在設定されているものであり，将来気候に対応
した基準とはなっていない．そのため，将来の土砂災
害発生頻度を直接求めたわけではなく，あくまで参考
情報として，現状の CL を用いて将来の変化傾向を確認
したものである． 

 
研究結果 

超過回数算出結果の例を図- 1 に示す．これらの算出

結果を用いて，現在気候と将来気候の超過回数の変化

傾向を分析する．分析にあたっては，以下の 3 つの観

点に従った． 
①短時間強雨、集中豪雨、長雨の降雨タイプ別 
②気象庁の全般季節予報区分に基づく 6 地域別 
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図- 1 超過回数算出結果例（左:中国四国，右:東北） 
 

 
図- 2 降雨タイプ分類イメージ 

 
③5～7 月の梅雨期，8～10 月の台風期の時期別 

降雨タイプは，土壌雨量指数最大値が下限値以下で
ある短時間強雨（タイプ A），土壌雨量指数最大値が C
L の x 切片値以上かつ降雨期間 4 日以上の長雨（タイ
プ C），それ以外の集中豪雨（タイプ B）の 3 つに分類
する．また，タイプ分けのイメージを図- 2 に示す． 

図- 3～図- 5 のグラフより，現在気候と将来気候の
超過回数を比較すると，1.5～2 倍程度増加していた．
タイプ別でみた場合は，A の増加率が大きく，モデル
による将来予測では短期強雨が増加すると言える． 
また、図- 4 地域別超過回数のように 6 地域別で見

た場合では，将来の超過回数増加率は北日本，東日本
が多く，さらに太平洋側よりも日本海側が多い． 

ここで，解析雨量と d4PDF の現在気候の超過回数を
比較すると，現在気候の方が解析雨量よりも超過回数
が多く算出された．両者の超過回数の差は台風期より
も梅雨期の方が多く，全降雨数が解析雨量よりも現在
気候の方が少なかった．このことから，d4PDF では長
雨の発現回数が増加しているものと考えられる． 

 
まとめ 

d4PDF のデータの妥当性を前提とした上で将来の超
過回数（土砂災害発生頻度）増加の傾向を分析した．
この前提の下で土砂災害発生頻度の増加は，地域や降
雨タイプによる傾向の違いがあると確かめられた．現
在気候に比べ，将来気候の超過回数は概ね 1.5～2 倍の
増加となった．将来の降雨予測においては，短期強雨
が強まる傾向がある．すなわち CL ラインの改善が必要
になると考えられる．なお，今回の結果から d4PDF の
データでは長雨が発現しやすい傾向があると考えられ，
今後はデータの補正やサンプルの抽出といった点に考
慮をする必要がある．また，将来の土砂災害発生頻度
について検討を行うため，d2PDF の雨量データを用い
た新 CL を設定した上で，超過頻度等を分析していく必
要がある． 

 
図- 3 降雨タイプ別超過回数 

 

  
図- 4 地域別超過回数 

 

  
図- 5 時期別超過回数 
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