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課題概要 

 

本提案課題は、 

１）過去から将来にわたる適応策としての高解像度土地利用変化シナリオの作成と、それ

を考慮した水平格子間隔 5km の空間詳細な地域気候変動シナリオを大都市圏で作成

し、 

２） 風水害脆弱性評価、東京都担当者との意見交換を踏まえた気候変動適応戦略に加えて、

包括的な持続可能性についても考慮する新たな適応シミュレーション技術の開発・支

援による土地利用適応シナリオを作成すること 

を目標とする。 

人間活動に起因する地球温暖化による気候変動の影響は、生態系、淡水資源、食糧、産

業、健康など広範囲の分野に及ぶ。緩和策を講じたとしても気候変動は数世紀にわたって

続くため、今後さらに頻度が上がる可能性がある異常気象（極端な高温、台風・梅雨など

による集中豪雨、渇水）が海面上昇等と重複して発生した場合、これまでのリスク評価に

基づく都市・地域計画では対処できないことが懸念される。そのため、異常気象に伴う水

災害・農業被害の頻度や規模など気候変動影響の特性及び社会システムの脆弱性変化につ

いて分析・予測・評価を実施し、大都市圏における気候変動影響への適応策を検討するこ

とが急務となっている。 

現在、気候変動による影響評価の主流のアプローチは、全球気候モデルと地域気候モデ

ルまたは統計的手法によるダウンスケーリングによって将来の全球・地域における気候変

動の潜在的影響を評価するトップダウンアプローチである。しかしながら限られた計算機

資源で地域の適応戦略の検討を行うのに十分な数多くの高解像度シナリオ実験を行うのは

現実的ではなく、社会経済シナリオ、全球・地域気候モデルにも様々な不確実性がある。

また、風水害においては人口の変化や沿岸地域の土地利用変化など人間社会システムの脆

弱性の変化が大変重要である。  

本課題では、リスク評価や防災に重点を置き、自然／人為による気候変動・変化に対す

る脆弱性を評価し、その脆弱性を軽減させる適応・緩和策の評価に注目する脆弱性アプロ

ーチ（ボトムアップアプローチ , Pielke Sr. et al., Eos, 90(45), 2009）によって、現在主流の

トップダウンアプローチを補完する研究を提案する。  

低炭素化社会と気候変動へ適応した社会の実現のために、自治体の適応戦略の策定・検

討に資する科学的知見を提供することを目的として、  

１． 過去から現在の土地利用変化情報を用いた地域気候モデルの現在気候再現実験結果

及び過去の災害データを用いて、影響モデルによる風水害、農業被害の頻度や規模な

どについて脆弱性評価を実施し、社会システム、資源を脅かす要因を定量的に評価す

る（豪雨頻度・強度、低温・高温、有効降雨、人口変化など）。  

２． トップダウンアプローチによる将来の土地利用変化シナリオ、地域気候シナリオを用

いて、気候変動・変化が風水害の脆弱性に及ぼす相対的な影響の大きさについて分析

する。 
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３． 風水害脆弱性評価に基づき、都市経済モデルによって適応シナリオを分析し、東京都

担当者との意見交換を踏まえて、気候変動に対する適応戦略の検討を行う。 

４． 適応策を考慮した土地利用シナリオを地域気候モデルに組み込み、土地利用としての

適応策が考慮されている地域気候シナリオが作成される。 

５． 適応策を考慮する場合としない場合について、気候変動、社会システムの変化に対す

る脆弱性評価を実施し、土地利用としての適応策の効果が考慮されている地域気候シ

ナリオによる適応戦略を検討する。 

６．適応戦略の検討結果を踏まえ、都市域と周辺地域での、低炭素化（コンパクトシティ

ー等）、食料や水資源の確保、防災、生態系保全、高齢化などの多面的かつ現実的な視

点も考慮した土地利用適応シナリオの検討を実施する。 

 
 

 

 

図１ 気候変動適応研究推進プログラム「高解像度気候変動シナリオを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく適応に関する研究」の全体概要とテーマ構成 
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気候変動に伴う異常気象が海面上昇等と重複して発生すると、これまでの危険度評価に基づく地域計画では対処できない可能性があるため、気候変動影響の特性およ
び社会システムの脆弱性変化を考慮して、気候変動への適応策を検討する必要があります。本研究では、東京都市圏を対象として、自治体の適応戦略の策定・検討に
資する科学的知見の提供に必要な、土地利用変化シナリオを用いた地域気候シミュレーション技術、および風水害脆弱性評価に基づく適応シミュレーション技術の開発を
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図２ 課題の研究実施体制 

 

図３ 研究課題の年次計画  
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研究テーマ１：土地利用変化シナリオを用いた地域 

気候シミュレーション技術の開発 

 

（１－１）東京都市圏における詳細な土地利用情報を組み込

んだ力学的ダウンスケーリング手法の開発 
 
(1) 業務の内容 

 

(a) 業務項目 東京都市圏における詳細な土地利用情報を組み込んだ力学的ダウンスケー 

リング手法の開発 

 

(b) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
具体的な実施業務

内容 

独立行政法人防災科学技術

研究所  

同 

 

 

 

 

同 

 

主任研究員 

 

特別研究員 

 

 

 

 

主任研究員 

大楽 浩司 

 

常松 展充 

 

 

 

 

臼田 裕一郎 

 

サブテーマ研究グ

ループ統括 

土地利用変化情報

を組み込んだ力学

的ダウンスケーリ

ング・地域気候シミ

ュレーション 

詳細な土地利用変

化情報の組み込み

と検証 

 

(c) 業務の目的 

複数モデルによる日本域 20km の気候変化シナリオ（以下「地域気候シナリオ」と呼ぶ）

を地域気候モデルでダウンスケーリングし、また、過去から将来にわたる高解像度土地利

用変化シナリオをモデルに組み込むことで、東京都市圏における水平格子間隔 5km の空間

詳細な地域気候変動シナリオの開発に取り組む。  

 

(d) 平成２４年度業務目的 

東京都市圏を対象として、サブテーマ 1-2 で整備された過去の土地利用情報を地域気候

モデルに組み込み、過去の気候解析値や複数モデルによる地域気候シナリオ、それに高解

像度海面水温データを境界条件とした水平格子間隔 5 ㎞の空間詳細な地域気候シミュレー

ションを行うとともに、地域気候モデルの技術的課題を整理し、その課題解決に向けた要

素技術の開発・調整を行う。また、地域気候モデルの高度化及び不確実性の検討を行う。

さらに、地域気候シナリオデータの統計解析を行い、その気候学的特性を分析する。  
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(2) 平成２４年度の成果  

 

(a) 業務の要約  

過去の気候解析値（主に JRA-25）及び高解像度海面水温データ（NGSST-O）を境界条

件として、東京都市圏を対象とした水平格子間隔 5 ㎞の空間詳細な地域気候シミュレーシ

ョンを、平成 22 年度に整備したデータ蓄積・解析装置等を用いて行った。このシミュレー

ションに用いた地域気候モデル（N-RAMS）の陸面過程には、サブテーマ 1-2「土地利用変化

シミュレーション技術の開発・高度化」で作成された過去の土地利用情報を組み込み、都

市の三次元構造を反映した都市気候モデルを導入した。また、シミュレーションによる気

候再現実験結果とアメダスによる観測データを用いて、都道府県単位でモデルバイアスの

検証を行った。同時に、モデルの技術的課題を整理し、課題解決に向けた要素技術の開発、

及び降水スキーム・積雪スキーム等の調整を行い、その妥当性を確認した。さらに、複数

の地域気候モデル（NHRCM、N-RAMS、T-WRF）による地域気候シナリオを N-RAMS

でダウンスケーリングすることによる東京都市圏気候シミュレーションのテストラン（予

備実験）を実施した。一方、山岳地帯に囲まれている東京都市圏における気候の変化は、

地形の影響を強く受けると考えられる。このため、地域気候シナリオから得られた日本の

気候の将来変化と地形との関係を解析し、地域気候シナリオの不確実性についての議論を行うと

ともに、東京都市圏を含む日本列島における気候の将来変化に対する地形の影響について、空間

的・量的な分析を行った。 

 

(b) 業務の成果 

1）研究結果 

1-1）東京都市圏気候シミュレーション 

東京都市圏における詳細な土地利用情報を組み込んだ力学的ダウンスケーリング手法

を開発することを目的として、地域気候モデル（N-RAMS）を改良するとともに、複数の

異なる下部境界条件（土地利用・海面水温）及び側面境界条件（過去の気候解析値・地域

気候シナリオ）をモデルに与え、感度実験を繰り返すことにより、土地利用やその他の境

界条件の違いが東京都市圏における気候シミュレーション結果に及ぼす影響を検証した。 

1-1-1) 土地利用の気候シミュレーション結果への影響 

サブテーマ 1-2 で作成された過去の土地利用情報（明治 21 年・大正 3 年・昭和 21 年・

昭和 50 年・平成 9 年：1888 年・1914 年・1946 年・1975 年・1997 年）（図（１－１）－

１）を地域気候モデルの陸面過程に組み込み、都市の三次元構造を扱う都市気候モデルを

導入し、水平格子間隔 5 ㎞の気候シミュレーションを行った。その結果、現実に近い土地

利用情報を組み込むことで、都市化に伴う気温の上昇や風の収束域の変化が適切にシミュ

レートされ、モデルバイアスが低下することが示された。 

1-1-2) 海面水温の気候シミュレーション結果への影響 

高解像度の海面水温データ（NGSST-O；約 5km）と、相対的に低解像度の海面水温デー

タ（OISST -V2 または JRA25-SST；80km 以上）を、それぞれ下部境界条件として用い

た感度実験を実施することにより、海面水温の精度が気候シミュレーションに与える影
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響を検証した。その結果、高解像度の海面水温データを用いることで、東京都市圏（内陸

部を除く）における地上気温のシミュレーション精度が向上し、そのモデルバイアスが顕

著に低下することがわかった（図（１－１）－２）。 

1-1-3) 地域気候シナリオを境界条件としたテストラン 

地域気候シナリオを側面境界条件とする東京都市圏気候シミュレーションのテストラ

ンを実施した。その結果、地域気候シナリオを境界条件に用いたシミュレーションでも、 

過去の気候解析値を境界条件としたシミュレーションと同等かそれ以上の精度を得ること

ができることが示された。テストランでは、また、N-RAMS をスーパーコンピュータ上で

動作させる際の最適な使用プロセッサ数を調査して計算効率の検討を行い、気候シミュレ

ーションに用いるタイムステップの違いが計算精度に及ぼす影響を調べた。こうして、地

域気候シナリオをダウンスケーリングすることによる東京都市圏長期気候シミュレーショ

ン（水平格子間隔 5 ㎞）の準備を整えた。  

1-1-4) 地域気候モデルの改良  

東京都市圏における気候シミュレーションの技術的課題の解決ならびに精度向上のた

め、過去の気候解析値を用いたテストランとその結果の解析を繰り返し行うことを通じて、

N-RAMS の降水スキームや積雪スキームの改良を行った。  

田

畑

果樹園・樹木畑

森林・荒地

建物用地

その他

河川・湖沼

図（１－１）－１：東京都市圏気候シミュレーションに使用する過去の土地利用情報. 
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図（１－１）－２：海面水温の感度実験結果（2003～2007 年）. JRA25-SST を用いた場合

の（a）年平均地上気温と（b）そのモデルバイアス, 及び NGSST-O を用いた場合の（c）年

平均地上気温と（d）そのモデルバイアス. 

 

1-2）地域気候シナリオデータの解析 

複数の地域気候モデル（NHRCM、N-RAMS、T-WRF）による地域気候シナリオを解析

することにより、その不確実性についての議論を行うとともに、日本列島における夏季の降水量

の将来変化に対する地形の影響について、空間的・量的な分析を行った。その結果、全てのモデ

ルに共通して、将来気候下において、特に西日本の山地の西側及び南側にあたる地域（現在気候

下において降水量が多い地域）で夏季降水量が大きく増加することが示された（図（１－１）－

３）。このことは、標高の高い地域よりも、むしろ、多くの都市が存在する標高の低い地域で顕著

である（図（１－１）－４）。また、この原因は、特に北緯 35 度以南の領域において南北の気圧

傾度が増大することにより、低緯度地域から北太平洋高気圧の縁を回って日本列島へ流れ込む暖

かく湿った南西気流が強化され、その結果、山地の風上側（西側～南側）で地形性降雨が強まる

ことにあることが示された。一方、いわゆる「雨陰効果」により、東京都市圏など、山地の東側 

c)  2m Temp.  NGSST-O  2003-2007  ANN. d)  2m Temp. Bias  NGSST-O  2003-2007  ANN.

a)  2m Temp.  JRA-SST  2003-2007  ANN. b)  2m Temp. Bias  JRA-SST  2003-2007  ANN.
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図（１－１）－３: 夏季平均日降水量の将来変化と地形との関係（2081-2100－1981-2000）. 

 

図（１－１）－４：夏季平均日降水量が 3 ミリ以上増加する地点の標高帯. 

 

あるいは北側にあたる地域においては、降水量の将来変化が小さいことが予測される（図（１－

１）－３・図（１－１）－４）。 

このことから、東京都市圏における夏季の降水量は、地球温暖化に伴う将来の気候変動そのも

のよりも、むしろ土地利用等の人為的なものの将来変化の影響を大きく受ける可能性が考えられ

る。ただし、今回解析した地域気候シナリオデータは、複数の地域気候モデルによる１つ

の全球気候モデルのダウンスケーリング結果であり、解析結果にはその全球気候モデルが

もつバイアスが強く反映されている。そのため、今後、他の全球気候モデルのダウンスケ

ーリング結果も解析し、本研究結果との整合性を検証する予定である。 

 

2）結果と今後の課題 

予定どおり、過去の土地利用情報、高解像度海面水温データ、複数モデルによる地域気

候シナリオをモデルに組み込んで東京都市圏における空間詳細な地域気候シミュレーショ

ンを行う手法を開発し、また、地域気候シナリオデータの統計解析を行うことで、その不

確実性や気候学的特性の分析を行った。次年度は、以下(3)に示すとおり研究開発を行う予

定である。 
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(c) 学会等発表実績 

平成 24 年度は、水文・水資源学会、アメリカ地球物理学連合大会（AGU）、アメリカ気

象学会（AMS）など、国内外の学会・研究会に参加して、過去の土地利用情報の地域気候

モデルへの組み込み手法の開発、地域気候シナリオを用いた長期気候シミュレーションの

ための準備と予備実験、地域気候シナリオの気候学的な解析、に関する情報収集を行うと

ともに、研究成果の発表を行った。また、研究成果を国際誌に投稿して論文発表した。平

成 25 年度は、引き続きそれらの研究開発の進展をはかり、学会発表・論文発表を行う。 

 

学会等における口頭・ポスター発表  

発表した成果（発表題目） 発表者氏名  
発表した場所  

（学会等名）  

発表した

時期  

国内・

国際の

別  

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

気候変動リスク

情報創生プログ

ラム準備会合  

2012 年 

7 月 
国内 

CORDEX（Coordinated 

Regional Downscaling 

Experiment）について  

 

大楽浩司  

環境学委員会・ 

地球惑星科学委

員会合同ＩＧＢ

Ｐ・ＷＣＲＰ・Ｄ

ＩＶＥＲＳＩＴ

ＡＳ合同分科会

ＭＡＨＡＳ 

ＲＩ小委員会（第

22 期・第 1 回）  

2012 年 

8 月 
国内 

高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく

適応に関する研究 

 

大楽浩司,常松展充,  

平野淳平,中根和郎, 

山形与志樹, 

中道久美子,瀬谷創  

水文・水資源学会

2012 年度総会・研

究発表会  

2012 年 

9 月 
国内 
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日本列島における夏季降

水量の将来変化と地形と

の関係について 

 

常松展充,大楽浩司 

水文・水資源学会

2012 年度総会・研

究発表会  

2012 年 

9 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

創生プログラム 

チーム Dキックオ

フ ミーティング

＆C/D 連携研究

連絡会 

2012 年 

10 月 
国内 

Damage of river structures 

in Tohoku and Northern 

Kanto region caused by 

2011 Tohoku Earthquake 

 

Hirano, J., 

K. Dairaku,  

K. Nakane, and 

N. Tsunematsu 

International 

Symposium on 

Emerging Issues 

after the 2011 

Tohoku 

Earthquake 

 2012 年 

11 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

気候変動リスク

情報創生プログ

ラム第 1 回研究

運営委員会  

2012 年 

11 月 
国内 

Assessment of add-value of 

dynamical 

downscaling in Japan 

 

Dairaku, K.,  

S5-3 Research Team, 

and 

RECCA research 

Team 

The 2nd 

International 

Workshop on 

CORDEX-East 

Asia 

2012 年 

11 月 
国際 
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Assessment of add-value of 

multi-model 

ensemble dynamical 

downscaling in Japan 

 

Dairaku, K.,  

S. Iizuka, W.Sasaki,  

R. A. Pielke Sr., and 

H. Doi 

International 

Conference on 

Ensemble Methods 

in 

Geophysical 

Sciences 

2012 年 

11 月 
国際 

高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく

適応に関する研究 

 

大楽浩司  

気候変動適応研

究推進プログラ

ム平成 24 年度研

究成果報告会  

2012 年 

12 月 
国内 

Dynamical downscaling and 

socio-economic land use 

scenarios for regional scale 

adaptation to climate 

change in Tokyo 

metropolitan area 

 

Dairaku, K.,  

N. Tsunematsu,  

J. Hirano, 

Y. Yamagata, and  

H. Seya 

American 

Geophysical Union 

Fall Meeting 2012 

2012 年 

12 月 
国際 

Future changes in 

summertime precipitation 

in Japan associated with 

topography 

 

Tsunematsu, N., 

K. Dairaku, and 

J. Hirano 

American 

Geophysical Union 

Fall Meeting 2012 

2012 年 

12 月 
国際 

Disaster prevention and 

adaptation to climate 

change in East Asia 

 

Dairaku, K. 

The First 

Workshop For 

The Working 

Group on Policy 

on Disaster 

Prevention and 

Reduction for 

Industrial Parks in 

East Asia 

2012 年 

12 月 
国際 



12 

Assessment of add-value of 

dynamical 

downscaling in Japan 

 

Dairaku, K.,  

S5-3 Research Team, 

and 

RECCA research 

Team 

Meeting in 

Colorado 

University 

2012 年 

12月 
国際 

Probabilistic climate 

projection for risk 

assessment 

 

Dairaku, K. 

Meeting in 

Colorado 

University 

2012 年 

12 月 
国際 

日本における夏季降水量

の将来変化と地形との関

係 

 

常松展充,大楽浩司, 

平野淳平  

ＳＡＴテクノロ

ジー・ショーケー

ス 2013 

2013 年 

1 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

防災科学技術研

究所経営戦略会

議  

2013 年 

1 月 
国内 

Assessment of add-value of 

dynamical downscaling in 

Japan 

 

Dairaku, K.,  

S. IIzuka,  

W. Sasaki,  

R. A. Pielke Sr.,  

N. Tsunematsu, and 

J. Hirano 

93rd American 

Meteorological 

Society Annual 

Meeting 

2013 年 

1 月 
国際 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出  

 

大楽浩司  

 

確率的気候シナ

リオ情報につい

ての研究会  

 

2013 年 

2 月 
国内 
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気候変動適応に向けた風

水害ハザード・リスク評

価研究の現状と展望  

 

大楽浩司  

 

地震ハザードリ

スク研究会  

 

2013 年 

2 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司 

 

防災科学技術研

究所第８回成果

発表会 

2013 年 

2月 
国内 

複数の 20km 地域気候モ

デルの実行による力学的 

ダウンスケーリングの研

究 

 

大楽浩司 

S5-3 研究チーム 

 

防災科学技術研

究所第８回成果

発表会 

 

2013 年 

2月 
国内 

高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく

適応に関する研究 

 

大楽浩司,常松展充 

平野淳平 

 

防災科学技術研

究所第８回成果

発表会 

 

2013 年 

2月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出  

 

大楽浩司 

 

 

気候変動リスク

情報創生プログ

ラム 平成 24年度

研究成果報告会 

 

2013 年 

2月 
国内 
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気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司 

 

 

確率的気候シナ

リオ情報につい

ての研究会 

 

2013 年 

3 月 
国内 

Session introduction - 

Climate ensemble 

experiment for 

risk assessment 

 

Koji Dairaku 

 

International 

Workshop on 

CMIP5 Model 

Intercomparisons 

for Future 

Projections of 

Precipitation and 

Climate in Asia 

2013 年 

3 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司 

 

 

確率的気候シナ

リオ情報につい

てのプロジェク

ト研究会 

 

2013 年 

3 月 
国内 

Relationship between 

topography of the Japanese 

Islands and future changes 

in summertime 

precipitation obtained from 

results of regional climate 

simulations 

 

Tsunematsu, N.,  

K. Dairaku, and  

J. Hirano 

International 

workshop on 

CMIP5 model 

intercomparisons 

for future 

projections of 

precipitation and 

climate in Asia 

2013 年 

3 月 
国内 
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学会誌・雑誌等における論文掲載  

発表タイトル  氏名  雑誌  年度  巻  頁  

Future change of 

daily precipitation 

indices in Japan: A 

stochastic weather 

generator-based 

bootstrap approach 

to provide 

probabilistic climate 

information 

Iizumi, T.,  

I. Takayabu,  

K. Dairaku,  

H. Kusaka,  

M. Nishimori,  

G. Sakurai,  

N. N. Ishizaki,  

S. A. Adachi, and 

M. A. Semenov 

J. Geophys. 

Res. 
2012 117 

doi:10. 

1029/ 

2011JD 

017197 

An Attempt to 

Estimate of 

Probabilistic 

Regional Climate 

Analogue in the 

Warmer Japan 

Ishizaki, N.,  

H. Shiogama,  

K. Takahashi,  

S. Emori,  

K. Dairaku,  

H. Kusaka,  

T. Nakaegawa, and 

I. Takayabu 

J. Meteor. Soc. 

Japan 
2012 90B 65-74 

Assessment of Ocean 

Surface Winds and 

Tropical Cyclones 

around Japan by 

RCMs 

Iizuka, S.,  

K. Dairaku,  

W. Sasaki,  

N.N. Ishizaki,  

S.A. Adachi,  

H. Kusaka, and 

I. Takayabu 

J. Meteor. Soc. 

Japan 
2012 90B 91-102 

Future changes in 

summertime 

precipitation 

amounts associated 

with topography in 

the Japanese islands 

Tsunematsu, N.,  

K. Dairaku, and  

J. Hirano 

J. Geophys. 

Res. 
2012 118 

 

 

doi:10. 

1002/ 

jgrd. 

50383 

 

 



16 

Improved 

Performance of 

Simulated 

Japanese Climate 

with a multi-model 

ensemble 

Ishizaki, N. N., 

I. Takayabu, 

M. Ooizumi,  

H. Sasaki, 

K. Dairaku,  

S. Iizuka, 

F. Kimura,  

H. Kusaka,  

S. A.Adachi, 

K. Kurihara,  

K. Murazaki, and 

K. Tanaka 

Journal of 

Meteorological 

Society Japan 

2012 90 235-254 

Dealing with 

complexity and 

extreme events using 

a bottom-up, 

resource-based 

vulnerability 

perspective. Extreme 

Events and Natural 

Hazards 

R.A.Pielke Sr.,  

R. Wilby,  

D. Niyogi,  

F. Hossain,  

K. Dairaku, 

J. Adegoke,  

G. Kallos, 

T. Seastedt, and 

K.Suding 

The Complexity 

Perspective 

Geophysical 

Monograph 

Series 

2012 196 

10.1029/ 

2011GM 

001086 

Capability of 

Regional Climate 

Models in Simulating 

Coastal 

Winds and Waves 

around Japan 

Sasaki,W.,  

S. Iizuka, and 

K, Dairaku 

Journal of the 

Meteorological 

Society of 

Japan 

2012 

Vol. 

90, 

No. 5 

pp. 

603−615,  

2012 DOI: 

10.2151/ 

jmsj. 

2012-502 

Synoptic-Scale 

Physical 

Mechanisms 

Associated With the 

Mei-yu Front: A 

Numerical Case 

Study in 1999 

Truong, N. M., 

V. T. Hang,  

R. A. Pielke. Sr.,  

C. L. Castro, and 

K. Dairaku 

Asia-Pacific J. 

Atmos. Sci. 
2012 48(4) 

433-448 

DOI:10.1007/ 

s13143-012 

-0039-x 
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マスコミ等における報道・掲載  

取材内容  氏名  メディア名  時期 
国内・

国際の

別  

 

気候変動リスクの評価の基盤と

なる確率予測情報の創出につい

て  

 

大楽浩司  

 

日経新聞  

 

2013 年 

3 月 国内  

 

(d) 特許出願、ソフトウェア開発、仕様・標準等の策定  

 なし  

 

(3) 平成２５年度業務計画案  

平成 24 年度に行ったテストランの結果を踏まえ、地域気候シナリオを地域気候モデル

でダウンスケーリングした水平格子間隔 5km の空間詳細な長期気候シミュレーションを実

施する。側面境界条件として、地域気候シナリオ及び高精度の気候解析値（RANAL）を使用

し、高解像度の海面水温データ（NGSST-O）及びサブテーマ 1-2「土地利用変化シミュレー

ション技術の開発・高度化」で作成された土地利用情報を下部境界条件とするシミュレー

ションを行う。その他、建物密度、建物平均高さ、人工排熱量等の詳細な環境情報を地域

気候モデルに組み込む研究開発を進め、地域気候モデルの高度化及び不確実性の検討を引

き続き行う。また、これらの研究開発結果を、サブテーマ 3-1「東京都市圏における風水

害脆弱性評価」における水害リスク評価の高度化のために提供する。さらに、研究成果の

発表及び業務遂行に必要な研究情報の収集のため、国内外の学会・研究会に参加するとと

もに、研究成果の論文発表を行う。 
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（１－２）土地利用変化シミュレーション技術の開発・高度化 
 

(1)業務の内容 

 

(a)業務項目 土地利用変化シミュレーション技術の開発・高度化  

 

(b)担当者  

所属機関 役職 氏名 具体的な実施業務内容 

独立行政法人国立環境研

究所 地球環境研究セン

ター 

同 

 

同 

 

 

同 

 

同 

 

 

同 

 

同 

主席研究員 

 

特別研究員 

 

特別研究員 

 

 

特別研究員 

 

特別研究員 

 

 

リサーチアシス

タント 

 

リサーチアシス

タント 

山形 与志樹 

 

中道 久美子 

 

瀬谷 創 

 

 

哈斯 巴干 

 

楊 珏 

 

 

爲末 和樹 

 

松井 加奈絵 

サブテーマ研究グルー

プ統括 

土地利用データの整備

と分析 

土地利用データの整備

と土地利用モデルの高

度化 

リモートセンシング画

像の整備と分析 

過去の統計情報の収集

と分析 

 

データ整備・解析補助 

 

データ整備・解析補助 

 

(c)業務の目的 

 大都市圏における過去・現在の高解像度土地利用変化情報（都市部の 3 次元構造や沿岸

域の埋め立ても含む）を整備・分析し、社会経済シナリオ・適応策を考慮した土地利用変

化シミュレーション技術の開発・高度化を行い、将来の土地利用変化シナリオを作成する。  

 

(d)平成２４年度業務目的 

社会経済シナリオを考慮する土地利用変化シミュレーション技術の開発・高度化を行い、

適応策は考慮しない将来の土地利用変化シナリオの作成に着手する。  
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(2)平成２４年度の成果 

 

(a)業務の要約 

 本年度サブテーマ 1-2 で行った研究は、大きく次の 4 つに集約される。 

A. 経済学をベースとした町丁目単位の土地利用シミュレーションモデルの高度化 

B. 過去 100 年の土地利用データの改良 

C. 東京都市圏の過去 40 年の土地利用変化の分析 

D. 3 次元都市データの作成 

以下、これらについて具体的な内容を記す。 

 

(b)業務の成果 

1）研究結果 

A．土地利用シミュレーションモデルの高度化 

 本年度は、町丁目単位の土地利用シミュレーションモデルを東京都市圏全域で構築し、

空間詳細な複数の土地利用変化シナリオの構築を開始した。モデルの具体的な構造を、図

（１－２）－１に示す（モデルの詳細については、Yamagata and Seya (2013)1を参照され

たい）。 

 

 

図（１－２）－１：モデル構造 

 

 本モデルは、建物市場を考慮した応用都市経済モデル（堤ら, 2012）2の、土地利用部分

を踏襲したものである。エージェントとしては、①家計、②地主、③不動産ディベロッパ

ーを考え、市場として土地市場と建物床市場を考慮している。各ゾーン（モデル構築単位、

例：市区町村）において、土地市場では、地主による土地供給とディベロッパーの土地需

                                                  
1 Yamagata, Y. and Seya, H. (2013) Simulating a future smart city: An integrated land use -energy model, Applied 
Energy, in print. 
2 堤盛人，宮城卓也，山崎清  (2012) 「建物市場を考慮した応用都市経済モデルの可能性」，『土木学会論

文集 D3』，68 (4)，333–343． 
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要が均衡するところで「地代」が決定され、建物床市場では、ディベロッパーの建物床供

給と家計の建物床需要が均衡するところで「賃料」が決定される。家計は、この賃料、所

得、及びその他各ゾーンに固有の地域要因に反応して、どのゾーンに立地するかを確率的

に決定する（確率的立地均衡）。土地は、外生的に与える各ゾーンの「土地供給可能面積」

以内で供給可能であると仮定し、この値を調整することで、土地利用規制に関するシミュ

レーションを行うことができる3。例えば、今あるゾーンの土地供給可能面積の値を減少さ

せれば、それに伴って土地の供給量が小さくなり超過需要が発生するため、それを調整す

るように地代が上昇することとなる。地代が上昇すると、ディベロッパーの利潤が低下す

るため土地需要（＋建物床供給）が減少し、ちょうど土地の需要と供給が一致するところ

で地代が決定される。 

 既往研究では、市区町村をベースとしたゾーン単位でモデルが構築されることが多かっ

たのに対し、本研究のモデルは、東京都市圏全域を対象に町丁目単位で構築した、比較的

大規模なものとなっている。このような町丁目単位でのモデリングにより、都市のコンパ

クト化（容積率緩和）といった緩和シナリオと、土地利用規制といった適応シナリオを詳

細な空間スケールで評価することが可能となった。しかし、町丁目のような空間詳細な単

位での立地選択においては、地域固有要因に支配される部分が大きくなるため、定式化に

おいてはいくつかの工夫を行っている（Yamagata and Seya, 2013）。また、本研究では複

数世帯タイプ4を考慮しており、世帯タイプによる立地特性の差異を表現することが可能で

ある点にも特徴がある。この点は超高齢社会を迎えた我が国においては重要であると考え

る。 

 ここで、将来シナリオの構築例を示す。図（１－２）－２は、2050 年の business as usual 

(BAU) シナリオ（以下、分散シナリオ）における人口分布を示したものである 5。これは、

現状の空間分布が保存される形のシナリオとなっている。 

                                                  
3 例えば，高木朗義，武藤慎一，太田奈知代  (2001) 「応用都市経済モデルを用いた治水対策の経済評価」，

『河川技術論文文集』，7，423–428．  
4 A．高齢単身（65 歳以上），B．若中年単身（65 歳未満），C．高齢夫婦（夫婦どちらかが 65 歳以上），

D．若中年夫婦（夫婦両方 65 歳未満），E．片親と未婚子供，F．夫婦と未婚子供；G．その他  
5 2050 年の東京都市圏の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の 2030 年までの世帯タイプ毎の変化

率予測（全国平均値）（高齢単身  (2.07)，若中年単身  (1.07)，高齢夫婦  (1.39)，若中年夫婦  (0.66)，夫婦

＋子  (0.69)，片親＋子  (1.32)，そのほか  (0.85)）を、対数関数で外挿して取得した。 
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図（１－２）－２：BAU シナリオにおける 2050 年の人口密度分布 

 

 分散シナリオの比較対象として、極端な都市のコンパクト化シナリオ 6（以下、コンパク

トシナリオ）を構築した（Yamagata et al., submitted7）。コンパクトシティにおいては、

職住近接による交通トリップ長の削減が重要となる。そこで、ここでは従業者密度の高い

町丁目の魅力を相対的に向上させることを試みた。図（１－２）－３に黒で示された町丁

目は、従業者密度の空間的なクラスタリングによって検出された「集積地」である。本シ

ナリオでは、集積地から 500m 以上離れた地域を、土地利用規制の対象とし、そこでの土地

供給可能面積を 50%減少させた。さらに、各町丁目の所得に {ln(従業者密度 +2) / 

mean(ln(従業者密度+2)}を乗じ、家計が、立地するゾーンの従業者密度に応じた補助金を

得る、又は税金が課されるシナリオを考えた8。 

                                                  
6 OECD (2012) は、コンパクトシティ政策に関して、世界 5 都市の詳細なケーススタディと国別比較を

行ったものであるが、そこでは、エネルギー、社会、経済、生物多様性等の様々な観点からコンパクト

シティの利点や、発生し得る悪影響について論じられている（OECD (2012), OECD Green Growth Studies: 
Towards Green Growth, OECD publishing.）。  
7 Yamagata, Y., Seya, H. and Nakamichi, K., Creation of future urban environmental scenarios using a 
geographically explicit land-use model: A case study of Tokyo, submitted to Annals of GIS. 
8 言うまでもなくこれは極端シナリオであり、実際の都市計画への直接の適用を意図したものではない。

しかし、多くの自治体の将来計画におけるコンパクトシティ像が、漠然としたイメージ図に留まってい

る現状を勘案すれば、このようなシミュレーションによってイメージ図を定量化することは有用である

と考える。 
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図（１－２）－３：土地利用規制地域（白）と、非規制地域（水色） 

 

 

 

 

 

 

 図（１－２）－４は、本コンパクトシナリオ下における、人口分布を、分散シナリオ（BAU）

との比率として示したものである。 

 

図（１－２）－４：比率でみた人口分布 （コンパクトシナリオ / 分散シナリオ） 
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 「集積地」及び鉄道駅付近で、人口が増加している傾向が見て取れる。図（１－２）－

５は、（実容積率 = 床面積／土地面積）の値を、分散シナリオ、コンパクトシナリオにつ

いて示したものである。この実容積率は、OECD (2012) において、コンパクトシティの代

表的測度の一つとしても紹介されている。この値を見ると、コンパクトシナリオでは、全

体的に鉄道駅付近が高密度化していることが分かる。したがって、都心部におけるヒート

アイランド現象の緩和のためにも、土地利用規制や人口減少で疎となった土地の有効利用

が重要になる。以下では、空き地を緑化した結果について報告する。 

 

 

図（１－２）－５：実容積率 

（左：分散シナリオ、右：コンパクトシナリオ） 

 

 図（１－２）－６は、モデルから出力された土地面積を説明変数として、『国土数値情報』

の建物用地を回帰モデルで推計し、２つのシナリオに当てはめたものである。ただし、メ

ッシュへの按分は面積按分で行っている。これを基に、現状の建物用地と 2050 年の建物用

地の差分（空き地）を森林に割り当て、緑地回復シナリオを構築したのが、図（１－２）

－７である。図より特に、東京 23 区の周辺部で緑地の回復が著しいことが見て取れる。 

 

 
図（１－２）－６：建物用地率 

（左：分散シナリオ、右：コンパクトシナリオ） 

 

 



24 

 
図（１－２）－７：森林率：緑地回復シナリオ 

（左：分散シナリオ、右：コンパクトシナリオ） 

 

 このような土地利用の変化は、都市気候にどのような影響を与えるであろうか。 

今後、サブテーマ 1-1 と連携し、社会的に意義のある仮説を検証可能な土地利用分布を

作成していくことが、次年度（H25）の大きな課題である。しかし、気候モデルで必要とな

る土地利用区分で考えると、特に森林について、『国土数値情報』の「森林」という一区分

は非常に粗いものである。そこで、この点の改善について、以下の B．で報告する。 
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B．過去 100 年の土地利用データの改良 

昨年度、サブテーマ 1-1 で用いる過去の土地利用データの整備を行った。一般に何らか

の将来予測モデルを構築するには、過去のデータを用いて検証することが重要であり、都

市気候モデルにおいても過去の土地利用データに対するニーズは大きい。しかしながら過

去の土地利用データは通常入手困難なことから、アドホックな仮定が置かれることもしば

しばである。利用可能な数少ない土地利用データとしては、『歴史的農業環境閲覧システム』

が挙げられる。これは、明治初期から中期にかけて関東地方を対象に作成された『迅速測

図』を、GoogleEarth 用の kmz 形式でダウンロードできるようにしたものである。しかし

ながら、この画像データは区画によって色合いが異なるため、画像分類で土地利用図を作

成するには大量の教師データが必要になり、実用的ではない。 

 したがって筆者らは昨年度、1984 年刊行の国土地理院『地域計画アトラス 国土の現況

とその歩み』の GIS データ化を行った。地域計画アトラスの「土地利用の変遷」は、東京、

札幌、大阪、名古屋、北九州と福岡の五大都市の発展経緯を明らかにすることを目的に、

明治 20 年前後、大正 10 年前後、昭和 20 年前後、50 年前後の 4 時期の土地利用の状況を

表現したものであり、空間範囲では本研究の対象とする東京都市圏の主要部分をカバーし

ている。データソースとしては、20 万分の 1 地勢図および 5 万分の 1 地形図（昭和 50 年

のものには 2 万 5 千分の 1 土地利用図も併用）が用いられている。残念ながら当図には位

置座標の情報が含まれておらず、また地図としての精度・正確度も不明である。しかしな

がら、数少ない貴重な過去の土地利用データの一つであるため、GIS データとして電子化

する重要性は大きいと考えられる。 

地域計画アトラスの GIS データ化は、次の手順で行った。 

 

1. PDF 形式のファイルを TIFF 形式に変更。  

2. 1 の TIFF 画像に ArcGIS を用いて座標付加及び幾何補正（GCP は数値地図 2500 の道

路、鉄道、水系のいずれかから、各画像について各々20~30 点程度取得）。  

3. 2 の画像を GeoTIFF 形式で出力。  

4. 3 の画像から教師データを取得し、最尤法を用いた画像分類を行う。  

5 . 4 から微小ポリゴンの自動削除を行い、その後属性不一致や形状の修正を目視で行う。 

6 . 得られたベクトルデータをラスタ形式に変換。  

7. 3 次メッシュデータに変換し、土地利用種別ごとの面積を算出。  

 

これを、明治 21 年、大正 3 年、昭和 21 年、昭和 50 年の 4 時点で行った。また、昭和

50 年の地域計画アトラスの種別分類はそれ以前の分類から細分化されているが、全ての年

で統一させるために分類項目の少ない方へ集約し直した。 

 ここで、地域計画アトラスは、土地利用区分が若干特殊であるため、昨年度は、それを

『国土数値情報』の区分に合わせる作業を行った。これは、国土数値情報の区分が都市気

候モデルの研究で用いられることが多いためである9。しかし、国土数値情報の区分は緑地

                                                  
9 例えば、Aoyagi, T., Kayaba, N., and Seino, N. (2012) Numerical simulation of the surface air temperature 
change caused by increases of urban area, anthropogenic heat, and building aspect ratio in the Kanto -Koshin area, 
Journal of the Meteorological Society of Japan , 90 (B), 11–31. 
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の区分が一区分しかないため、我々のサブテーマ 1-1 で用いるには不十分である。そこで

本年度は、この点の改良を試みた。なお、以下の図（１－２）－１０は昨年度の報告書に

も掲載しているが、本年度の報告書ではより詳細なロジックを説明しているため、一部結

果が重複することをご容赦願いたい。  

図（１－２）－８に示すように、地域計画アトラスは、サブテーマ 1-1 で構築する気候

モデルによるシミュレーションの計算領域である関東地方全域をカバーするものとはなっ

ていない。  

 

図（１－２）－８：関東地方（気候シミュレーションの計算領域）と地域計画アトラスの

範囲 

 

したがってまず、地域計画アトラスと国土数値情報のデータが、それぞれ昭和 50(1975)、

51 と非常に近い時点で観測されていることに着目し、その関係をモデル化することとした。

図（１－２）－９に示す通り、地域計画アトラスは、GIS データ化された地図データであ

り（3 次メッシュの面積比）、国土数値情報も同様に 3 次メッシュの面積比データである。

そこで、各メッシュの国土数値情報の最大土地利用カテゴリーを、メッシュの中の地域計

画アトラスの土地利用の面積比と、その他の説明変数（傾斜・標高）で説明する多項ロジ

ットモデルを構築した。 
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図（１－２）－９：GIS データ化した地域計画アトラスと、国土数値情報のメッシュの例 

 

得られたパラメータ推定値を基に、明治 21 年、大正 3 年、昭和 21 年でのそれぞれのメ

ッシュにおける各土地利用種別の選択確率を求め、最も選択確率が高い種別を代表値とし

て与えたものが図（１－２）－１０である。 

 

図（１－２）－１０ 東京周辺の土地利用予測結果 
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 続いて、この結果を関東地方全域に外挿する。本研究では、昭和 51 年の国土数値情報の

土地利用面積比を説明変数に、図（１－２）－１０で予測された各時点の国土数値情報土

地利用を被説明変数とする多項ロジットモデルを構築する。説明変数は、領域外（関東全

域）で分かっているため、ロジットモデルのパラメータが決まれば、外挿が可能となる。

図（１－２）－１１に、明治 21 年の結果を示す（他の年度については、昨年度の報告書を

参照されたい）。 

 図の印象として直観的には、的外れでない結果が得られているように思われる。 

 

図（１－２）－１１ 明治 21 年の関東地方土地利用予測結果 

 

 さて、前述のように国土数値情報は森林の区分が一区分しかないため、本年度はこの点

の改善を行った。具体的には、RAMS（http://bridge.atmet.org/users/data.php）の土地

利用データより植生分類を取得し、その植生の種類が時間によって変わらないと仮定し、

国土数値情報への割り付けを行った（すなわち、RAMS で Evergreen needle leaf tree と

された森林は、時点によらず Evergreen needle leaf tree を割り当てる）。また、研究テ

ーマ１－１との打ち合わせにより、表（１－２）－１に示すルールで、LEAF-3 の区分で整

備し、データの受け渡しを行うこととした。図（１－２）－１２に明治 21 年の土地利用予

測結果を示す。  

表（１－２）－１ 土地利用区分の割り当てルール 

          [国土数値情報]           [改良版 LEAF3] 

 

1976 1997

Corresponding details Corresponding details Code Corresponding details

Paddy Field Paddy Field → 16 Irrigated crop

Field Other Agricultural Land → 15 Crop/mixed farming,C3grassland

Orchard - → 12 Evergreen shrub

Other Tree Plantation - → 15 Crop/mixed farming,C3grassland

Forest Forest →

Wasteland Wasteland → 3 Desert, bare soil

Land for Building A Land for Building → 19 Urban and builtup

Land for Building B - → 19 Urban and builtup

Trunk transportation land Trunk transportation land → 19 Urban and builtup

Other Land Other Land →

Lake Rivers and Lakes → 0 Ocean

Rivers A - → 0 Ocean

Rivers B - → 0 Ocean

Beach Beach → 0 Ocean

Body of Seawater Body of Seawater → 0 Ocean

- Golf Course → 18 Wooded grassland 

{4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18}

{3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18}

for all year
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図（１－２）－１２ 明治 21 年土地利用予測結果（Leaf3） 

 

 以上の手順をフローで示すと、図（１－２）－１３のようになる。これにより、国土数

値情報、あるいは LEAF-3 のどちらにでもあわせて、土地利用データを整備することが可能

となった。過去の土地利用データの整備は、既往のデータから推計する場合が多いため 10、

このように実データを基にした整備は世界的に見ても独創的である。また、将来的にはこ

のデータを様々な研究に応用的に用いることが可能という意味で、大きな波及効果がある

と考える。 

 

 

 
図（１－２）－１３ 土地利用区分の変換フロー 

（RPA：地域計画アトラス、NLNI：国土数値情報） 

 

なお、現在空間フィルタリング（spatial filtering）と呼ばれる比較的新しい空間統

計手法をベースに、多項ロジットモデルによる予測を改良する試みを行っている（図（１

－２）－１４）（H25 年度継続中）。これは、「近いメッシュは似通った土地利用を示す」と

いう空間的自己相関（spatial autocorrelation）の情報を明示的にモデルに取り入れるも

                                                  
10 例えば、Klein, K. and Goldewijk, G. (2001) Estimating global land use change the past 300 years: The HYDE 
Database, Global Biogeochemical Cycles, 15 (2), 417–433. 

RAMS

LEAF 3
(modified)

RPA

NLNI

1888; 1914; 1946; 1975

1888; 1914; 1946; 1976; 1987; 1991; 1997; 2006; 2009

Statistical 
prediction

1888; 1914; 1946; 1976; 1987; 1991; 1997; 2006; 2009

Target categories

Deterministic
mapping

1992 ~ 1993

Logistic regression

Legend

water

semi, desert

evergreen shrub

mixed woodland

crop/mixed farming,C3grassland

irrigated crop

wooded grassland

urban and builtup

evergreen needle leaf tree

deciduous broadleaf tree

evergreen broadleaf tree

short grass

paddy

crop

fruit farm

forest

builtup

builtup(others)

others
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のであり、AIC や的中率でみると、説明力が大きく向上していることが分かる11。空間フィ

ルタリング手法を多項ロジットモデルに適用し、土地利用分布を再現したこと自体に新規

性が主張できるものの、現時点ではまだこれを外挿に用いる技術は開発できていない。こ

の点は今後本プロジェクト内で取り組んでいきたい。 

 

表（１－２）－２ 土地利用の予測精度 

（左：多項ロジット、右：空間フィルタリング＋多項ロジット） 

 

 

 

   

 

 

図（１－２）－１４ 空間統計手法による土地利用予測（1888） 

（上：観測、左下：多項ロジット、右下：空間フィルタリング＋多項ロジット） 

 

C．東京都市圏の過去 40 年の土地利用変化の分析 

 A．での将来シナリオ構築の基礎情報として、東京都市圏において、過去 40 年の土地利

用（厳密には土地被覆であるが、本報告書では特に区別をせず前者を用いている）変化の

                                                  
11 筑波大学、堤盛人教授研究協力で実施  

Non-
Spatial

+ ESF

AIC 8403.6 7146.3
Hit ratio 68.8% 76.6%
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分析を行った。その結果については、Bagan and Yamagata (2012)12 にまとめている。こ

こでは、主要な結果について報告する。図（１－２）－１５は、Landsat の 1972、1987、

2001、2011 という 4 時点の衛星画像を、山形、哈斯巴干が一連の研究で開発・高度化して

きた部分空間法（subspace method）を用いて分類したものである。この期間、東京の都市

化が進展していった様子が見て取れよう。 

 図（１－２）－１６は、1972～2011 年にかけての都市利用の変化と、他のクラスの変化

との相関を見たものである。都市が、農地を吸収していく形で発展してきたことが明瞭に

表されており、興味深い（図（１－２）－１７に、都市利用変化と農地利用変化の相関図

を示している）。 

 このような長期間にわたって、東京都市圏全域の土地利用変化を分析した研究例はなく、

本結果は、現象把握として興味深いものと考える。今後、過去 40 年の土地利用変化間の相

関情報を、A．の将来予測に役立てていく予定である。 

 

 
図（１－２）－１５ 過去 40 年の東京都市圏の土地利用の変化 

 

 

                                                  
12 Bagan, H. and Yamagata, Y. (2012) Landsat analysis of urban growth: How Tokyo became the world’s largest 
megacity during the last 40 years, Remote Sensing of Environment , 127, 210–222. 
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図（１－２）－１６ 各土地利用クラスの変化間の相関 

 

 

図（１－２）－１７ 農地の変化と都市の変化の相関（1972～2011） 

 

D．3 次元都市データの作成 

 昨年度の成果報告書において、建物高さ情報の整備が課題であることを述べた。高さの

代替変数は、A で述べた実容積率：「床面積／敷地面積」で算出可能であるが、その近似特

性を実データを用いて検証する必要がある。本研究では、昨年までに CSIS 共同研究（東京

大学）を利用して、建物階数情報を含むゼンリンの Zmap を利用し、町丁目ごとに建物高さ

を整備している。しかし、Zmap は一般に利用するには高価であるため、他地域への応用可

能性の観点から他の方法論の検討も重要である。 

 そこで本研究では、航空機 LiDAR データを使用して建物階数を取得する方法を検討する

こととした。具体的には、国土地理院協力の下、横浜市の航空機 LiDAR データと 0.5m 空中

写真を申請にて入手し、DEM と DSM の差分データと、空中写真のオブジェクト分類結果（建

物、樹木等）の 2 つを組み合わせることで、建物・樹木の高さを取得した。なお本分析に

は、国立環境研究所の Pingchun Habura 氏の協力を得ている。 

 具体的な処理手順のフローを、図（１－２）－１８に示す。なお、データ量が膨大であ

るので、各工程は、ArcGIS のモデルビルダー機能を使って、可能な限り自動化している（図

（１－２）－１９）。図（１－２）－２０に土地利用分類の結果、図（１－２）－２１に建

物高さの計算結果を示す。今後、横浜市から別途提供いただいた都市計画基礎調査の建物

高さデータを用いて、精度検証を行っていく予定である。 
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図（１－２）－１８ 建物高さ取得のフロー 

 

 

図（１－２）－１９  LIDARデータと基盤 DEMの差の計算モデル（ ArcGIS）  

 

図（１－２）－２０ 土地利用分類図 

 

横浜DCHM

DSM(50×50cm) DTM(50×50cm)

建物オブジェクト 基盤地図情報

建物オブジェクト
(高さ情報あり)

DSM: Digital Surface Model
• 地物の高さ

DTM: Digital Terrein Model
• 地表面の高さ

高さの計算
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図（１－２）－２１ 建物の高さ図(m) 

 

 

2）結果と今後の課題 

作業は予定通り完了し、特に問題となる事項は生じなかった。本年度は、土地利用将来

シナリオの精緻化し、サブテーマ 1-1 への受け渡しを行う予定である。  
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(c)学会等発表実績 

学会等における口頭・ポスター発表 

発表した成果（発表題

目） 
発表者氏名 

発表した場所 

（学会等名） 

発表した時

期 

国内・

国際 

の別 

3d urban green view 

influences condominium 

price? Hedonic analysis 

using airborne LiDAR 

imagery in Yokohama 

Daisuke Murakami, 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya, and 

Morito Tsutsumi 

AsRES & AREUEA 

Joint International 

Conference 

2012 年 

7 月 
国際 

航空機搭載型 LIDARデー

タと空中写真を用いた

都市の 3D 解析 

哈斯巴干，山形与志

樹 

第 15 回画像の認

識・理解シンポジウ

ム（MIRU2012） 

2012 年 

8 月 
国内 

Mapping fifty global 

cities growth using 

time-series Landsat data 

Hasi Bagan and 

Yoshiki Yamagata  

SPIE Asia-Pacific 

Remote Sensing 

2012 

2012 年 

10 月 29～ 

11 月 1 日 

国際 

昭和期以前の関東地方

の 

土地利用分布図の作成 

爲季和樹，瀬谷創， 

山形与志樹，堤盛人 

地理情報システム 

学会 

2012 年 

11 月 
国内 

環境性能評価が不動産

価格に与える影響の時

空間波及分析 

山形与志樹，村上大

輔，瀬谷創，堤盛人 

不動産金融工学 

学会 

2013 年 

2 月 
国内 
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学会誌・雑誌等における論文掲載  

発表タイトル  氏名  雑誌  年度  巻  頁  

Landsat analysis of urban 

growth: How Tokyo 

became the world's largest 

megacity 

during the last 40 years 

Hasi Bagan and 

Yoshiki Yamagata 

Remote Sensing of 

Environment 
2012 127 

210–22

2 

Income disparity and 

correlation in Japan 

Kazuki Tamesue,  

Morito Tsutsumi, 

and Yoshiki 

Yamagata 

Review of  

Urban & Regional 

Development 

Studies 

2013 25 2–15 

 

マスコミ等における報道・掲載  

 なし  

 

(d)特許出願、ソフトウェア開発、仕様・標準等の策定 

 なし  

 

(3)平成２５年度業務計画案  

平成 25 年度は、上述した土地利用変化シミュレーションモデルを用いて、適応・緩和

のコベネフィットを考慮した将来の土地利用変化シナリオを作成し、研究テーマ１－１の

気候モデルへの受け渡しを行う。モデルは、短期の予測精度に優れた[1] 統計モデルと、

コベネフィット評価（費用便益分析）に有用な[2] 経済モデルの両方を用い、結果を比較

する。[1] に関しては、昨年度標準的なモデル（ロジスティックモデル）を用いたが、本

年度は最新の空間統計理論を取り入れた土地利用変化予測モデルの開発を行い、完了する

ことを目標とする。 
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研究テーマ３：風水害脆弱性評価に基づく適応 

シミュレーション技術の開発 

（３－１）東京都市圏における風水害脆弱性評価 

 

(1) 業務の内容 

 

(a) 業務項目 風水害脆弱性評価に基づく適応シミュレーション技術の開発 

 

(b) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
具体的な実施業務

内容 

独立行政法人防災科学技術 

研究所 

同 

 

同 

 

同 

      

同 

 

 

同 

 

主任研究員 

 

契約研究員 

 

研究参事 

 

主任研究員 

 

短時間アシスタ

ントスタッフ 

 

短時間アシスタ

ントスタッフ 

大楽 浩司 

 

平野 淳平 

 

中根 和郎 

 

長坂 俊成 

 

羽鳥 優子 

 

 

角 里佳 

 

サブテーマ研究グ

ループ統括 

風水害リスク評価 

 

風水害リスク分析 

 

風水害リスク分析 

 

データ整備補助 

 

 

データ整備補助 

 

 

(c) 業務の目的 

 東京都市圏を対象として、自治体の適応戦略策定・検討に資する科学的知見の提供に必

要な、土地利用変化シナリオを用いた地域気候シミュレーション技術、および風水害脆弱

性評価に基づく適応シミュレーション技術の開発を行う。 

 

(d) 平成２４年度業務目的 

デジタル化した東京都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県)における過去

の水害統計データに基づいて都道府県単位で水害被害額と水害の年超過確率との関係を表

す水害リスクカーブを構築する。構築された都道リスクカーブに基づいて各都道府県間に

みられる水害リスクの地域性を評価するとともに、その要因について考察する。 

 



38 

(2) 平成２４年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

前年度にデジタル化した東京都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県)の「水

害情報データベース」に基づいて、都道府県単位で、過去の内水氾濫について年超過確率

と被害額との関係を表すリスクカーブを作成し、風水害脆弱性評価を実施した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 研究結果 

国土交通省河川局が発行している「水害統計」に記載されている市区町村毎の水害被害

額、被災世帯数、水害原因などのデータを 1961 年-2008 年の期間についてデジタル化し、

地理情報システムに基づく水害統計データベースを東京都市圏(東京・埼玉・千葉・茨城・

神奈川)について整備した。 

 整備した水害データに基づいて 1976年-2008年の間に発生した内水氾濫の被害額と年超

過確率との関係を表す水害リスクカーブを都道府県単位で構築することにより、各都県の

内水氾濫にともなう水害リスクを定量的に評価するとともに、各都県間における水害リス

クの地域性とその要因について考察した。 

 内水氾濫による被害額は主に損害保険分野で用いられている F-D 法に基づいて算出した。

F-D 法による被害額算出は、1 年間の合計被害額（年間被害額）を推定することを目的とし、

以下の式に示したように、 都道府県別に、罹災件数を罹災率(F)(年間罹災世帯数/年間総

世帯数)と世帯数(N)の積として求め 、１件あたりの平均的被害額を平均損傷率(D)(1 罹災

世帯当たり年間一般資産価値/全世帯の世帯当たり一般資産価値)と 1 世帯あたりの平均資

産価値(E)の積として求め、罹災件数と平均被害額との積により年間被害額 L を推定するも

のである。一般資産価値は図（３－１）－１に示す各項目について、国勢調査データなど

一般統計データを使用して国土交通省の治水経済マニュアルの算出方法に基づいて算出し

た。使用した統計データの整備についてはサブテーマ 3-2 担当の国立環境研究所と連携し

て行った。 

 

L ＝ (F × N) × (D × E)                

 

ここで、L; 年間被害額、 F; 罹災率、 N; 世帯数、 D;平均損傷率、 E;１世帯あたりの平

均資産価値とする.  

モンテカルロ・シミュレーションにより被害額を確率的に評価するため、 統計期間に

おける年毎の罹災率(F)および平均損傷率(D)を確率分布に当てはめた χ2 検定と赤池情

報量基準（AIC）によって、分布関数を選択し最も当てはまりの良い分布関数に基づいて、

罹災率(F)および平均損傷率(D)についてモンテカルロ・シミュレーションを実施し 10000

年分の乱数を生成した。生成された平均損傷率と罹災率の乱数に基づいて 10000 年分の被

害額を算出した。図（３－１）－２は、10000 年分の被害額と水害の年超過確率との関係

を表した水害リスクカーブである。また、図（３－１）－３は、都道府県毎に算出された
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一般資産価値とその内訳を表している。 

リスクカーブ(図（３－１）－２)と都道府県別一般資産価値(図（３－１）－３)を比較

すると、おおむね東京都のように、一般資産価値が大きい自治体ほど被害額が大きくなり

やすい傾向がみられることがわかった。ただし、神奈川県では一般資産価値が埼玉県より

も高いが、内水氾濫に対するリスクは埼玉県よりも低い。この要因は資産価値の違いだけ

では説明することはできない。両県間での水害リスクの相違は、 各県間内での罹災率(F)

と資産額の空間分布と関連している可能性も考えられる。そこで、埼玉県と神奈川県につ

いてそれぞれ、県内における市町村毎の罹災率(F)と一般資産価値の空間分布について、両

者の対応関係を検討した(図（３－１）－４、図（３－１）－５)。その結果、埼玉県では

県南東部で罹災率と一般資産価値がともに高いことが判明した(図（３－１）－４)。この

結果から埼玉県の場合は、県南東部の資産が集中する地域で罹災率(F)も高いことが水害リ

スクを高めている要因の一つであることが示唆された。 一方、神奈川県では、罹災率は県

中部で高いのに対して、 多くの資産が分布する横浜や川崎では、 相対的に罹災率(F)は低

い(図（３－１）－５)。この結果から、 神奈川県では資産が集中する地域の罹災率(F)が

低いため、 資産額が大きいにも関わらず、水害リスクが比較的小さくなっている可能性が

示唆された。これらの結果は、水害リスクの高い地域に資産が集中する都県で大きな被害

が生じやすいことを示唆しており、都県レベルで水害対策を策定する上で重要な知見であ

るといえる。 

 

 

図（３－１）－１：対象とした一般資産価値とその算出方法 
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      図（３－１）－２：都道府県別の内水氾濫リスクカーブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図（３－１）－３：都道府県別一般資産価値とその内訳 

 

図（３－１）－４：埼玉県における 1976－2008 年の一般資産価値空間分布(a)と罹災率の

空間分布(b) 
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図（３－１）－5：神奈川県における 1976－2008 年の一般資産価値空間分布(a)と罹災率の 

空間分布(b) 

 

2) 結果と今後の課題 

今年度の作業は予定通り完了し、特に問題となる事項は生じなかった。次年度は、以下(3)

に示す予定どおりに研究を行う予定である。 

 

(c) 学会等発表実績 

平成２４年度は、上述のような過去の風水害データに基づいて、風水害リスクの地域性

とその形成要因について分析を行い、その結果を学会等で発表し、学術雑誌へ投稿した。

これらの研究は、地域気候モデルの現在気候再現実験結果や将来気候シナリオを用いて風

水害について脆弱性評価を実施するうえで重要である。平成２５年度は、作成した水害リ

スクカーブに気候変動の影響を反映できるようリスク評価手法の高度化を行い、その結果

について学会発表を行い、学術雑誌へ投稿することを予定している。 

 

学会等における口頭・ポスター発表  

発表した成果（発表題目） 発表者氏名 
発表した場所 

（学会等名） 

発表し 

た時期 

国内・

国際の

別 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司 

気候変動リスク情

報創生プログラム

準備会合 

2012 年 

7 月 
国内 

東京都市圏を対象とした

風水害脆弱性評価に関す

る研究 

平野淳平,大楽浩司 

水文・水資源学会

2012 年度研究発

表会 

2012 年 

9 月 
国内 
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高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく

適応に関する研究 

大楽浩司,常松展充,

平野淳平,中根和郎,

山形与志樹, 

中道久美子,瀬谷創 

水文・水資源学会

2012 年度研究発

表会 

2012 年 

9 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

創生プログラム 

チーム D キック

オフ ミーティン

グ＆C/D 連携研究

連絡会  

2012 年 

10 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司  

気候変動リスク情

報創生プログラム

第 1 回研究調整

委員会  

2012 年 

11 月 
国内 

高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏の風

水害脆弱性評価に基づく

適応に関する研究 

 

大楽浩司  

気候変動適応研究

推進プログラム平

成 24 年度研究成

果報告会  

2012 年 

12 月 
国内 

Dynamical downscaling 

and socio-economic land 

use scenarios for regional 

scale adaptation to climate 

change in Tokyo 

metropolitan area  

Dairaku, K., 

Nobumistu, T., 

Hirano, J., 

Yamagata, Y. and 

Seya, H. 

American 

Geophysical Union 

Fall Meeting 2012 

2012 年 

12 月 
国際 

Disaster prevention and 

adaptation to climate 

change in East Asia 

 

Dairaku, K. 

The First 

Workshop For 

The Working 

Group on Policy on 

Disaster Prevention 

and Reduction for 

Industrial Parks in 

East Asia 

2012 年 

12月 
国際 
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Probabilistic climate 

projection for risk 

assessment 

 

Dairaku, K. 

Meeting in 

Colorado 

University 

2012 年 

12月 
国際 

Development of evaluation 

method for flood risk in 

Tokyo metropolitan area 

 

Hirano, J., and 

Koji Dairaku 

AGU Chapman 

Conference 

2012 年 

12月 
国際 

東京都市圏における水害

リスク評価手法の開発 
平野淳平,大楽浩司 

SAT テクノロジ

ー・ショーケース

in つくば 2013 

 2013 年 

1 月 
国内 

気候変動リスクの評価の

基盤となる確率予測情報

の創出 

 

大楽浩司 
防災科学技術研究

所経営戦略会議 

2013 年 

1 月 
国内 

気候変動適応に向けた風

水害ハザード・リスク評

価研究の現状と展望 

 

大楽浩司 

 

地震ハザードリス

ク研究会 

 

2013 年 

2 月 
国内 

東日本大震災による風水

害２次災害リスク 

 

平野淳平,大楽浩司 

 

防災科学技術研究

所第８回成果発表

会 

 

2013 年 

2 月 
国内 
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高解像度気候変動シナリ

オを用いた大都市圏 

の風水害脆弱性評価に基

づく適応に関する研究 

 

大楽浩司, 

常松展充,平野淳平 

 

防災科学技術研究

所第８回成果発表

会 

 

2013 年 

2 月 
国内 

東京都市圏における水害

リスク評価手法の開発 

 

大楽浩司,平野淳平 

 

第 57 回水工学公

演会 

 

2013 年 

3 月 

 

国内 

 

Session introduction - 

Climate ensemble 

experiment for 

risk assessment 

 

Koji Dairaku 

 

International 

Workshop on 

CMIP5 Model 

Intercomparisons 

for Future 

Projections of 

Precipitation and 

Climate in Asia 

 

2013 年 

3 月 

 

国内 

 

 

 

学会誌・雑誌等における論文掲載   

発表タイトル  氏名  雑誌  年度  巻  頁  

 

東京都市圏にお

ける水害リスク

評価手法の開発 

 

平野淳平,大楽

浩司 

防災科学技

術研究所研

究報告 

2012 年 

 

 

 

80 

 

 

 

1-6 

 

 

東京都市圏にお

ける水害リスク

評価手法の開発 

 

 

大楽浩司,平野

淳平 

水工学論文

集第 57 巻 
2013 年 

 

 

 

57 
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Dealing with 

complexity and 

extreme events 

using a bottom-up, 

resource-based 

vulnerability 

perspective. 

Extreme Events 

and Natural 

Hazards 

R.A.Pielke Sr.,  

R. Wilby,  

D. Niyogi,  

F. Hossain,  

K. Dairaku, 

J. Adegoke,  

G. Kallos, 

T. Seastedt, and 

K.Suding 

The 

Complexity 

Perspective 

Geophysical 

Monograph 

Series 

2012 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

10.1029/ 

2011GM 

001086 

 

アウトリーチ活動（講演・新聞・雑誌・テレビ・ラジオ） 

活動内容 氏名 活動した場所 時期 国内・外の別 

 

「地域の気候変

動適応策推進に

向けた日米セミ

ナー」のファシ

リテーター 

大楽浩司 
イクレイ日本国

際セミナー 

2013 年 

1 月 
国内 

 

マスコミ等における報道・掲載  

 なし 

 

(d) 特許出願、ソフトウェア開発、仕様・標準等の策定 

 なし 

 

(3) 平成２５年度業務計画案 

本年度は、水害リスクカーブに強雨頻度など気候変動の影響を取り込むためリスク評価

手法の高度化を推進する。また、破堤などに伴う低頻度・大規模水災についても洪水氾濫

シミュレーションの計算結果に基づいて被害額を算出し低頻度災害を考慮できるように、

リスク評価手法の高度化を進める予定である。 
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（３－２）適応を考慮した土地利用シナリオの分析  
 

(1) 業務の内容  
 

(a) 業務題目 適応を考慮した土地利用シナリオの分析  

 

(b) 担当者  

所属機関 役職 氏名 具体的な実施業務内容 

独立行政法人国立環境研究

所 地球環境研究センター 

同 

 

同 

 

同 

 

 

同 

 

 

同 

 

 

同 

主席研究員 

 

特別研究員 

 

特別研究員 

 

特別研究員 

 

 

特別研究員 

 

 

リ サ ー チ ア

シスタント 

 

リ サ ー チ ア

シスタント 

山形 与志樹 

 

中道 久美子 

 

瀬谷 創 

 

哈斯 巴干 

 

 

楊 珏 

 

 

爲季 和樹 

 

 

松井 加奈絵 

 

サブテーマ研究グルー

プ統括 

適応シナリオの分析 

 

都市経済モデルの開発 

 

土地利用データに入力

するリモートセンシン

グ画像の整備と分析 

土地利用データに関す

る過去の統計情報の収

集と分析 

データ整備・解析補助 

 

 

データ整備・解析補助 

 

(c) 業務の目的  

 風水害脆弱性評価に基づき、リスク管理の視点から都市経済モデル（土地利用モデル）

によって適応シナリオを分析し、自治体担当者との意見交換を踏まえて、都市・地域にお

ける気候変動に対する適応戦略の検討を行う。  

 

(d) 平成２４年度業務目標  

 風水害に対するリスク管理のみならず低炭素化・高齢化などの多面的かつ現実的な視点

も考慮した土地利用としての適応シナリオの検討・構築に必要なシミュレーションモデル

のプロトタイプの構築に取り組むとともに、統計データを用いてモデルの高度化を目指す。

また、関連する自治体・研究者（具体的には都市経済の専門家、適応策の実務者）との検

討会を昨年度に引き続き実施し、我が国における現実的な適応策に関する意見交換を行う。 
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(2)平成２４年度の成果 

 

(a) 業務の要約  

サブテーマ 1-2 では、都市のコンパクト化により、空いた土地を緑化するシナリオにつ

いて報告したが、空いた土地と一重にいっても、自然条件や社会条件、特に災害リスクに

よって、効果的な利用方法は大きく異なると考えられる。例えば、電力需要地に近ければ、

メガソーラーを導入するようなシナリオも考えられるし、災害リスクが高い地域は、居住

を制限して緑化するというシナリオが考えられる。また、ヒートアイランド緩和という観

点から、緑化する地域を選定するようなシナリオも考えられよう。業務目標に記載したと

おり、このような多面的かつ（費用便益の意味で）現実的な視点も考慮した土地利用とし

ての適応シナリオの検討・構築に必要なシミュレーションモデルの構築に取り組むことが、

本サブテーマ 3-2 の目的である。本報告書では、山形ら(2012)13としてまとめた内容を中

心に、本年度検討した緩和・適応のシナジーを達成するようなシナリオの例について紹介

する。 

 

(b) 業務の成果  

1) 研究結果  

 我が国では、今後地球温暖化による台風の大規模化や集中豪雨の増加（頻度・量）が予

測されており、水害リスクに対する脆弱性の克服と、気候変動への適応策と緩和策両面か

らの対応が喫緊の課題となっている。都市計画の分野では、国際的には、 Auckland 

Sustainability Framework、"Future Megacities" Programme の Megacity Research Project 

TP. Ho Chi Minh、Suburban Neighbourhood Adaptation to Changing Climate (SNACC) 等

のプロジェクトにおいて適応策が検討されている。特に水害に関しては、個々の建築物の

浸水被害対策を行うのみでなく、土地利用計画と連携させることで水害対策を強化する地

域と低度利用に留める地域との区別を意図的に導入し、緩和策と適応策を両立することが

検討されている。海外での事例として、スイスでは浸水の危険度に応じた土地利用規制が

行われており、この方式は、ドイツ・ザクセン州、ニカラグア、エクアドル、チェコでも

採用されている。その他、イギリスやフランス、ニュージーランド等でも、災害リスクに

応じた土地利用規制が行われている 14。日本でも、名古屋市ほかで水害危険区域指定と建

築物規制が行われているが、緩和策、特にコンパクトシティのような土地利用施策との連

携の視点は入っていない。一方、我が国の自治体レベルでも、適応策策定の重要性が認識

され始め、自治体の適応策検討に資するための『適応策ガイドライン』の作成も行われて

いる。 

緩和策の評価で用いる CO2 排出量に関しては、都市のコンパクト化によって、自動車に

よる燃料消費量や CO2 排出量だけでなく、その他のエネルギー利用に係る CO2 排出量も削減

できる可能性がある。この際、排出量には、1) エネルギー転換や製造・運輸等に伴う排出

量を排出場所に割り付けた「直接排出量」と、2) エネルギーや製造物等使用するユーザー

                                                  
13 山形与志樹，中道久美子，瀬谷創  (2012) 「東京都市圏の気候変動緩和・適応策の相互作用に関する

土地利用シナリオ分析評価」，『土木計画額研究・講演集』，46，CD-ROM．  
14 国土交通政策研究所  (2011) 「水害に備えた社会システムに関する研究」，『国土交通政策研究』，98． 



48 

（家計等の最終需要者）に、それぞれの消費量に応じて割り付けた「間接排出量」という

2 つの概念がある。このうち、消費者責任の明確化・受益者負担（公平性）の視点からは、

間接排出量の観点からの評価が重要であり、近年、間接排出量を考慮した研究が数多く行

われている。 

さらに、東日本大震災以降の電力分野への社会的関心の高まりや、分散型電源への政策

転換（パラダイムシフト）を受けて、太陽光発電（photovoltaic (PV)）や、電気自動車

（Electric vehicle (EV)）の大規模な導入がもたらす CO2 削減効果を推計することも重要

となっている。特に、EV は、中国のように電力の CO2 排出係数が高い国では、ガソリン車

よりも CO2 排出量を増加させる可能性があるとの指摘もあり15、低炭素化のためには PV と

セットで考える必要がある。 

以上のような背景を鑑みれば、気候変動への緩和・適応策検討においては、[i] 緩和と

適応の相互作用（コベネフィットやトレードオフ）とともに、 [ii] 新技術の導入の影響

を、都市圏全体で把握・比較しておく必要がある。したがって山形ら(2012) では、東京都

市圏を対象に、土地利用規制（コンパクト化）における緩和策（CO2 削減）、適応策（水害

リスクの軽減）とともに、PV、EV 導入による緩和策を想定した 2050 年のシナリオ分析に

基づき、町丁目単位で家計最終需要に伴う CO2 排出量を定量的に評価した。考慮したシナ

リオは、以下の通りである。  

 

1-1) 土地利用シナリオ 

A) なりゆきシナリオ（BAU） 

2050 年も現状のまま郊外開発が継続した場合を想定する。 

 

B) 緩和シナリオ（Mit.） 

駅から 250m 未満の地区への居住者に年 10 万円の補助金を導入することで、都心と駅周

辺への居住を促進するとともに、駅から 500m 以上の地区では、土地供給可能面積（市街化

区域等）を 50%削減することで、郊外は立地抑制を行う。都市コンパクト化施策の導入に

よって、駅から 250m 未満の地区の居住者は自動車利用が抑制される。 

 

C) 適応シナリオ（Ad.） 

水害リスクが高い地域で土地供給可能面積を半分にする。具体的には、若松ら 16の方法

に基づいて液状化リスク（0:なし，1:小，2:中，3:大）を計算し（図（３－２）－１）、‘2’，

‘3’の地域において土地供給可能面積を半分にした。言うまでもなく、液状化リスクは水

害リスクとは異なるが、広域で水害リスク指標である浸水深を得るには、大規模な河川シ

ミュレーションが必要であるため、ここでは検討例として用いている。 

 

D) 緩和＋適応シナリオ（Mit.+ Ad.） 

                                                  
15 Doucette, R.T. and McCulloch, M.D. (2011) Modeling the prospects of plug-in hybrid electric vehicles to 
reduce CO2 emissions, Applied Energy, 88 (7), 2315–2323. 
16 若松加寿江，松岡昌志，杉浦正美，久保純子，長谷川浩一  (2005) 『日本の地形・地盤デジタルマッ

プ』，東京大学出版会．  
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上述の緩和シナリオと適応シナリオをともに行う場合を想定した。 

 

 

 

 

図（３－２）－１ 液状化リスク 

 

1-2) PV・EV 導入シナリオ 

ここでは、EV が普及し、ガソリン乗用車が EV に置き換わる場合を想定した。EV を購入

した世帯では、ガソリン購入による間接排出量・直接排出量がなくなり、充電時の電気代

による間接排出量が増加する。これらは、東日本大震災後の電源構成の変化を考慮し、電

気事業連合会データから独自に推計した CO2 排出係数（0.50kgCO2/kWh）を用いて計算した

値である。 

PV については、戸建て住宅の屋根にパネルを設置し、電力を賄う場合を想定した。これ

は、集合住宅においては、空調設備等で導入が難しいことが多いためである。PV 発電量の

計算には、横井ら(2010)17の方法をそのまま用いている。ただし、日射量は、NEDO:日射量

データベースより、平均年、8 月の晴天時（日照時間で最も良い条件の値）を使用してい

る。PV 設置面積は、土地利用モデルから内生的に算出される土地面積×建蔽率で仮想的な

建物 1 階面積を計算し、それに設置率(0.3)×1/cos30o として算出した。 

                                                  
17 横井隆志，山本祐吾，東海明宏，盛岡通  (2010) 「低炭素都市の形成に向けた街区更新およびエネル

ギー計画の統合を支援するシステム開発」，『土木学会論文集 G』，66 (1)，17–34．  
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前述の土地利用モデルを用い、設定した土地利用シナリオに基づいて各パラメータを算

出した結果、下図に示す人口分布が得られた（緩和シナリオと BAU シナリオの比率）。 

 

図（３－２）－２ 上：緩和シナリオによる人口分布の変化（Mit. / BAU） 

左下：適応シナリオによる人口分布の変化（Ad. / BAU） 

右下：緩和 + 適応シナリオによる人口分布の変化（Mit.+Ad. / BAU） 

 

表（３－２）－１で示す光熱・水道と交通・通信の合計 CO2 排出量（直接 CO2 排出量と間

接 CO2 排出量を合計した値）の空間分布について、結果の一例を図（３－２）－３～図（３

－２）－６に示す。また、東京都市圏全体の直接 CO2 排出量・間接 CO2 排出量を図（３－２）

－７に示す。 

 

）。 
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表（３－２）－１ 排出量推計における各分類ごとの品目数 

分類  
品目数  

間接排出  直接排出  

食料  66   

住居  2   

光熱・水道  6 3 

 
電気  (1)   

 
都市ガス (1) (1) 

 
プロパンガス (1) (1) 

 
灯油  (1) (1) 

 
上下水道料  (1)   

  その他  (1)   

家具・家事用品  31   

被服及び履物  8   

保健医療  8   

交通・通信      

 
公共交通  10   

 
自動車等  13 1 

 
 （ガソリン） (1) (1) 

  通信  6   

教育  12   

教養娯楽  47   

その他  27   

( )：内訳  
   

 

 

図（３－２）－３ CO2 排出量（光熱・水道＋交通・通信）の空間分布 

（BAU1：なりゆきシナリオ，PV・EV 導入なし） 

凡例

[kgCO2/yr/m2]
≧ 32.0
＜ 32.0
＜ 24.0
＜ 16.0
＜ 8.0
＜ 0.0
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図（３－２）－４ CO2 排出量（光熱・水道＋交通・通信）の空間分布 

（Mit.1：緩和シナリオ，PV・EV 導入なし） 

 

図（３－２）－５ CO2 排出量（光熱・水道＋交通・通信）の空間分布 

（Mit.2-iii：緩和シナリオ，PV・EV 導入あり，EV 普及率 100%，PV 普及率 50％） 

 

図（３－２）－６ CO2 排出量（光熱・水道＋交通・通信）の空間分布 

（Mit.+Ad.2-iii：緩和＋適応シナリオ，PV・EV 導入あり，EV 普及率 100%，PV 普及率 50％） 
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図（３－２）－７ 分析結果（直接 CO2 排出量，間接 CO2 排出量のシナリオ別比較） 

 

まず、BAU で PV・EV も導入していない図（３－２）－３と、土地利用シナリオとしての

緩和策のみを行った図（３－２）－４とを比べると、郊外で CO2 排出量が減少し、都心部

及び駅周辺で人口が集約されている様子が見て取れる。それに加えて、技術革新による緩

和策（PV・EV 導入）を行った図（３－２）－５では、戸建の多い郊外で CO2 排出量が削減

される。さらに、緩和策を加えた図（３－２）－６では、液状化リスクが高いとされた地

区で土地供給可能面積を縮退させているため、戸建住宅も減り、図（３－２）－５ほど郊

外で CO2 排出量が削減できていないことがわかる。PV・EV 導入なし（1）の場合、BAU でも、

東京都市圏全体の人口減少に伴い CO2 排出量が 3.2%削減される。そして、緩和（Mit.）、適

応（Ad.）、緩和＋適応（Mit.+Ad.）ともに、BAU よりもさらに CO2 排出量が削減されること

がわかる。適応策でも 4.8%削減されるが、緩和＋適応を同時に行うことで 5.0%削減され、

適応策単独よりも高い CO2 排出量削減効果が得られることがわかった。 

PV・EV 導入あり（2）の場合、緩和の場合は BAU よりも CO2 排出量が削減されるが、適応

の場合は BAU よりも CO2 排出量が多くなってしまうことが示された。緩和＋適応でも BAU

よりも CO2 排出量が多くなり、緩和策単独と比べると削減率が約 2%小さくなるという結果

が得られた。これは、水害リスクの高い地域で土地供給可能面積を縮退（半分に）させて

いるため、結果として、土地面積が減って、かつ戸建て住宅が減り（集合住宅が増え）、そ

れに伴って PV 発電可能量が減り、CO2 排出量が増えたためである。緩和策と適応策の両立

の方策を考えていく必要がある。ただし、PV・EV による削減効果は大きく、緩和策と適応

策を同時に進める意義は大きいといえる。 

以上をまとめると、CO2 排出量削減の観点からは、土地利用規制としての緩和策と適応策

はシナジー効果が得られる可能性があるが、PV・EV 導入という意味での緩和策を加えた場

合には、PV の導入方法次第では、緩和策と適応策はむしろトレードオフの関係になる可能

性が高いことが示された。今後は、縮退による土地面積の余剰分をメガソーラーに振り分

けることや、集合住宅での PV 普及の推進等により、緩和策と適応策を両立させる方策を考

えていく必要がある。いずれにしても、PV・EV による削減効果は土地利用シナリオによる

削減効果と比べても非常に大きく、緩和策と適応策を同時に進める意義は大きいといえる。 

今後は、意見交換を行っている横浜市を対象と定め、自治体関係者と連携し、具体的な
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適応策の検討に資するシナリオを構築していく予定である。現在、表（３－２）－２、表

（３－２）－３に示すように、横浜市の各種計画における都市計画や緩和策・適応策を整

理しているところである。  

 

表（３－２）－２ 適用策の検討例 

 

 

 

表（３－２）－３ 横浜市が制定する各種計画と気候変動適応の関係 

 

計画名  策定年度  部局  水害適応策との関連  

横浜市下水道計画指針  2010 環境創造局  ■都市部の浸水対策  

- 排水施設（管きょ、ポンプ場） 

- 流出抑制施設（貯留、浸透施設） 

- 土嚢設置  

- ハザードマップ、避難勧告  

横浜市防災計画  

- 震災対策編  

- 風水害対策編  

- 都市災害対策編  

- 資料編  

2012(震) 

2009(風) 

2008(都) 

2008(資) 

消防局  ■水害予防対策  

- 河川改修  

- 流域治水対策  

- 下水道施設等  

■災害警戒区域の指定  

■防災力強化、応急対策、復旧  

鶴見川水系河川整備計
画鶴見側流域水害対策
計画  

2007 国交省関東
地 方 整 備
局、東京都、
神奈川県、
横浜市  

■特定都市河川の整備  

-  河川工事  

-  雨水貯留浸透施設  

■特定都市下水道の整備  

- 河川放流、雨水貯留  

■被害発生時の体制  

横浜市都市計画マスタ
ープラン(全市プラン) 

→改定検討中  

2000 都市整備局  ■都市構造  

（集約、コンパクト化、拠点形成） 

■土地利用の指定  

  

対策の区分 東京都市圏
2050年

(山形・中道・瀬谷
(2012))

横浜市
2050年

(本年度業務)

対策規模の設定
のための情報源

土地利用
対策

緩和策
(MIT)

・コンパクト化
（鉄道駅周辺）

・コンパクト化 ・横浜市都市計画マスタープラ
ン（全市プラン）改定素案(2012)

適応策
(AD)

・高水害リスク
地域からの移転

・高水害リスク
地域からの移
転

そのほか
の対策

緩和策
(MIT)

・PV,EV導入 ・PV,EV導入 ・横浜市地球温暖化対策実行計
画(2011)

・横浜市環境未来都市計画
(2012)

適応策
(AD)

－ ・排水設備強化
（ポンプ）

・雨水浸透強化
（緑地）

・横浜市下水道計画指針(2009)

・横浜市防災計画（地震対策編
(2012)、風水害対策編(2009)、
都市災害対策編(2008)、資料編
(2008)）
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また、本年度は、横浜市の関係者と意見交換をし、都市計画基礎調査のデータを提供い

ただく等、具体的な協力関係を構築している。また、著名な複雑系研究者である、The X 

Center の John Casti 氏、UBC の Sarah Burch 氏等、ワークショップを通じて広く海外の関

連研究者との意見交換を行っている。 

 

2）結果と今後の課題  

 作業は予定通り完了し、特に問題となる事項は生じなかった。本年度は、自治体の意見

交換のもと、具体的な適応シナリオの構築していく予定である。  

 

(c) 学会等発表実績  

学会等における口頭・ポスター発表  

発表した成果（発表題目、  

口頭・ポスター発表の別）  
発表者氏名  

発表した場所  

（学会等名）  

発表した時

期  

国内・

国際の

別  

土地利用・交通・エネルギ

ーモデルの展望  

山形与志樹，  

瀬谷創  
土木計画学  

2012 年 

6 月 
国内 

空間計量経済学における空

間重み行列の自動選択：空

間ヘドニック分析への適用  

瀬谷創，堤盛人，  

山形与志樹  
土木計画学  

2012 年 

6 月 

 

国内 

 

Simulating future smart city: 

An integrated land 

use-transportation-energy 

model 

 

 

Yoshiki Yamagata  

and Hajime Seya 

International 

Conference on 

Applied Energy 

2012 年 

7 月 

 

国際 

 

Automatic selection of a 

spatial weight matrix in 

spatial econometrics: 

application to a spatial 

hedonic approach 

 

Hajime Seya,  

Yoshiki Yamagata, 

and Morito 

Tsutsumi 

AsRES & 

AREUEA Joint 

International 

Conference 

2012 年 

7 月 

 

国際 
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Geographically explicit 

direct/indirect CO2 emission 

scenarios for a compact city  

in 2050 

Kumiko Nakamichi, 

Hajime Seya, and 

Yoshiki Yamagata 

International 

Urban Planning 

and Environment 

Association 

(UPE) 10 

2012 年 

7 月 
国際 

東京都市圏土地利用変化シ

ナリオの違いによる家計消

費間接 CO2 排出量の評価  

中道久美子， 

瀬谷創，山形与志

樹  

環境科学会  
2012 年 

9 月 
国内 

Integrated modelling for a 

future smart city: Toward 

efficient CO2 management of 

EV transport using PV 

systems 

Yoshiki Yamagata 

and Hajime Seya 

ITS World 

Congress 

2012 年 

10 月 
国際 

Large-scale traffic simulation 

for low-carbon city 

Hideyuki Mizuta, 

Yoshiki Yamagata, 

and Hajime Seya 

Winter 

simulation 

conference 

2012 年 

10 月 
国際 

コーホート法に基づく小地

域における人口推計 

瀬谷創，堤盛人， 

山形与志樹 
土木計画学 

2012 年 

11 月 
国内 

東京都市圏における業務交

通トリップの空間構造の分

析とマッピング 

村上大輔， 

山形与志樹， 

瀬谷創，堤盛人 

土木計画学 
2012 年 

11 月 
国内 

東京都市圏の気候変動緩

和・適応策の相互作用に関

する土地利用シナリオ分析

評価 

山形与志樹， 

中道久美子， 

瀬谷創 

土木計画学 
2012 年 

11 月 
国内 
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学会誌・雑誌等における論文掲載  

発表タイトル  氏名  雑誌  年度  巻  頁  

Simulating a future smart 

city: An integrated land 

use-energy model 

Yoshiki Yamagata and 

Hajime Seya 

Applied 

Energy 
2013 

in 

press  

Automatic selection of a 

spatial weight matrix in 

spatial econometrics: 

Application to a spatial 

hedonic approach 

Hajime Seya, Yoshiki 

Yamagata, and Morito 

Tsutsumi 

Regional 

Science and 

Urban 

Economics 

2012 43 429–444 

 

マスコミ等における報道・掲載  

 なし  

 

(d) 特許出願、ソフトウェア開発、仕様・標準等の策定  

 なし  

 

(2) 平成２５年度業務計画案  

上述の土地利用モデルにより、東京都市圏全域で町丁目レベルの土地利用シミュレーシ

ョンが可能になった。平成 25 年度はそれを用いて、自治体における適応計画策定を支援す

るための独自の適応・緩和シナリオを作成し、実際に自治体関係者と議論を行う。特に、

現状「絵に描いた餅」になりがちなコンパクトシティ等の緩和施策の効果を定量化し、適

応・緩和シナリオのシナジーを考慮したシナリオの構築を行う。 

 






