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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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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、現在及び将

来の地域気候シナリオ実験を行う。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空間詳細な地域気候変動シナリオの開発

に取り組み、地域気候モデルの高度化及び不確実性の検討を行う。 

 

(d) 平成２５年度業務目的 

東京都市圏を対象として、複数モデルによる気候シナリオを境界条件に用いた水平格子

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。適応策を考慮した土地利用シナリオを考慮した地域

気候シナリオ実験に着手する。 
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(2)平成２５年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

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、複数の異なる下部境界条件（土地利用や海水面温度）及び

側面境界条件（過去の気候解析値や気候シナリオ）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

ョンの結果に及ぼす影響について平成 22 年度に整備したデータ蓄積・解析装置等を用いて

検討を行った。  

東京都市圏を対象として、サブテーマ（１－２）において改良された過去の土地利用情

報を地域気候モデル（NIED-RAMS）の陸面過程に組み込み、また、都市域（土地利用分類：

建物用地）に都市気候モデルを適用して、水平格子間隔 5 ㎞の気候シミュレーションを実

施した。  

日本列島における地形と気候（降水量等）将来変化の関係を分析し、それを東京大都市

圏における気候変化予測シミュレーションとその結果の解釈に役立てるため、昨年度に引

き続き、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の

解析を行った。将来気候下における夏季の大雨発生頻度は、特に西日本の山地の西側及び

南側で現在気候下と比較して大きく増加しており、多い所で、5～10％の増加が見られた。

夏季に日本列島に流れ込む南西気流の風下側に当たる東京都市圏では、いわゆる「雨陰効

果」の影響により、大雨発生頻度の将来変化は小さかった。また、標高の高い所よりも、

むしろ標高の低い所ほど大雨発生頻度の将来増加幅が大きくなる傾向がみられた。  

 熱帯域 SST 昇温空間パターンの異なる 3 つの全球気候モデル（MIROC5、CCSM4、

MRI-CGCM3）を境界条件として、水平格子間隔 5 ㎞のアンサンブルダウンスケーリング

実験を行い、統計解析を行い、その気候学的特性や不確実性の分析を行った。  

 

(b) 業務の成果 

1) 過去の土地利用情報等を組み込んだ東京都市圏気候シミュレーション 

昨年度に引き続き、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、複数の異なる下部境界条件（土地利用や

海水面温度）及び側面境界条件（過去の気候解析値や地域気候シナリオ）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の結果に及ぼす影響について、検証を行った。 

図（１－１）－１に示すように、東京都市圏を対象として、サブテーマ（１－２）にお

いて改良された過去の土地利用情報を地域気候モデル（NIED-RAMS）の陸面過程に組み

込み、また、都市域（土地利用分類：建物用地）に都市気候モデルを適用して、水平格子

間隔 5 ㎞の気候シミュレーションを実施した。これは、昨年度に行った気候シミュレーシ

ョンに継続する形で実施したものである。なお、過去の土地利用情報の詳細やその作成方

法については、本成果報告書のサブテーマ（１－２）の章を参照されたい。  
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図（１－１）－１：過去の土地利用情報の地域気候モデル（NIED-RAMS）への組み込みの一

例. サブテーマ（１－２）で作成された平成 9 年（1997 年）の土地利用情報（左）とそれ

をモデルへ組み込んだ結果（右）. 図中の”LEAF-3”は NIED-RAMS の陸面過程を扱うモデ

ルの呼称. ”分類番号”とは LEAF-3 で割り当てられている土地利用分類番号のこと. 

田

畑

果樹園・樹木畑

森林・荒地

建物用地

その他

河川・湖沼

田 (16)

畑・果樹園・樹木畑 (15)

森林・荒地 (14, 8)

建物用地 (19)

その他 (3)

海水域・河川・湖沼 (0)

※ ( )の数字はLEAF-3分類番号.

※白抜きも「その他」
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図（１－１）－２：過去の土地利用情報を使用した気候シミュレーション結果.明治土地利

用を用いた場合の年平均地上気温（上段左）と年平均気温バイアス（上段右）, 及び昭和

50 年土地利用を用いた場合の年平均地上気温（下段左）と年平均気温バイアス（下段

右）.1996〜1998 年の 3 年間の側面境界条件を用いて計算し,その平均をとったもの. 

 

東京都市圏における明治及び昭和 50 年の土地利用をモデルに組み込み、試験的に気候

シミュレーションを行った結果を図（１－１）－２に示す。この図を見ると、昭和 50 年

の土地利用を組み込んだ場合の方が、明治の土地利用を組み込んだ場合に比べ、内陸にお

ける地上気温がやや高くなっている。これには、都市域（建物用地）の内陸部への拡大が

原因しているものと推察される。そして、その結果、東京都市圏における地上気温のモデ

ルバイアスが低下している。このことから、現実に近い土地利用情報を組み込むことが、

東京都市圏の気候シミュレーションにおける地上気温のバイアスの低下（シミュレーショ

ン精度の向上）に寄与することが確認された。  

また、昨年度、高解像度の海水面温度データ（NGSST-O；東北大学作成；水平空間解像

度約 5km）や、それによりも相対的に低解像度の海水面温度データ（JRA25-SST；気象 

S5-3 N-RAMS・明治土地利用 ANNUAL 気温バイアス

S5-3 N-RAMS・昭和50年土地利用 ANNUAL 気温バイアス

S5-3 N-RAMS・明治土地利用 ANNUAL平均地上気温

S5-3 N-RAMS・昭和50年土地利用 ANNUAL平均地上気温
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図（１－１）－３：気候シミュレーションに使用した海水面温度分布とその空間解像度.2003

〜2007 年平均海水面温度. JRA25-SST による日本近海（上段左）と東京都市圏近海（上段

右）の海水面温度, 及び NGSST-O による日本近海（下段左）と東京都市圏近海（下段右）

の海水面温度.白抜きの部分は陸地として認識されているグリッドを示す. 

 

 

庁／電力中央研究所作成；水平空間解像度約 120km）を、それぞれ下部境界条件として与

えた感度実験を実施し、海水面温度の精度が東京都市圏の気候シミュレーションに及ぼす

影響を検証したところ、高解像度海水面温度データを用いると、特に、海と接している東

京、千葉、神奈川、茨城県において、地上気温のバイアスが低下する（地上気温のシミュ

レーション精度が向上する）ことが示された（平成 24 年度報告書参照）。その原因を検証

するため、上記の各データによる海水面温度分布を比較したのが図（１－１）－３である。

この図を見ると、JRA25-SST では東京湾や太平洋沿岸近くの海水面温度分布が解像され

ていない問題が生じているのに対して、NGSST-O ではその問題が大きく解消されている。

このことから、東京都市圏近海の海水面温度をモデルの中でより正しく表現することが、

気候シミュレーション精度の向上にとって重要であるといえる。 
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2) 地域気候シナリオデータの解析 

日本列島における地形と気候（降水量等）将来変化の関係を分析し、それを東京大都市

圏における気候変化予測シミュレーションとその結果の解釈に役立てるため、昨年度に引

き続き、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

の解析を行った。図（１－１）－４は、夏季（7〜9 月）における日降水量 100mm 以上の

大雨発生頻度の将来変化（2081〜2100 年の発生頻度から 1981〜2000 年の発生頻度の差

をとったもの）を、各地域気候シナリオについて示したものである。なお、各地域気候モ

デルによる将来予測シミュレーションは MIROC3.2(hires)の A1B シナリオ実験データを

用いて実施された。この図を見ると、将来気候下における夏季の大雨発生頻度は、特に西

日本の山地の西側及び南側で現在気候下と比較して大きく増加しており、多い所で、5～

10％増加する予測になっている。ただし、夏季に日本列島に流れ込む南西気流の風下側に当

たる東京都市圏では、いわゆる「雨陰効果」の影響により、大雨発生頻度の将来変化が小さ

いことが予測される。また、図（１－１）－５は、大雨発生頻度の将来増加幅と標高との

関係を示した散布図である。全ての地域気候モデルの予測シミュレーションにおいて、標

高の高い所よりも、むしろ標高の低い所ほど大雨発生頻度の将来増加幅が大きくなる傾向

がみられる。  

 

 

図（１－１）－４：日降水量 100mm 以上の大雨発生頻度の将来変化（2081-2100－1981-2000; 

7～9 月）. NHRCM（左）, N-RAMS（中央）,T-WRF（右）. 

a) b) c)
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図（１－１）－５：日降水量 100mm 以上の大雨発生頻度の将来増加幅（2081-2100－

1981-2000; 7～9 月）と標高の関係. 

 

 

3) 複数モデルによる気候シナリオを境界条件に用いた水平格子間隔 5㎞の空間詳細な地

域気候シミュレーション 

3-1) 数値実験概要 

対象とする東京都市圏において、主要な要因による不確実性の「幅」を捉えるためのア

ンサンブルダウンスケーリング実験の最適化を行うために、RCP4.5 シナリオの CMIP5 実験

の熱帯域 SST 昇温空間パターンのクラスター解析（気象研究所水田氏提供、図（１－１）

－６）に基づき、パターンの異なる 3 つの全球気候モデル（MIROC5、CCSM4、MRI-CGCM3）

を境界条件として選択した。 

選択した 3 つの全球気候モデルを境界条件として地域気候モデル（N-RAMS6.0）を用い

たアンサンブルダウンスケーリング実験を行った。実験期間は、現在気候が 1990 年～1994

年、将来気候実験が 2090 年～2094 年である。また全球気候モデルの水平格子間隔が粗い

ため、20km 水平格子と 5km 水平格子を用いるダブルネスティング実験を行った。将来気候

における CO2 濃度は、CO2 濃度は RCP4.5 を適用した。 

 

NHRCM

NRAMS

T-WRF
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図（１－１）－６：RCP4.5 シナリオの CMIP5 実験の 熱帯域 SST 昇温空間パターンのクラ

スター解析から，ダウンスケーリング実験の境界条件として用いる３つの全球気候モデル

を選択． 

 

3-2) 数値実験結果 

 熱帯域 SST昇温空間パターンの異なる 3つの全球気候モデル（MIROC5、CCSM4、MRI-CGCM3）

を境界条件としてアンサンブルダウンスケーリング実験を行い、年平均気温と年平均降水

量の将来変化（現在気候実験と将来気候実験の差）について解析を行った（図（１－１）

－７）。 

年平均気温に関しては、昇温の空間分布に違いが見られるが、どのモデルも一致して 1

～２℃昇温する傾向を示している。年平均降水量に関しては、CCSM4 を境界条件にしたケ

ースは降水量の増加傾向が見られるが、他の二つのモデルを境界条件にしたケースは、明

瞭な増減の変化は見られなかった。 

 季節毎（MAM、JJA、SON、DJF）に平均した気温の将来変化を解析すると、MIROC3 を境界

条件にしたケース（図（１－１）－８）の SON と DJF に、他の実験結果（図（１－１）－

９，１０）よりも高い昇温（3℃）が見られる地域がった。一部季節で実験ケース間に昇温

の程度に違いがあるものの、どの季節でも気温が 1～2℃昇温する傾向が一致して認められ

た。 

 季節平均の降水量の将来変化は、季節や場所により変化のばらつきが大きい（図（１－

１）－１１～１３）。MAM については、MIROC5 と CCSM4 を境界条件に用いたケースでは沿岸

部で増加傾向が見られるが、MRI-CGCM3 の実験ケースでは明瞭な変化は見られない。JJA

では、沿岸域を中心に広い範囲で降水の増加傾向が一致して見られる。SON は、MIROC と

MRI-CGCM3 のケースで明瞭な降水の減少が見られるが、CCSM4 のケースでは沿岸地域を中心

に降水の増加傾向が見られる。DJF は、どのケースもあまり明瞭な増減の変化が見られな

いことで一致している。 
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複数モデルによる気候シナリオを地域気候モデルを用いてダウンスケーリングし、現在

及び将来の地域気候シナリオ実験を行い、統計解析を行い、その気候学的特性の分析を行

った。また、地域気候モデルの高度化及び不確実性の検討を行い、適応策を考慮した将来

の土地利用シナリオを考慮した地域気候シナリオ実験準備を行った。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。 

 

   

図（１－１）－７：複数全球気候モデルを境界条件としたダウンスケーリング実験の年平

均気温（上）と年平均降水量（下）の将来変化．MIROC5.0 を境界条件に用いた実験（左），

CCSM4 を境界条件に用いた実験（中），MRI-CGCM3 を境界条件に用いた実験（右）． 
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図（１－１）－８：MIROC5.0 を境界条件に用いたダウンスケーリング実験の季節平均気温

の将来変化．MAM（左上），JJA（右上），SON（左下），DJF（右下）． 

   

図（１－１）－９：図８と同じ（ただし境界条件は CCSM4）. 
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図（１－１）－１０：図８と同じ（ただし境界条件は MRI-CGCM3）. 

 

図（１－１）－１１：MIROC5.0 を境界条件に用いたダウンスケーリング実験の季節平均降

水量の将来変化．MAM（左上），JJA（右上），SON（左下），DJF（右下）． 
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図（１－１）－１２：図１１と同じ（ただし境界条件は CCSM4）. 

 

図（１－１）－１３：図１１と同じ（ただし境界条件は MRI-CGCM3）. 
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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 

Disaster prevention and 

adaptation to climate 

change in East Asia 

  

 

Koji Dairaku 

Workshop Program 

of the 2nd 

Workshop for the 

Working Group on  

Policy on Disaster 

Prevention and 

Reduction for 

Industrial Parks in 

East Asia, Sendai 

2013 年 

4 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 

独立行政法人防

災科学技術研究

所一般公開  

2013 年 

4 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 

独立行政法人防

災科学技術研究

所一般公開  

2013 年 

4 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 

独立行政法人防

災科学技術研究

所一般公開  

2013 年 

4 月 
国内 
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Relationship between future 

changes in summertime 

precipitation and 

topography in the Japanese 

islands 

 

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

Japan Geoscience 

Union Meeting 

2013 （国際セッ

ション）  

 2013 年 

5 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, 

山形与志樹  

平成 25 年度 第 1

回プロジェクト

全体 meeting  

 

2013 年 

6 月 
国内 

Vulnerability and adaptation 

to climate change in water 

hazard assessed using 

regional climate scenarios 

in the Tokyo region 

 

大楽浩司  

The workshop on 

Water Strategy for 

the World Climate 

Research 

Saskatchewan, 

Canada 

2013 年 

6 月 

 

国際 

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  

第 3回シナリオイ

ニシアティブ会

議（ワークショッ

プ）  

2013 年 

6 月 

 

国内 

日本における夏季降水量

の将来変化と地形の関係  

 

常松展充, 

大楽浩司, 

平野淳平 

つくばサイエン

ス・アカデミー第

9 回賛助会員交流

会  

2013 年 

6 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

ての研究会 

2013 年 

7 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, 

山形与志樹 

平成 25年度 気候

変動適応研究推

進プログラム 

第 1 回研究調整 

委員会 

 

2013 年 

7 月 
国内 
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The impact of land use 

change on regional climate 

in Tokyo metropolitan area 

 

 

Koji Dairaku,  

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Sr. R.A. Pielke,  

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya 

 

IUGG Joint 

Assembly 

Gothenburg 2013 

2013 年 

7 月 
国際 

Vulnerability and adaptation 

to climate change in water 

hazard assessed using 

regional climate scenarios 

in the Tokyo region 

Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado 

University, 

Boulder 

2013 年 

8 月 
国際 

Vulnerability and adaptation 

to climate change in water 

hazard assessed using 

regional climate scenarios 

in the Tokyo region  

  

Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado State 

University, Fort 

Collins 

2013 年 

8 月 

 

国際 

Methodological Gaps for 

adaptation to climate change 

in East Asia 

  

Koji Dairaku 

International 

conference on 

Adaptation and 

Loss and Damage  

Associated with 

Climate Change in 

the Asia Pacific: 

Integrating 

Scientific Aspects, 

Bangkok 

2013 年 

8 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, 

上野玄太, 

高藪出 

水文・水資源学会

2013 年度総会・研

究発表会 

 

2013 年 

9 月 
国内 

地域気候シミュレーショ

ン結果から得られた夏季

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 

水文・水資源学会

2013 年度総会・研

究発表会  

2013 年 

9 月 

 

国内 
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気候変動ハザード・リスク

情報の基盤技術開発に関

する研究   

大楽浩司,植田宏

昭,上野玄太,高藪

出,立川康人,田中

賢治,仲江川敏之,

中北英一,中山恵介 

水文・水資源学会

2013 年度総会・研

究発表会  

2013 年 

9 月 
国内 

Influence of topography and 

prevailing wind direction on 

future changes in 

summertime precipitation 

 

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

 

International 

Workshop on 

Downscaling 

2013, Tsukuba 

2013 年 

10 月 
国際 

Dynamical downscaling for 

regional scale adaptation to 

climate change 

 

Koji Dairaku 

International 

Workshop on 

Downscaling 2013, 

Tsukuba 

2013 年 

10 月 
国際 

Influence of topography and 

prevailing wind direction on 

future changes in 

summertime  

precipitation 

 

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

International 

Workshop on 

Downscaling 2013, 

Tsukuba 

2013 年 

10 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 

10 月 
国内 

Assessment of add-value of 

dynamical downscaling in 

Japan 

 

Koji Dairaku,  

Satoshi Iizuka,  

Wataru Sasaki,  

R.A. Pielke Sr.,  

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Junpei Hirano 

 

CORDEX2013 

 

2013 年 

11 月 
国際 
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Impact of land use change 

on regional climate in 

Tokyo metropolitan area for 

climate change adaptation 

 

Koji Dairaku,  

Roger A. Pielke Sr.,  

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Junpei Hirano,  

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya 

 

CORDEX2013 

 

2013 年 

11 月 
国際 

Relationship between 

topography in Japan and 

future changes in 

summertime precipitation 

obtained from regional 

climate simulations 

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

 

CORDEX2013 

 

2013 年 

11 月 
国際 

複数モデルによる地域気

候シナリオ－夏季降水量

と地形の関係－  

 

大楽浩司,  

常松展充,,  

平野淳平  

第 11 回環境研究

シンポジウム  

2013 年 

11 月 
国内 

Report of "International 

workshop on downscaling" 

on 1-3 Oct. 2013@Tsukuba, 

Japan 

  

 

Koji Dairaku 

Mini Workshop on 

Future Plan and 

Joint Action  

in CORDEX Asia, 

Brussels 

2013 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, 

山形与志樹  

平成 25 年度 第 2

回プロジェクト

全体 meeting  

2013 年 

11 月 
国内 

ダウンスケーリング、地域

気候モデル関連の動向

（CORDEX、NCPP） 

大楽浩司 

シナリオイニ

シアティブ会

議  

2013 年 

11 月 
国内  



21 

 

Potential impacts of 

topography and 

prevailing wind direction 

on future precipitation 

changes in Japan 

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

American 

Geophysical Union 

(AGU) Fall 

Meeting 2013 

2013 年 

12 月 
国際  

The impacts of land use, 

radiative forcing, and 

biological changes on 

regional climate in Japan 

Koji Dairaku, Roger 

A. Pielke Sr. 

American 

Geophysical Union 

(AGU) Fall 

Meeting 2013 

2013 年 

12月 
国際  

Current status of Regional 

Climate Modelling 
Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado 

University, 

Boulder 

2013 年 

12 月 
国際 

Current status of Regional 

Climate Modelling 

 

Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado State 

University, Fort 

Collins 

2013 年 

12 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 25 年度研 

究成果報告会  

2013 年 

12 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

ての研究会  

2013 年 

12 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, 

上野玄太 

確率的気候シナ

リオ情報につい

ての研究会 

2014 年 1 月 

 

2014 年 

1 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, 

山形与志樹 

平成 25年度 気候

変動適応研究推 

進プログラム 文

科省課題担当者

ヒアリング会合  

2014 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, 

上野玄太 

確率的気候シナ

リオ情報につい

ての研究会 

2014 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－複数

モデルによる地域気候シ

ナリオ－  

大楽浩司, 

常松展充, 

平野淳平 

防災科研第 9回成

果発表会  

2014 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, 

上野玄太, 

高藪出 

防災科研第 9回成

果発表会 

  

2014 年 

3 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 

国土交通省気候

変動担当者意見

交換会  

2014 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 

Methodology for flood risk 

assessment in Tokyo 

metropolitan area for 

climate change adaptation 

Policy on Disaster 

Prevention and reduction 

for Industrial Parks in East 

Asia 

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

ERIA 

Research 

Project Report  

2013   

Dealing with Complexity 

Extreme Events Using a 

Bottom-up, Resource-based 

Vulnerability Perspective, 

Extreme Events and Natural 

Roger A. Pielke Sr., 

Rob Wilby, Dev 

Niyogi, Faisal 

Hossain, Koji 

Dairaku, James 

The 

Complexity 

Perspective 

Geophysical 

monograph 

2013 196 

10.1029/

2011GM

001086 
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Hazards Adegoke, George 

Kallos, Tim 

Seastedt, Katherine 

Suding 

Series 

Future changes in 

summertime precipitation 

amounts associated with 

topography in the Japanese 

islands 

Tsunematsu 

Nobumitsu,  

Koji Dairaku,  

Junpei Hirano 

Journal of 

Geophysical 

Research: 

Atmospheres 

2013 118 

doi:10.10

02/jgrd.5

0383201

3 

 

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 

防災科研、気候変動予測のばらつ

き補正技術  
大楽浩司  日経新聞  

2013 年 

5 月 国内  

局所的に夏季降水量と大雨発生

頻度が顕著に増加  

～複数の地域気候モデルによる

将来シナリオ～  

大楽浩司,常松

展充  
プレスリリース  

2013 年 

7 月 国内  

九州や四国で降水量増加 今世

紀末、防災科研で予測  

大楽浩司,常松

展充  

共同通信・東京

新 聞 ・ 中 日 新

聞 ・ 北 海 道 新

聞・福井新聞・

山陰中央新報・

大 分 合 同 新 聞

社・福島民放・

新潟日報・静岡

新聞・47NEWS・

MSN 産経ニュー

ス・Infoseek 楽

天・excite ニュ

ース・＠ニフテ

ィニュース・西

2013 年 

7 月 国内  
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日本新聞・四国

新 聞 ・ 佐 賀 新

聞 ・ 秋 田 魁 新

報・長崎新聞  

今世紀末、九州や四国で降水量増

加 

大楽浩司,常松

展充  
SankeiBiz 

2013 年 

7 月 国内  

西日本で降水量増 今世紀末予

測、温暖化影響で  

大楽浩司,常松

展充  
産經新聞  

2013 年 

7 月 国内  

今世紀末、九州など降水量増加  
大楽浩司,常松

展充  
毎日新聞  

2013 年 

7 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２６年度業務計画案  

東京都市圏を対象として、複数モデルによる気候シナリオとサブテーマ 1-2「土地利用

変化シミュレーション技術の開発・高度化」で構築される適応・緩和を考慮した土地利用

変化シナリオを用いた水平格子間隔 5 ㎞の空間詳細な地域気候シミュレーションを行う。

地域気候モデルの高精度化のために、詳細な環境情報（建物密度や建物平均高さ、人工排

熱量等）の組み込みや現在気候実験の検証により、自治体での利用に向けたモデルの適用

条件を整理し、課題解決に向けた要素技術の開発・調整を行う。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。また、脆弱性評価や自治体等での地域気候シナリオの利用

に向け、地域気候モデルを高度化するとともに適用時の課題点を明らかにする。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 

主席研究員 

 

 

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 

 

リサーチアシス

タント 

山形 与志樹 

 

 

瀬谷 創 

 

 

 

松井 加奈絵 

 

 

廣井 慧 

 

 

黒田 翔 

サブテーマ研究グルー

プ統括 

 

土地利用データの整備

と土地利用モデルの高

度化 

 

データ整備・解析補助 

 

 

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２５年度業務目的 

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）の気候モデルへの提供を行う。 
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(2)平成２５年度の成果 

 

(a)業務の要約 

平成 25 年度は、前年度までに開発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った。以下、(b) でその結果、および開発し

たモデルについて述べる。 

 

(b)業務の成果 

1)研究結果 

平成 24 年度までに、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）。なお、以下のモデルの説明の部分については、一部昨年度の報告書と内

容が重複するが、本報告書の読者の理解を助けるために敢えて重複を厭わず掲載すること

としている。 

 

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

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

                                                   
1 Yamagata, Y. and Seya, H. (2013) Simulating a future smart city: An integrated land use -energy model, Applied 

Energy, 112, 1466–1474. 
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． 

Indirect utility

(Zonal attractiveness)

Choice of location

Floor space 

demand Floor space supply

Land market

Income

Floor rent

Household

Developer

Land supply

Landlord

Land demand

Floor market

Profit maximization

Profit maximization

Utility maximization

Land rent

Other 

attributes
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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（住宅敷地）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（住宅敷地）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）。 

さて、本モデルを用いて平成 25 年度は、前年度までの緩和シナリオだけでなく、適応

と緩和のコベネフィットを考慮し、2050 年土地利用に関する次の 4 つのシナリオを構築し

た。 

 

A) Business as usual (BAU)4 

 

B) 緩和シナリオ 

 「集積地」居住への補助金 12 万円/年5 

 

C) 緩和・適応シナリオ 

 補助金シナリオ 

B) の補助金対象を，浸水ポテンシャルが低い集積地に限定 

（ここでは，下図（１－２）－２において浸水深が 5m 未満のゾーンとした）。 

 土地利用規制シナリオ 

B)＋土地利用規制（概ね床上浸水に対応する浸水深 0.5m 以上のゾーンは、

土地供給可能面積を 50%減少させる） 

 

 

 

                                                   
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 2050 年の東京都市圏の総世帯数は、国立社会保障・人口問題研究所の 2030 年までの世帯数変化を対数

関数で外挿して取得した。  
5 年 12 万円という設定は、都市のコンパクト化に積極的に取り組んでいる富山市の『富山市まちなか住

宅家賃助成事業』における 3 年間を限度とした 1 万円／月（12 万円／年）の助成を参考にした（ただし、

本モデルは静学モデルであるため、3 年間といった限度を設けることはできない）。  
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B) の緩和シナリオは、極端な都市のコンパクト化シナリオである 6。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（Yamagata and Seya, 2013）。B) の緩和シナリオは、富山市の『富山市まちなか住

宅家賃助成事業』を参考に集積地から 500m 未満のゾーン（図で水色で示されたゾーン）を

補助金の対象としたものであり、C) の緩和・適応シナリオにおける土地利用規制シナリオ

は、いわゆる re-treat 施策として、集積地から 500m 以上離れた地域（図で白色で示され

たゾーン）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%減少させるもの

である。 

海外では、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。例えば、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 7。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。したがってこのようなシナリオについて定量的な検

討を行うことは非常に重要であるといえる。 

 

図（１－２）－２：平均浸水深（国土数値情報より） 

                                                   
6 前年度の報告書でも述べたとおり、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。 
7 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．  
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図（１－２）－３：集積地（黒・水色） 

 

 各シナリオの具体的な評価は、サブテーマ（３－２）において行うが、本サブテーマ（１

－２）では、BAU シナリオと、土地利用規制シナリオの結果を用いて、2050 年の土地被覆

の分布を予測した。図（１－２）－４は、土地利用規制シナリオにおける、土地（住宅敷

地）面積の分布を、BAU シナリオとの比率として示したものである。水害リスクが高い地

域において市場均衡における土地（敷地）面積が減少し、集積地において増加している傾

向が見て取れる。 

 

図（１－２）－４：土地（敷地面積）：土地利用規制シナリオ / BAU シナリオ 

Legend
~ 1.5

~ 1.0

~ 0.9

~ 0.8

~ 0.7

Domain

Legend
~ 1.5

~ 1.0

~ 0.9

~ 0.8

~ 0.7

Domain
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このように算出された土地利用としての土地（住宅敷地）面積を面積按分で 3 次メッシ

ュ（約 1km×1km）にグリッド化し、土地被覆としての「建物用地面積」（国土数値情報）

に線形回帰で換算した上で、当該建物用地面積の変化を他の土地被覆区分に割り振ること

で、2050 年の土地被覆分類図を作成した。図（１－２）－５に、「緑地」に割り振った結

果を示す8。 

  

図（１－２）－５：2050 年の土地被覆予測結果（左：BAU、右：土地利用規制シナリオ） 

 

 

図（１－２）－６：図（１－２）－５の東京 23 区周辺部を拡大したもの 

 

                                                   
8 ただしここでは、サブテーマ（１－１）との連携の観点から、昨年度の報告書で述べた方法で、国土

数値情報から LEAF-3 へとレジェンド（土地被覆区分）を変換した結果を示している。  

Legend
Water

Semi, desert
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Mixed woodland
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 図（１－２）－６より、土地利用規制シナリオでは、東京 23 区の周辺地域で、緑地関係

の区分が最大面積を占めるグリッドが増加していることがわかる。また、河川周辺では、

建物用地の減少により、河川が最大面積を占めるグリッドが増加している点も興味深い。 

 さて、「土地利用規制」という究極的な施策を行う場合、空いた土地に農業などの土地利

用が代替してしまってはリスク低減に繋がらない可能性がある。したがって上述のシナリ

オのように、森林を想定する「森林回復シナリオ」は論理的には妥当であると考えられる。

また、ヒートアイランド効果の低減という観点からも、このような施策の妥当性が定量的

に示されている9。一方で、客観的な手法で、他の土地利用に割り振るシミュレーション技

術の開発を行うことも、RECCA の目的に照らして重要であると言える。そこで平成 25 年度

は、この目的を達成するための空間統計手法（spatial statistical method）の開発を行

った。 

今、グリッド i において、土地利用区分 c が占める面積の割合（0～1）を、yc, i とおく。

このとき、compositional data analysis (CDA) の分野の知見に基づき、次のような変数

変換を考える（ i はベースとなるグリッド）。 

















c

ic

ic
ic

y

y
y

,

,*
,

log

]log[
. 

このような変換を行う理由は、各グリッドにおいて、土地利用区分 c に関する和が 1 にな

ることを保証したモデリングを行うためである。 

i

p

pipic uxy  ,
*
, . 

CDA の分野では、変換した *
,kcy を説明変数 ipx , とそれに係る係数 p で説明し、逆変換から

icy ,
ˆ を予測することが多い。しかし、限られた説明変数で、東京都市圏のような広域におけ

る土地被覆を予測することは非常に難しい。そこで本研究では、地理学の分野で発展した

固有ベクトル空間フィルタリング（eigenvector-based spatial filtering(ESF)）と呼ば

れる手法10で、予測力を向上させることを試みた。 

この手法は、従来の CDA のように、
iicy*

, をトレンドp
pipx , とノイズ iu に分けて説明す

るのではなく、「近いグリッド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：「シグナル」を明示的に取り入れているという点に特徴がある。 

具体的には、距離減衰関数で要素の与えられた近接行列 W から平均成分を取り除いた上

で固有値分解を施し、その第 q 固有ベクトルを eq としたとき、eq をトレンドと同様に説明

変数として投入することで、空間パターンを捉えるというアプローチである。ただし、固

有ベクトルはグリッド数だけ存在するため、修正 AIC に基づく高速なモデル選択アルゴリ

ズムを開発した。 

                                                   
9 Adachi, S.A., Kimura, F., Kusaka, H., Duda, M.G., Yamagata, Y., Seya, H., Nakamichi, K. and Aoyagi, T. 

(2014) Moderation of summertime heat-island phenomena via modification of the urban form in the Tokyo 

metropolitan area, Journal of Applied Meteorology and Climatology, in print. 
10 村上大輔  (2012) 「固有ベクトル空間フィルタリングの連続空間への拡張」，『GIS-理論と応用』，20 (2)，
91–102. 
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今、シグナル項をq
qiqe , とすれば、予測式は 

i

q

qiq

p

pipic uexy    ,,
*
, . 

で与えられる。 

説明変数としては、対象土地被覆（1997 年）に最も近い表（１－２）－１のデータを用

いている。データソースは、人口：国勢調査、微地形：日本の地形・地盤デジタルマップ 11、

その他：国土数値情報である。図（１－２）－７に、
iicy*

, の予測値と実測値の 45 度線プロ

ットを示す。図より、明らかに、シグナル（空間情報）を無視した通常のモデル（左）で

は、土地被覆の再現が困難であることが分かる。一方で、ESF アプローチを用いた場合で

は、良好な精度で再現に成功していることが見て取れる。 

 

表（１－２）－１：説明変数 

 

 

 

 

 

                                                   
11 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． 

説明

lnDens._POP ln( 人口密度)

lnDens._POP2 (ln( 人口密度))2

Ave._Slope 平均傾斜[度]

Ave._Elv. 平均標高[m]

Dist._Sta. 重心点から最寄り駅までの直線距離 [km]

Dist._River 重心点から最寄り河川（１級河川（国直轄区間））までの直線距離[km]

TRL 道路総延長（Total Road Length）[km]

Dummy_Lake 重心点が湖沼内：１

Dummy_UCA 重心点が市街化調整区域内：１

Dummy_AF 微地形区分が扇状地（Alluvial fun）：１

Dummy_NL 微地形区分が自然堤防（Natural Levee）：１

Dummy_BM 微地形区分が後背湿地（Backmarsh）：１

Dummy_Delta 微地形区分が三角州・海岸低地（Delta）：１

Dummy_SD 微地形区分が砂州・砂礫州（Sandbar）：１



33 

 

   

図（１－２）－７：
iicy*

, の予測値と実測値の 45 度線プロット 

（左：従来モデル、右：提案モデル（ESF アプローチ）） 

 

図（１－２）－８（上）に、従来モデルのトレンドとノイズ（残差）を示している。明

らかに、残差は空間的なパターンを持っているため、この情報をノイズとして予測から除

去することは、予測精度の低下に繋がる可能性が高い。一方で、本研究で用いた ESF アプ

ローチでは、シグナルを明示的に考慮することで、ノイズがランダムに分布している様子

が見て取れる。このように、本アプローチでは、トレンド・シグナル・ノイズを明確に分

離することで、トレンドとシグナルの情報のみを予測に用いることを可能にする。ESF ア

プローチ自体は、地理学で蓄積がある手法であるが、CDA への適用、トレンド・シグナル

とノイズの分離の将来予測への適用ともに、報告者らが知る限り本研究が初めて行ったも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実測値

予測値

実測値

予測値
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トレンド    ノイズ  

 

トレンド    シグナル    ノイズ  

図（１－２）－８：トレンド・シグナル・ノイズの分解 

（上：従来モデル、下：提案モデル（ESF アプローチ）） 

 

以下、ESF アプローチによって、2050 年の BAU、土地利用規制シナリオにおける土地被

覆を予測した結果の一部を示す（ただし、これらについては、Leaf3 レジェンドへの変換

を完了していないため、国土数値情報レジェンドの結果を示している）。 

 

 

田（BAU）     田（土地利用規制シナリオ）  
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その他農地（BAU）     その他農地（土地利用規制シナリオ）  

 

森林（BAU）     森林（土地利用規制シナリオ）  

 

 

荒地（BAU）     荒地（土地利用規制シナリオ）  
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その他用地（BAU）     その他用地（土地利用規制シナリオ）  

 

図（１－２）－９：ESF アプローチ（空間統計手法）による土地利用予測（2050） 

 

 

2)結果と今後の課題 

以上のように、平成 25 年度に、将来の土地被覆シナリオを構築する手法は概ね完成さ

せることができた。現状では、サブテーマ（１－１）へは緑地回復シナリオのみを提供し

ているため、今後モデルを精緻化するとともに、上述したような、森林以外の土地被覆の

変化も許容した結果の検証と、提供を行う予定である。 

 

(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） 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 

Regional electricity 

planning support system 

- Electricity demand 

modeling with assimilation 

of smart electricity meter 

data - 

Hajime Seya and 

Yoshiki Yamagata 

Computers in Urban 

Planning and Urban 

Management 

(CUPUM) 

2013 年 7 月 
国際 

 

Prediction of past land use 

using a spatial filtering 

approach 

Takahiro Yoshida, 

Morito Tsutsumi, 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya, 

Daisuke Murakami 

International 

Geographical Union 

(IGU) 2013 

2013 年 8 月 
国際 
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Creating municipality level 

floor space stock data in 

Japan by spatial statistics  

based areal interpolation 

method 

Daisuke 

Murakami, Yoshiki 

Yamagata, Hajime 

Seya, and Morito 

Tsutsumi 

ICUE 2014, Green 

Energy for 

Sustainability 

Development 

2014 年 3 月 
国際 

 

 

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 

Creation of future urban 

environmental scenarios 

using a geographically 

explicit land-use model: a 

case study of Tokyo 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya and 

Kumiko 

Nakamichi  

Annals of GIS 2013 19 
153–16

8 

Weighted-average least 

squares applied to spatial 

econometric models: A 

Monte Carlo investigation 

Hajime Seya, 

Morito Tsutsumi, 

and Yoshiki 

Yamagata 

Geographical 

Analysis 
2014 46  

126–14

7 

 

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２６年度業務計画案 

平成 25 年度までに開発した土地利用変化シミュレーションモデルを用いて、将来の土

地利用変化シナリオを作成し、サブテーマ（１－１）、サブテーマ（３－１）への提供を行

う。サブテーマ（３－２）で構築する適応・緩和シナリオとの整合性を考慮したシナリオ

とすることを試み、複数シナリオ下で土地利用変化シナリオを作成し、その応答の違いを

評価する。 
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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 東京都市圏における風水害脆弱性評価 

 

(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 

 

 

主任研究員 

 

契約研究員 

 

研究参事 

 

客員研究員 

 

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 

 

小谷野 美紗  

 

 

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 

 

 

 

(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２５年度業務目的 

前年度に開発した過去の水害統計データに基づく確率的水害リスク評価手法をもとに、

気候変動にともなう日降水量頻度分布の変化を明示的に考慮できる新たな水害リスク評価

手法を開発した。また、この水害リスク評価手法に基づいて、気候シミュレーションによ

り算出された将来の日降水量頻度分布を用いた水害リスク評価を行い、将来気候下での水

害リスクの変化について水害リスクカーブに基づく定量的な評価・分析を実施した。 
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(2) 平成２５年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

水害リスクカーブに基づく確率的水害リスク評価手法において、降水量頻度分布の変化

の影響を明示的に考慮するために、水害件数と水害１件の平均被害額の積から年間被害額

を算出する F-D 法において、水害件数の算出に用いる罹災率 F(被災世帯数/総世帯数)を日

降水量の頻度分布 P で置換することが可能か否か検討した。 

まず、東京 23 区を対象として、日降水量頻度分布と水害被害との対応関係について検

討した。その結果、降水量頻度分布は水害被害と良く対応しており、水害被害を降水に関

連付けて説明できることが明らかになった。この結果を踏まえて、F-D 法において、罹災

率 F を日降水量頻度分布 P で置換して年間水害被害額を算出し、算出された水害被害額と

水害年超過確率との関係を水害リスクカーブによって表現した。その結果、日降水量頻度

分布 P を考慮に入れて従来の F-D 法とほぼ同等の精度で対象地域における水害リスクを評

価できることが明らかになった。 

次に、本研究で開発した水害リスク評価手法において、将来の日降水量値として S8 共

通シナリオ第１版補稿気候シナリオの 2081 年～2100 年の日降水量値を使用して都道府県

毎の水害リスクカーブを構築し、1981 年～2000 年の水害リスクカーブとの比較を行った。

その結果、将来気候における水害リスクカーブの年超過確率は現在気候下の水害年超過確

率を若干上回るが、その差はリスクカーブの算出誤差範囲内に収まることが分かった。 

 

(b) 業務の成果 

1) 研究結果 

自治体毎の年間水害被害額を水害件数と水害１件当たりの平均被害額の積によって算

出する F-D 法では、式（１）に示すように、罹災率 F(被災世帯数/総世帯数)と期間平均世

帯数を乗じることによって水害件数が算出される。 

 

L=（F×N）×(D×E)           （１） 

 

ここで、L：年間被害額, F：罹災率, N：世帯数, D：平均損傷率, E：世帯当たり平均

資産価値とする。 

 

しかし、従来の F-D 法に基づく被害額算出方法では、水害リスクにおよぼす降水量頻度

分布の変化の影響は明示的に考慮されていなかった。本研究では、F-D 法において、罹災

率 F(被災世帯数/総世帯数)を日降水量頻度分布 P で置換することによって、降水量頻度分

布を明示的に考慮に入れて、年間水害被害額を推定可能か否か検討した。まず、東京 23

区において、アメダスデータを使用して 1976 年～2008 年における全期間の日降水量頻度

分布と水害被害発生時の条件付き降水量頻度分布の対応関係について検討した。その結果、

日降水量 5 ㎜以上の降水イベントについては、全期間の日降水量頻度と被害時の条件付き

降水量頻度分布は良く対応しており、両者に統計的有意差はみられないことが明らかにな
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った（図１）。この結果は、水害被害の頻度分布を降水量頻度分布で説明できることを意味

している。 

降水と被害との対応関係についての解析結果を踏まえて、式（２）に示すように F-D 法

において罹災率 F(被災世帯数/総世帯数)を日降水量頻度分布 P で置換することによって、

東京 23 区の年間被害額を算出した。 

 

L=（P×N）×(D×E)            （２） 

 

ここで、L：年間被害額, P：日降水量の頻度分布, N：世帯数, D：平均損傷率, E：世

帯当たり平均資産価値とする。 

 

算出された年間被害額をもとに、年間水害被害額と水害の年超過確率の関係を図２に示

すように水害リスクカーブによって表現した。図２では、降水量頻度分布 P を考慮して作

成した水害リスクカーブを従来の F-D 法に基づいて作成された水害リスクカーブと比較し

た。また、それぞれのリスクカーブについて算出誤差幅を示した。図２において、降水量

頻度分布 P を明示的に考慮して算出した水害リスクカーブは、従来の F-D 法によるリスク

カーブと比べて、若干、年超過確率を低く評価する傾向があるものの、両者の差はリスク

カーブの算出誤差幅の範囲内に収まるものであることが明らかになった。この結果は、日

降水量の頻度分布 P を明示的に考慮することによって従来の F-D 法とほぼ同程度の精度で

水害リスクを評価・分析できることを意味している。 

次に、本研究で開発した水害リスク評価手法をもとに、気候シミュレーションにより算

出された将来の日降水量頻度分布を用いた水害リスク評価を行い、将来における水害リス

クの変化について水害リスクカーブに基づく定量的な評価・分析を実施した。将来の日降

水量データとしては、S8 共通シナリオ第１版補稿気候シナリオの 2081 年～2100 年の日降

水量値を使用した。図３は、東京都における 1981～2000 年と 2081～2100 年の水害リスク

カーブを比較したものである。この図から、2081～2100 年における水害リスクカーブの年

超過確率は 1981～2000 年における年超過確率を若干上回るが、その差はリスクカーブの算

出誤差範囲内にあることが明らかになった。 
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図（３－１）－１：東京 23 区におけると水害被害発生時の 

条件付き日降水量頻度分布の比較 

 

 

図（３－１）－２：F-D 法により作成された水害リスクカーブ（赤線）と日降水量頻度 

分布を考慮して作成された水害リスクカーブ（青線） 
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図（３－１）－３：S8 共通シナリオ第１版補稿気候シナリオ日降水量データを用いて作成

した 2081～2100 年（青線）と 1981～2000 年（赤線）の東京都における水害リスクカーブ 

 

 

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 

学会等における口頭・ポスター発表  

平成 25 年度は、上述のように降水変動の影響を明示的に考慮できる新たな水害リスク

評価手法の開発と、将来気候シナリオの降水量計算結果を用いた水害リスク評価を行った。 

本年度の研究成果について下記の通り、関連学会にて発表し、学会誌へ投稿した。 

 

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 

Disaster prevention and 

adaptation to climate 

change in East Asia 

  

 

Koji Dairaku 

Workshop 

Program of the 

2nd Workshop 

for the 

Working Group 

on Policy on 

Disaster 

2013 年 

4 月 
国際 
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Prevention and 

Reduction for 

Industrial Parks 

in East Asia, 

Sendai 

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 

独立行政法人

防災科学技術

研究所一般公

開  

2013 年 

4 月 
国内 

Relationship between future 

changes in summertime 

precipitation and 

topography in the Japanese 

islands  

Nobumitsu 

Tsunematsu,  

Koji Dairaku and 

Junpei Hirano 

Japan 

Geoscience 

Union Meeting 

2013 年 

5 月 
国内 

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  

日本地球惑星

科学連合 2013

年大会 

2013 年 

5 月 
国内 

Vulnerability and 

adaptation to climate 

change in water hazard 

assessed using regional 

climate scenarios in the 

Tokyo region 

  

 

Koji Dairaku 

The  

Workshop on 

Water Strategy 

for the World 

Climate 

Research 

Programme 

2013 年 

6 月 
国際 

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  

第 3 回シナリ

オイニシアテ

ィブ会議（ワー

クショップ）  

 

2013 年 

6 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,  

山形与志樹 

平成 25 年度 

第 1 回プロジ

ェクト全体 

meeting  

 

2013 年 

6 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, 

山形与志樹 

平成 25 年度 

気候変動適応

研究推進プロ

グラム第 1 回

研究調整委員

会  

 

2013 年 

7 月 
国内 

Vulnerability and 

adaptation to climate 

change in water hazard 

assessed using regional 

climate scenarios in the 

Tokyo region 

Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado State 

University, Fort 

Collins  

2013 年 

8 月 
国際 

Vulnerability and 

adaptation to climate 

change in water hazard 

assessed using regional 

climate scenarios in the 

Tokyo region  

Koji Dairaku 

Meeting in 

Colorado 

University, 

Boulder  

2013 年 

8 月 
国際 

Methodological Gaps for 

adaptation to climate 

change in East Asia 

  

Koji Dairaku 

International 

conference on 

Adaptation and 

Loss and 

Damage  

Associated with 

Climate Change 

in the Asia 

Pacific: 

Integrating 

Scientific 

Aspects, 

Bangkok 

2013 年 

8 月 
国際 

水害リスクカーブにもと

づく東京都市圏の水害リ

スク評価  

平野淳平, 

大楽浩司  

水文・水資源学

会 2013 年度総

会・研究発表会 

2013 年 

9 月 
国内 
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気候変動ハザード・リス

ク情報の基盤技術開発に

関する研究グループ    

 

大楽浩司,植田宏昭,

上野玄太,高藪出, 

立川康人,田中賢治,

仲江川敏之, 

中北英一,中山恵介  

水文・水資源学

会 2013 年度総

会・研究発表会 

2013 年 

9 月 
国内 

Methodology of flood risk 

assessment in Tokyo 

metropolitan area for 

climate change adaptation  

Junpei Hirano, 

Koji Dairaku  

International 

Workshop on 

Downscaling 

2013, Tsukuba  

2013 年 

10 月 
国内 

Dynamical downscaling for 

regional scale adaptation to 

climate change  

 

Koji Dairaku 

International 

Workshop on 

Downscaling 

2013, Tsukuba  

2013 年 

10 月 
国内 

Effectiveness and Issues of 

Disaster-Risk Information 

for Disaster Preparation 

 

Yuichiro Usuda 

International 

Workshop on 

Downscaling 

2013, Tsukuba  

2013 年 

10 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, 

山形与志樹 

平成 25 年度 

第 2 回プロジ

ェクト全体 

meeting  

 

2013 年 

11 月 
国内 

Relationship between 

topography in Japan and 

future changes in 

summertime precipitation 

obtained from regional 

climate simulations 

Nobumitsu 

Tsunematsu, Koji 

Dairaku and Junpei 

Hirano 

CORDEX2013  
2013 年 

11 月  
国際 

Assessment of flood risk in 

Tokyo metropolitan area for 

climate change adaptation 

Junpei Hirano, 

Koji Dairaku 

American  

Geophysical 

Union Fall 

Meeting 2013 

 2013 年 

12 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 25

年度研究成果

報告会  

2013 年 

12 月 
国内 

降水変動影響を考慮した  

水害リスク評価手法の開
平野淳平,大楽浩司  

SAT テクノロジ

ー・ショーケ

2014 年 

1 月 
国内 
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発 ース 2014 

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,上野玄太  

確率的気候シ

ナリオ情報に

ついての研究

会  

 

 

2014 年 

1 月 

 

国内 

降水変動影響を考慮した

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 2014  

2014 年 

1 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, 

山形与志樹 

平成 25 年度 

気候変動適応

研究推進プロ

グラム 文科省

課題担当者ヒ

アリング会合  

2014 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,上野玄太 

確率的気候シ

ナリオ情報に

ついての研究

会  

2014 年 

2 月 

 

国内 

降水量頻度分布を考慮し

た水害リスク評価手法の

開発  

平野淳平,大楽浩司  
第 58 回水工学 

講演会 

2014 年 

3 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－複数

モデルによる地域気 
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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 

Climate change adaptation 

and  flood risk assessment 

in Tokyo Metropolitan 

Area 

Junpei Hirano,  

Koji Dairaku 

Impacts World 

2013,Internatio

nal Conference 

on Climate 

Change Effects 

2013  1-6 

東京 23区における降水変

動を考慮した水害リスク 

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 

2014 81 7-14 

東京都市圏における水害

統計データの整備  
平野淳平,大楽浩司  

防災科学技術

研究所研究資

料 

2014 385 1-6 

降水量頻度分布を考慮し

た水害リスク評価手法の

開発  

平野淳平,大楽浩司  
土木学会論文

集（水工学）  
2014 70 

1507-

1512 

    

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２６年度業務計画案 

本年度は、土地利用データ，社会経済データを用いた風水害リスク評価を実施するとと

もに、適応シナリオを水害リスク評価モデルに取り込み、適応策を考慮した水害リスク評

価を実施する予定である。 
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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) 業務項目 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 

 

主席研究員 

 

 

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 

 

ア シ ス タ ン

トスタッフ 

山形 与志樹 

 

 

瀬谷 創 

 

高橋 大介 

 

 

吉田 崇紘 

 

 

宮本 有美 

サブテーマ研究グルー

プ統括 

 

都市経済モデルの開発 

 

データ整備・解析補助 

 

 

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２５年度業務目的 

平成 24 年度までに構築した、東京都市圏全域において町丁目レベルの土地利用シミュ

レーションが可能な土地利用モデルを用いて、自治体における適応計画策定を支援するた
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めの独自の適応・緩和シナリオを作成し、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

ナリオの相乗効果（コベネフィット）を考慮したシナリオの構築を行う。 
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(2) 平成２５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。サブテーマ（３－２）では、そこで用いたシナリオ： 

A) Business as usual (BAU) 

B) 緩和シナリオ 

C) 緩和・適応シナリオ 

 補助金シナリオ 

 土地利用規制シナリオ 

のうち、A)、B)、および C) の補助金シナリオの水害リスク評価を行った。その結果、補

助金による緩和（コンパクトシティ）施策において、補助金対象とするゾーンを適応の視

点（水害リスク）を考慮しながら選定することで、大きな水害リスク緩和効果が見込まれ

ることが示された。現時点で、都市のコンパクト化施策は、多くの自治体の都市計画マス

タープランに将来都市像として記述されているが、水害を含む気候災害リスクとの相互作

用の観点が欠けている。本研究の結果は、このような視点の重要性を定量的に示したもの

であるといえる。 

以下、(b) に具体的な内容を示す。 

 

(b) 業務の成果 

 

1) 研究結果 

 従来、東京都市圏のような広域における水害リスク評価は困難であった。しかし、図（１

－２）－２に示したとおり、平成 25 年度に国土数値情報において浸水想定区域の GIS デー

タが公開され、河川ごとにシミュレーションの前提が異なる等の限界はあるものの、広域

評価への道が開かれることとなった。 

以下、まず本データを用いた予備的分析として、浸水想定区域における浸水深の地価へ

の反映を分析した結果を示す。図（３－２）－１に、対象とする 2013 年の公示地価データ

を示す。 
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図（３－２）－１：公示地価データ（2013 年） 

 

水害リスク等の非市場財の価値の計測や、社会資本整備プロジェクトがもたらす便益を

計測する手法の一つである資産価値法においては、土地や住宅といった資産を対象に、ヘ

ドニック・アプローチが用いられることが多い。既往の多くのヘドニック・アプローチを

用いた実証研究の問題点として、除外変数バイアスが考慮されていない点がしばしば指摘

される。これは、興味のある変数が、モデルに導入されていない変数の影響を代わりに説

明してしまうことによって、パラメータ推定値にバイアスが発生してしまう問題である。

これに関して、除外変数は多くの場合、空間的な自己相関を持つ「近隣の土地では、似通

った観測されない要因がある」と考えられるため、この影響を明示的に考慮することで、

除外変数バイアスの効果を緩和することができると考えられる。 

そこで本研究では、代表的な空間的自己相関モデルである、空間ラグモデルを用いたモ

デル構築を行った。地価モデルの構築に際してデータの特性から、被説明変数の地価 [円

/m2] には自然対数をとっている。地価モデルの説明変数としては、最寄駅までの直線距離 

[km]、最寄公園までの直線距離 [km]、容積率 [%/100]、傾斜 [度]、ガス・下水道ダミー、

用途地域ダミーを用いている。用いる変数名の定義を、表（３－２）－１に示す。 
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表（３－２）－１：変数名の定義 

 

 

 表（３－２）－２に、通常の重回帰モデル（基本モデル：BM）、および空間ラグモデル（SLM）

のパラメータ推定結果を示す。BM の自由度調整済み済み決定係数は、住宅、商業、工業用

途それぞれ 0.404、0.671、0.631 となり、特に住宅用途で低い値となった。広域を一つの

関数で説明することの難しさを示す結果といえる。空間パラメータは全用途で正かつ 1%水

準で有意となり、正の強い空間的自己相関の存在が示唆された。 

 浸水深ダミー変数は、住宅用途では、BM では~0.5m と 5m~において、1%水準で負に有意

となった一方で、~1m、~2m においては、（5%水準で有意ではないものの）、符号が正に推定

される結果となった。一方、SLM では、~0.5m，~1m，~2m，~5m において、t-値の大小はあ

るが、係数は負に推定された。5m~では逆に正に推定されたが、5m~に立地する点がわずか

20 点しか無く、効果を安定的に調べるには地点数が少なすぎるといえる。 

 商業用途では、BM では~0.5m が 1%水準で負に有意となったが、SLM では有意ではないと

いう結果が得られた。SLM では、5m~を除けば浸水深が大きいほど、|t-値|も大きいという

自然な結果が得られている（｜・｜は、・の絶対値）。工業用途では、BM ではいずれの浸水

深においても水害リスクが地価に正に影響を与えるという結果となった。一方，SLM では、

5m~を除くと、t-値の大小はあるが、符号は負となった（~5m は 5%水準で負に有意）． 

これらの結果は、除外変数バイアスを考慮しない BM を用いた研究が、誤った政策示唆

を与えてしまう可能性を示しており、興味深い。SLM の結果を正しいものとして解釈すれ

ば、5m~の高い浸水リスクは、いずれの用途においても地価に有意には反映していない可能

性が示唆された。これは高リスク地域への資産の集中を含意するものであり、水害リスク

の低減の観点からは、市場での改善が見込まれない場合、水害保険や土地利用規制を含め

Abbreviation Unit Explanation

Price yen / m
2

Land price price per m
2

Intercept ----- Intercept

Dist_sta km Distance to the nearest train stations

Dist_park km Distance to the nearest city parks

Floor area ratio ratio (%/100) Floor area ratio

Slope angle Average slope angle

Gas (Yes:1, No:0) Gas

Sewerage (Yes:1, No:0) Sewerage

Neighborhood commercial (Yes:1, No:0) Neighborhood commercial districts

Exclusively industrial (Yes:1, No:0) Exclusively industrial districts

Industrial (Yes:1, No:0) Industrial districts

Quasi residential (Yes:1, No:0) Quasi residential districts

C1 residential (Yes:1, No:0) Category 1 residential districts

C1 medium & high rise (Yes:1, No:0) Category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts

C1 low-rise (Yes:1, No:0) Category 1 low rise-rise exclusive residential  districts

C2 residential (Yes:1, No:0) Category 2 residential districts

Flood (Yes:1, No:0) Inside river flood hazard mapped area

  Flood(~0.5m) (Yes:1, No:0) Risk index of river flood (~0.5m)

  Flood(~1m) (Yes:1, No:0) Risk index of river flood (~1m)

  Flood(~2m) (Yes:1, No:0) Risk index of river flood (~2m)

  Flood(~5m) (Yes:1, No:0) Risk index of river flood (~5m)

  Flood(5m~) (Yes:1, No:0) Risk index of river flood (5m~)
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た計画的対応を検討する必要性があるといえる。 

 

 

表（３－２）－２：パラメータ推定結果（BM（重回帰），SLM（空間ラグモデル）） 

（上：住宅，中央：商業，下：工業） 

 

 

 

Coef. t Coef. z

Intercept 9.828 118 0.5245 13.6

Gas 0.5877 23.2 0.0836 11.8

Sewerage 0.6763 15.9 0.1854 16.2

Floor area ratio 0.5949 18.9 0.02767 3.20

Slope 0.009314 2.17 -0.009020 -7.77

Dist_sta -0.2427 -26.55 -0.06401 -25.3

Dist_park -0.1061 -6.87 -0.01400 -3.38

Quasi residential 0.02174 0.306 0.1517 7.96

C1 residential -0.1043 -2.50 -0.02896 -2.59

C1 medium & high rise 0.08118 1.95 -0.03844 -3.45

C1 low-rise 0.5960 12.25 -0.03697 -2.82

C2 residential 0.0671 1.06 0.09222 5.43

  Flood(~0.5m) -0.1138 -3.04 -0.04329 -4.31

  Flood(~1m) 0.01672 0.393 -0.01946 -1.71

  Flood(~2m) 0.07433 1.79 -0.04128 -3.70

  Flood(~5m) -0.07026 -1.49 -0.05069 -4.00

  Flood(5m~) -0.7530 -5.19 0.01352 0.348

Rho 0.9399 301

# of neighbours

Residual standard error

Adjusted R
2

AIC

---

---

---

10

0.1730.640

0.404

-2612.210383.0

Variable                    Model
SLMBM

Coef. t Coef. z

Intercept 8.528 54.0 2.049 14.1

Gas 1.083 14.9 0.3416 7.96

Sewerage 0.7539 5.14 0.2706 3.19

Floor area ratio 0.6034 39.8 0.2548 22.8

Dist_sta -0.1767 -6.21 -0.1430 -8.70

Dist_park -0.04958 -1.93 -0.0009240 -0.0623

Neighborhood commercial 0.7667 14.8 0.1326 4.21

  Flood(~0.5m) -0.1909 -2.72 -0.03332 -0.820

  Flood(~1m) -0.2498 -3.52 -0.1153 -2.81

  Flood(~2m) -0.2094 -3.22 -0.1089 -2.90

  Flood(~5m) -0.2761 -3.93 -0.1593 -3.92

  Flood(5m~) -0.06368 -0.302 -0.008639 -0.0709

Rho 0.7112 58.3

# of neighbours

Residual standard error

Adjusted R
2

AIC

---

1663.93243.4

0.671

Variable                    Model
SLMBM

0.696

---

---

11

0.402
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以下では、(a) で述べた通り、A) Business as usual (BAU)、B) 緩和シナリオ、およ

び C) の補助金シナリオの水害リスク評価を行った結果を示す。H24 年度以前は、広域水害

リスク指標が入手できなかったため、前述の日本の地形・地盤デジタルマップの水害・お

よび液状化マップを、リスク指標として用いていた。しかし今年度は、図（１－２）－２

に示す浸水深データが入手できたため、これを用いた研究を行った。 

 図（３－２）－２、図（３－２）－３に B) 緩和シナリオ、および C) の補助金シナリオ

における人口分布を、BAU シナリオとの差分として表した結果を示す。緩和シナリオでは、

集積地において人口が増加し、特に 23 区周辺で人口が減少する傾向が見られる。一方で、

C) の補助金シナリオでは、B) と分布は類似しているものの、水害リスクが高い地域では

人口増加が見られず、減少していることが分かる。 

 

Coef. t Coef. z

Intercept 10.22 65.2 1.707 10.6

Gas 0.4614 7.85 0.1050 4.49

Sewerage 0.5084 5.91 0.1800 5.37

Floor area ratio 0.5171 9.16 0.1075 4.59

Slope 0.04761 2.71 -0.004952 -0.728

Dist_sta -0.2774 -10.0 -0.07581 -6.79

Dist_park -0.09213 -0.967 -0.09338 -2.54

Exclusively industrial -0.4916 -5.99 -0.3726 -11.7

Industrial -0.3527 -4.49 -0.2600 -8.53

  Flood(~0.5m) 0.07986 0.896 -0.003334 -0.0968

  Flood(~1m) 0.1734 2.04 -0.03961 -1.20

  Flood(~2m) 0.2084 2.59 -0.06000 -1.91

  Flood(~5m) 0.2691 3.26 -0.08473 -2.60

  Flood(5m~) 0.4635 2.14 0.004847 0.0576

Rho 0.8326 56.7

# of neighbours

Residual standard error

Adjusted R
2

AIC 901.6 -30.3

0.561

---

---

0.217

10

0.631

---

Variable                    Model
SLMBM
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図（３－２）－２ 人口分布の差異 

（左：BAU－緩和シナリオ、右：BAU－土地利用規制シナリオ） 
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図（３－２）－３ 人口分布の差異（東京 23 区付近を拡大） 

（左：BAU－緩和シナリオ、右：BAU－土地利用規制シナリオ） 

 

 この結果をもとに、期待被害額のシナリオ間差異の評価を試みた。評価は、『治水経済調

査マニュアル』の手法をそのまま用いて行うが、本研究では、世帯の土地利用規制のみを

扱っているため，家庭用品，家屋の部分の期待被害額減少額を計測した。前提条件として、

1, 2 階居住割合はモデルキャリブレーション時（2000 年）の値を固定し、2m 以上であれ

ば、2 階部分も被害を受けると仮定した。また、治水経済調査マニュアルにおける被害率

は地面勾配によって異なる値が設定されているが、ここではデータの制約から平均値を用

いた。さらに、年超過確率は、氾濫シミュレーションの前提から、p 年に 1 度であれば、

1/p と設定した（国土数値情報、浸水想定区域データにおいて提供されている）。 
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これらの前提より毎年の期待被害額を推計し、利子率 4%で 50 年間積み重ねた結果、緩

和シナリオでは、BAU と比較して 720 億円、土地利用規制シナリオでは、3020 億円の期待

被害額の軽減効果が見込まれることが分かった。無論、本計算は広域を対象とした粗いも

のであり、数値自体が意味を持つためには、費用との比較が不可欠となる。しかし、本期

待被害額推計結果のみからも、コンパクトシティ施策の補助金対象の選定において、水害

リスクを考慮することによって、大きなリスク低減効果が得られる可能性が示されたとい

うことはできよう。現時点で、都市のコンパクト化施策は多くの自治体の都市計画マスタ

ープランに将来都市像として記述されているが、水害を含む気候災害リスクとの相互作用

の観点が欠けている。本研究の結果は、このような視点の重要性を定量的に示したもので

あると考える。 

なお、本年度は自治体関係者として、ニューヨーク市で長年都市計画部局の実務に携わ

った Stevens Institute of Technology の Alexandros Washburn 氏と研究結果の内容およ

び実装について議論し、協力関係を構築した。また、Flinders University の Simon Benger

氏と、研究成果の海外展開についても議論を開始しており、平成 26 年度にプロトタイプモ

デルの構築を計画している。 

 

農業の洪水リスクに関する検討を行った。洪水のリスクを大きく外水氾濫と内水氾濫に

分けて検討を行った。 

まず、最初に検討を行ったのは外水氾濫のリスクの検討である。外水氾濫は主に平野部

で発生するが、大河川の流れる平野部では水田としての利用が卓越している。水田におけ

る洪水被害の推定は小林ら121314が、数値モデルを用いて氾濫の程度を予測している。しか

し、実際の被害は、筆者らが指摘しているように、浸水深に加えて湛水時間が重要となる。

これに加え、水田の場合は、水稲の生育ステージがどの段階にあるのかも重要となる。水

稲は基本的に湛水に強い作物である。水稲が湛水による被害を受けるケースは、稲の生長

が十分ではないとき（高さが低いとき）に、湛水した場合に限定される。このようにイネ

の被害額を推定するには、洪水の範囲以上に、浸水深と湛水時間が重要であるということ

は、外水氾濫のポイントおよび河川水の流出量の設定によって、単位面積あたりの被害学

の空間分布が大きく異なることとなる。また、外水氾濫の頻度が少ないため、数値シミュ

レーションの値を農産物の被害額に置き換えることの精度に問題がある。また外水氾濫に

より、農作物ではなく水田そのものへの被害もある。例えば、水田に砂または礫と言った

土砂が水田に体積することによる被害である。このような検討も行われているが（例えば

稲葉ら15、外水氾濫によるイネの被害推定に必要となる、氾濫の範囲、浸水深さ、湛水時

間に加えて、土砂の堆積も推定しなければならず、その予測精度には大きな不確実性を伴

                                                   
12 小林  健一郎、寶  馨、洪水氾濫シミュレーションによる農地の作物被害の推定、京都大学防災研究

所年報  (52), 19-27, 2008 
13 小林  健一郎、寶  馨、洪水氾濫シミュレーションによる農地の作物被害の推定、京都大学防災研究

所年報 . B, 52(B), 19-28, 2009-06-01 
14  小林  健一郎、寶  馨、洪農地被害の洪水氾濫シミュレーションによる推定、農地被害の洪水氾濫シ

ミュレーションによる推定  

15 稲葉  一成、早川  嘉一、7.13 水害の破堤による水田での土砂堆積被害、農業土木学会誌、74(4), 325-328, 

2006 
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う。以上より、外水氾濫による農業被害の影響が困難であることが判明した。 

 次に内水氾濫の被害についての検討を行った。内水氾濫は主に降雨による水が、平坦な

地域や窪地に長期間にわたって浸水が発生する現象である。外水氾濫とはことなり、浸水

深が大きくないことがその特徴である。内水氾濫では、水田での被害が出ることは稀であ

り、主に野菜などの蔬菜類において被害が出やすい災害である。また、平坦土地・窪地で、

排水性の低い土地で発生しやすい。このような問題に対し、東尾ら 16は湛水期間と各種作

物の収量の低下に関しての研究や、被害軽減の技術に関しての研究を行っている。この中

で、「圃場傾斜・均平化技術の導入効果と条件」において、技術導入に対して被害額がどの

ように変化するか検討を行っている。この中で被害レベルの経済評価は非常に簡便な方法

で行われており、未然の被害を金額換算することが困難であることを示唆している。一方

で、湛水状況から被害額を推計することはこれまでも行われてきた。災害統計に出てくる

被害額はこのような方法で求められている。災害統計では、市町村ごとの農業被害額が出

ているが、これは都道府県の担当部署が、各出先機関から得られた農地ごとの被害状況を

パーセンテージで報告し、その農地の作物ごとに分類をしたのちに、作物の市場価格を乗

じている。被害状況は程度別影響面積として、5 段階に分けたパーセンテージ化を行って

いる。30%以下（0%と扱う）、30～50%（60%と扱う）、50～70%（80%と扱う）、70～90%（80%

と扱う）、90%以上（95%と扱う）となっている。このパーセンテージは、現地委赴いての目

視による推計や、聞き取り調査によるものである。これを都道府県が集計し、国に報告を

行っている。都道府県の集計段階では、市町村ごとの作物種別・被害種別ごとのデータで

あるが、一般に公開されているデータは、市町村ごとの被害額または都道府県ごとの作物

種別被害額となっている。湛水被害をもたらすような降雨は、台風や梅雨によるものが大

半であるが、これは地域格差が大きい。市町村ごとの作物種別の被害のデータの収集を行

うことが必要であり、茨城県からそのデータを提供頂いた。茨城県から提供頂いたデータ

は、平成 16 年以降の気象イベントごとにおける農業被害の市町村別、作物種別の被害デー

タである。このデータを整理して検討を行ったところ、湛水による農作物の被害は大規模

なものが 1 件（平成 16 年台風 22 号）の他は、小規模から中規模なものが 11 件（平成 17

年台風 7 号、平成 18 年 10 月上旬大雨、平成 18 年 10 月下旬大雨、平成 18 年 12 月大雨、

平成 19 年台風 9 号、平成 20 年 8 月下旬大雨①、平成 20 年 8 月下旬大雨②、平成 21 年 8

月大雨、平成 23 年 8 月大雨、平成 23 年 9 月台風 15 号、平成 24 年台風 4 号）発生してい

る。近年（平成 23 年以降）のデータに関しては、被害状況が報告されているが、それ以前

のデータに関しては、同じレタスの被害でも淡水被害なのか、風による葉の損傷なのか不

明である。また、各市町村ごとのデータとして集計を行うと、この 10 年間で被害報告され

た大雨・台風は 0～3 回程度しかないことが判明した。統計的な処理を行うには、より多く

の（長期の）データが必要である。また、農業被害のデータについては、収穫量の減少と

いう直接的な被害額のみを算定している。実際には、生育が遅れることによる出荷回数の

減少がもたらす経済損失もあるのだが、それらの情報は収集されていない。このために、

                                                   
16 「関東地域・ロジ野菜産地における降雨リスク軽減技術の確立」研究成果選集、農業・食品産業技術

総合研究機構 野菜茶業研究所、2009 

 



59 

 

被害の頻度と金額が過小になっていることがわかった。 

 市町村ごとの被害状況が得られたことにより、被害の空間的な分布について検討するた

めに、現地に赴いて聞き取りの調査を行った。聞き取りが災害直後で無いため明確なデー

タとはならないが、淡水被害が起こった農地は、地図に現れないような窪地であったりし

た。また、暗渠排水の設備がある農地では被害が少ないこともわかった。しかし暗渠排水

の状況（空間分布）に関してのデータは得ることが出来ない。また、農法の違い（例えば

高畝栽培を行っている地域は被害が小さいとの報告があった）が被害に影響を与えている

ため、平坦な地域では地形以外の要素がかなり大きいことが判明するとともに、それらの

データの収集は困難であると考えられる。 

 

2)結果と今後の課題 

 作業は概ね予定通り完了した。平成 26 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、多面的なシナリオの評価、サブテーマ間の連携を行っていく予定である。 

 

(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） 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 

Integrated CO2 emissions 

evaluation system for climate 

change mitigation and  

flood risk adaptation 

scenarios 

Kumiko Nakamichi, 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya 

Computers in 

Urban Planning 

and Urban 

Management 

(CUPUM) 

2013 年 

7 月 

国際 

 

A multilevel model based 

Hedonic analysis of 3D 

visibility: An empirical case 

study in baycity Yokohama 

Yoshiki Yamagata, 

Daisuke Murakami, 

Hajime Seya, 

Morito Tsutsumi 

Computers in 

Urban Planning 

and Urban 

Management 

(CUPUM) 

2013 年 

7 月 

国際 

 

Assessment of CO2 emissions 

under land-use scenarios 

considering climate 

mitigation and flood risk 

adaptation in the Tokyo 

Metropolitan Area 

Kumiko Nakamichi, 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya 

International 

Geographical 

Union (IGU) 2013 

2013 年 

8 月 

国際 

 

Integrating climate and 

disaster risk managements 

into the urban resilience 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya, 

Matsui Kanae, 

Kumiko Nakamichi, 

International 

Geographical 

Union (IGU) 2013 

2013 年 

8 月 

国際 
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Yoshiki Kinehara, 

Tsuyoshi Inoue 

Hedonic analysis of flooding 

risk in Tokyo using a spatial 

econometric model with 

endogenous explanatory 

variables 

Hajime Seya, Sho 

Kuroda, Daisuke 

Murakami, Yoshiki 

Yamagata, Morito 

Tsutsumi 

International 

Geographical 

Union (IGU) 2013 

2013 年 

8 月 

国際 

 

Spatially explicit urban 

land-use model for managing 

climate risks 

Hajime Seya, 

Yoshiki Yamagata, 

Kumiko Nakamichi 

International 

Geographical 

Union (IGU) 2013 

2013 年 

8 月 

国際 

 

Graph partitioning algorithm 

for designing resilient local 

communities electricity 

sharing system（招待講演）  

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya, and 

Sho Kuroda 

19th International 

Symposium on 

Artificial Life and 

Robotics(AROB 

19th 2014) 

2014 年 

1 月 

国際 

 

Spatially explicit land use 

and energy scenario of Tokyo 

using household level 

microdata 

Hajime Seya, 

Yoshiki Yamagata, 

and Kumiko 

Nakamichi 

ICUE 2014, Green 

Energy for 

Sustainability 

Development 

(19-21 March 

2014) 

2014 年 

3 月 

国際 

 

Smart community clustering 

for sharing local green energy 

Yoshiki Yamagata, 

Hajime Seya, and 

Sho Kuroda 

ICUE 2014, Green 

Energy for 

Sustainability 

Development 

(19-21 March 

2014) 

2014 年 

3 月 

国際 

 

 

 

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

ナリオの CO2 排出量評

価 

中道久美子, 山形与

志樹, 瀬谷創 

土木学会論

文集 D3 
2013 69 I_381–I_389 

水害リスクがマンショ

ン価格に与える影響に

関するヘドニック分

瀬谷創，山形与志樹，

村上大輔，堤盛人 

ジャレフ・ジ

ャーナル 
2013 6 17–36 



61 

 

析：内生変数を考慮し

た空間計量経済モデル

の適用 

Spatial electricity 

sharing system for 

making city more 

resilient against 

X-Events 

Yoshiki Yamagata and 

Hajime Seya 

Innovation 

and Supply 

Chain 

Management 

2013 7 75–82 

CO2 emissions 

evaluation considering 

introduction of EVs and 

PVs under land-use 

scenarios for climate 

change mitigation and 

adaptation - Focusing on 

the change of emission 

factor after the Tohoku 

Earthquake 

Kumiko Nakamichi, 

Yoshiki Yamagata, and 

Hajime Seya, 

Journal of the 

Eastern Asia 

Society for 

Transportation 

Studies 

2013 10 1025–1044 

Simulating a future 

smart city: An 

integrated land 

use-energy model 

 

Yoshiki Yamagata 

and Hajime Seya 

Applied 

Energy 
2013 112 1466–1474 

Proposal for a local 

electricity-sharing 

system: A case study of 

Yokohama city, Japan 

Yoshiki Yamagata and 

Hajime Seya 

IET 

Intelligent 

Transport 

Systems 

2014 
in 

print 
 

 

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２６年度業務計画案 

平成 25 年度までに構築した、東京都市圏全域の町丁目レベルの都市経済モデルを用い

て、自治体関係者との議論に基づき、自治体における適応策策定を支援するための独自の

適応・緩和シナリオを作成する。特に、適応策・緩和策の相乗効果（コベネフィット）や

相殺効果（トレードオフ）を定量的に明らかにする。シナリオ構築にあたっては、研究テ
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ーマ（３－１）から得られるリスク評価を活用し、またシナリオ分析の結果やデータを１

－１、３－１に提供し評価手法の検討を行う等、緊密な連携を行う。また，手法の汎用性

を示すために、国内（名古屋を予定）、国外（アデレードを予定）のテストサイトでのモデ

ル構築を試み、他地域への応用可能性について議論するとともに、他地域適用におけるデ

ータの入手可能性の検討、海外適用におけるモデル構造の変更について検討を行う。 

 


