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1．はじめに
平成時代は災害の多い 30 年であったと言われてい

ます。令和時代はそうでないことを願っていますが、
平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、平
成 30 年の台風第 21 号と第 24 号、令和元年の台風第
15 号（房総半島台風）と第 19 号（東日本台風）、令和
2 年 7 月豪雨と、近年は毎年のように激しい気象災害
に見舞われ、残念ながら多くの方が亡くなり、その中
には土砂災害による犠牲者が少なからず含まれていま
す。防災施設の設計時に想定された現象を上回ること
が起こっているという面もあるのではないかと思われ
ます。

近年の気象災害を振り返り、これらに立ち向かうた
めのヒントを探りたいと思います。

2．温暖化と気象災害の激化
2．1  温室効果ガスの急増

地球の大気中に温室効果ガスや雲などがあるため
に、地表気温が 15℃程度となり、我々は快適に生きて
いけます。

しかし、その温室効果ガスの約 4 分の 3 を占める二
酸化炭素は、それまで緩やかに増減していたのが、産
業革命以降は明瞭な増加に転じ、最近の数十年は急激
に増加しています。2018 年の二酸化炭素の平均濃度は
407.8ppm で、工業化以前（1750 年頃、約 278ppm）に
比べて 47% 増加しました（図-1）。
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 図-1 　これまでの二酸化炭素濃度の変化
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2．2  世界と日本の気温の変化

過去 100 年余りの世界の気温の変化を見ると、2019 年
は、1891 年の統計開始以降で 2 番目に高い値となり、
また、最近 5 年（2015 〜 2019 年）は、すべて歴代
5 位以内となりました。100 年あたり 0.74℃の割合で上
昇しています。特に 1990 年代半ば以降、高温となる
年が多くなっています（図-2）。

次に、過去 100 年余りの我が国の気温の変化を見る
と、2019 年は、統計を開始した 1898 年以降で最も高
い値になりました。

日本の年平均気温は、長期的には 100 年あたり 1.24℃
の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温
となる年が多くなっています（図-3 右）。

近年、世界と日本で高温となる年が頻出している要

因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に
伴い地球規模で気温が長期的に上昇する地球温暖化の
影響が考えられます。また、エルニーニョ現象などの
数年〜数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動
の影響も受けています。

世界的には北半球の中高緯度帯での気温の上昇が大
きい傾向が見られます。これは雪氷が融解してしまう
ことで、さらに温暖化が加速するという正のフィード
バックが働くためです。このため、中緯度帯に位置す
る日本も世界平均と比べて温度上昇のペースが速いの
です（図-2 右）。

なお、この日本の平均気温の算出には、長期的に均
質な観測を行っている上に都市化による影響が小さい
と考えられる網走から石垣島の 15 観測地点のデータ
を用いています（図-3 左）。

 図-2 　世界の気温変化（気象庁資料より）

 図-3 　日本の気温変化（気象庁資料より）
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2．3  我が国のこれまでの気候変化

2. 3. 1  気温の上昇
我が国の平均気温の上昇の結果、猛暑日、熱帯夜、

冬日の日数にも変化が現れています。全国の猛暑日の
年間日数（30 年平均）は、約 80 年前と比べて約 2.9 倍に、
熱帯夜は約 2.6 倍に、逆に冬日は約 2 割減少していま
す（図-4）。

2. 3. 2  降水量の増加
100 年以上のデータがある全国の日降水量 100 ミリ

以上の雨の平均年間日数（30 年平均）は、90 年前と
比べて約 4 割増加し、同様に日降水量 200 ミリ以上の
雨は約 7 割増加しています（図-5）。

全国の 1 時間降水量 50 ミリ以上の「滝のように降る
雨」の平均年間発生回数（10 年平均）は、約 30 年前
と比べて約 4 割増加し、同様に 80 ミリ以上の「息苦

 図-4 　暑い日、寒い日の変化（気象庁資料より）

 図-5 　雨の降り方の変化（日降水量）（気象庁資料より）
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しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じるような雨」
は約 7 割増加しています（図-6）。

長く続く強い雨についても増える傾向が見られま
す。40 年間余りのアメダスによる年最大 72 時間降水
量は過去 30 年で約 10％上昇しており、極端な大雨の
強さが増大する傾向が見られています（図-7 左）。

一方で、雨の降る日全体では減っています。全国の
日降水量 1 ミリ以上の平均年間日数（30 年平均）は、
約 90 年前と比べて約 1 割減少しています（図-5 左下）。

2．4  我が国のこれからの気候変化の予測

2. 4. 1  気温の上昇
気象庁が平成 29 年 3 月に公表した「地球温暖化予測

情報第 9 巻」によると、もし二酸化炭素の排出が抑制
されなければ、20 世紀末と比べて 21 世紀末には日本
付近の気温が 3.3 〜 4.9 度上昇すると予測されています

（図-8）。
過去 100 年余りの世界の気温の変化の特徴として、

北半球の中高緯度帯での気温の上昇が大きい傾向が見
られますが、日本付近の気温の予測でも北ほど大きい
傾向が見られます。

東日本太平洋側は 4.3 度上昇すると予測されていま
すから、東京の現在の平均気温 15.4 度が 19.7 度になる
ということです。屋久島の現在の平均気温が 19.4 度で
すから、単純に考えれば、東京が屋久島の気温になる
ということです。

最高気温が 35℃以上の日である猛暑日の年間日数
は、沖縄・奄美で 54 日程度増加するなど、全国的に
有意に増加します（図-9）。

地域別で見ると、南ほど猛暑日の増加日数が大きく
なる傾向があります。これは、南ほど、もともと現在
でも 35℃に近い日が多いために、平均値が上昇するこ
とで急激に猛暑日が増加するのだと考えられます。 

 図-6 　雨の降り方の変化（1 時間降水量）（気象庁資料より）

 図-7 　雨の降り方の変化（72 時間降水量と上空の水蒸気）（気象庁資料より）
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2. 4. 2  降水量の増加
同様に、このまま二酸化炭素の排出が抑制されない

場合、1 時間降水量 50 ミリ以上の短時間強雨の年間発
生回数は全国的に増加し、今世紀末には前世紀末と比
べ、全国平均では 2 倍以上になると予測されています

（図-10）。
北日本の将来は現在の東日本太平洋側並みに、東日

本太平洋側の将来は現在の西日本太平洋側並みに、西
日本太平洋側の将来は現在の沖縄・奄美並みに降るこ
とになります。たとえば、東京が、将来、四国並みの
雨の降り方になるということです。

既に北日本でも、これまで考えられなかったような
豪雨災害がみられるようになってきていますが、平成
30 年 7 月豪雨など近年の西日本の豪雨は、これまで比
較的豪雨災害に見舞われなかった地域の方々にとって
も、まさに、他人事ではなくなるということです。

一方で、雨の降らない日も増えると予測されていま
す（図-11）。

この傾向は過去約 100 年のデータでも見られていま
す（図-5 左下）。

一見、大雨が増えることと相反するように思えます
が、実は、どちらも気温の上昇により引き起こされる

ことと説明できます。地球温暖化により気温が上昇す
ることで、空気中に蓄えることができる水分量であ
る飽和水蒸気量が大きくなります。実際の現象はもっ
と複雑ではありますが、雨が降るときは大気中の水分
がすべて凝結して降水となったと単純化して考えます
と、1 回に降る雨の量が多くなることになります。

一方で海面水温が上昇することにより大気への蒸発
量は 1 度上昇すると約 2 パーセント程度増えるのです
が、それよりも、飽和水蒸気量の増加のほうが 1 度の
気温上昇につき約 7 パーセントと大きいので、大気中
の水蒸気が降水によって「空

から

」になってから、また「満
水」になるまでの間隔が開くことになります。このため
に、雨の降らない日が増えることとなるというのです。 

このことは、和風庭園の「ししおどし」の竹筒が大
きくなった場合を想像すると納得できると思います。

3．近年の気象災害と教訓
3．1  平成 29 年 7 月九州北部豪雨

梅雨前線が 7 月 5 日から 6 日にかけて西日本に停滞
し、この影響で、九州北部地方を中心に大雨となりま

 図-8 　年平均気温の変化（気象庁資料より）

 図-10 　短時間強雨の変化（気象庁資料より）

 図-9 　猛暑日の年間日数の変化（気象庁資料より）

 図-11 　無降水日数の変化（気象庁資料より）
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した。九州北部地方では、対馬海峡付近に停滞した梅
雨前線に向かって暖かく非常に湿った空気が流れ込
み、線状降水帯が形成された影響で記録的な大雨とな
りました。

気象庁は 5 日 17 時 51 分に福岡県、19 時 55 分に大
分県に、大雨特別警報を発表しました。

福岡県及び大分県では、5 日昼頃から夜遅くにかけ
て猛烈な雨が降り続き、福岡県朝倉市で 129.5 ミリの
1 時間降水量を観測したほか、最大 24 時間降水量は福
岡県朝倉市で 545.5 ミリ、大分県日田市で 370.0 ミリと
なって平年の 7 月の降水量を超えるなど、統計開始以
来の 1 位の値を更新しました。

7 月 5 日の午前中は青空がのぞいていたということ
ですから、雨が降り始めたら、直ぐ止むかも知れない
と思い、雨宿りして様子を見ていた人もいるのではな
いでしょうか。ところが、雨はどんどん激しくなり、

レーダーとアメダスのデータから推定した解析雨量に
よると、朝倉市では半日ほどで 900 ミリ以上の豪雨と
なりました（図-12）。これでは、降り始めから身動き
が取れないままに洪水に巻き込まれた方もいたのでは
ないかと思います。このような状況では、「自助」だ
けで命を守るのは無理かも知れません。

3．2  平成 30 年 7 月豪雨

西日本から東海地方を中心に広い範囲で数日間大雨
が続き、その総雨量は 1982 年以降の豪雨災害時の雨
量と比べて極めて大きいものとなりました（図-13）。

7 月 5 日から 8 日にかけては、西日本付近に停滞し
た梅雨前線に向けて、極めて多量の水蒸気が流れ込み
続けるとともに、局地的には線状降水帯が形成されま
した。

 図-12 　平成 29 年 7 月九州北部豪雨の朝倉市の雨量（気象庁資料より）

■全国のアメダス地点（比較可能な９６６地点）で観測された降水量の総和
（１９８２年１月上旬から２０１８年７月上旬における各旬の値の度数分布）

降水量の総和(mm)
 図-13 　平成 30 年 7 月豪雨の降水量の総和（気象庁資料より）
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この広域で持続的な大雨をもたらした要因は、梅雨
前線が、非常に発達したオホーツク海高気圧と日本の
南東に張り出した太平洋高気圧との間に停滞したこと
です。それぞれの高気圧の強まりには上層の寒帯前線
ジェット気流及び亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行が
持続したことが影響しました。

これらの背景として、地球温暖化に伴う気温の上昇
と水蒸気量の増加が寄与したと考えられます。

6 月 28 日から 7 月 8 日にかけての総雨量は、四国
地方で 1,800mm、東海地方で 1,200mm を超えるなど、
7 月の月降水量平年値の 2 〜 4 倍となったところもあ
りました。また、48 時間降水量、72 時間降水量などが、
中国地方、近畿地方などの多くの地点で観測史上 1 位
となりました（図-14 左）。

この豪雨により、広島県、岡山県、愛媛県をはじめ
広い範囲で甚大な被害が発生し、死者・行方不明者は
232 名となりました。

この豪雨では、多くの教訓が得られましたが、中で
も、多くの被害が、災害リスクが高いと公表されてい

た地域で発生したことが特筆されます。
岡山県倉敷市真備地区の浸水範囲は、ハザードマッ

プで示されている浸水想定区域と概ね一致しており、
犠牲者のほとんどが非流出家屋の屋内で被災した可能
性があり、また、土砂災害による死者のうち、約 9 割
が土砂災害警戒区域内などで被災しました。

3．3  平成 30 年の台風第 21 号と第 24 号

台風第 21 号と第 24 号に伴って、多くの観測地点で、
最大風速や最大瞬間風速の記録が更新され、交通障害
やライフラインへの被害が発生しました（図-15）。

記録的な暴風をもたらした台風でしたが、犠牲者が
少なかったこともあり、7 月豪雨の影に霞んでいるか
も知れません。犠牲者が少なかったのは、7 月豪雨な
どの教訓が活かされ、対策がしっかり取られた側面が
あるのではないかと思います。このような成功体験も
記憶に留めておきたいところです。

 図-14 　平成 30 年 7 月豪雨と猛暑（気象庁資料より）

 図-15 　平成 30 年台風第 21号（左）と第 24 号（右）の最大瞬間風速（気象庁資料より）
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3．4   令和元年台風第 15 号（房総半島台風）と
第 19 号（東日本台風）

台風第 15 号では、房総半島付近を中心に暴風による
被害をもたらし、気象庁は、台風としては初めて「令
和元年房総半島台風」と命名しました。

台風第 19 号では、東日本や東北地方を中心に大雨に
よる被害をもたらし、気象庁は「令和元年東日本台風」
と命名しました。

台風第 15 号と第 19 号に伴って、多くの観測地点で、
最大瞬間風速、最大 24 時間降水量などの記録が更新
されました（図-16）。

特に台風第 19 号では、大雨の影響で、広い範囲で河
川の氾濫が相次いだほか、土砂災害や浸水害が発生し
ました。10 月 10 日から 13 日までの総降水量が多いと
ころで 1,000 ミリを超えました。台風が接近・上陸し
た 10 月 12 日から 13 日にかけての半日から 1 日程度
で静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に
短時間に非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、12、24 時

間降水量を中心に多くの地点で観測史上 1 位を更新し
ました。

これらの台風により、人的被害やライフラインへの
被害、交通障害が発生しました。特に、台風第19号では、
引き続いた大雨と合わせて、多くの犠牲が出ました（死
者 104 名、内 7 名は関連死）。

3．5  令和 2 年 7 月豪雨

九州をはじめ、岐阜県、長野県、山形県などで、1
〜 72 時間の降水量の記録を更新した地点が多数見ら
れ、特に 7 月 3 日〜 4 日には熊本県を中心に記録的な
大雨となるなど、7 月末にかけて各地で大雨による甚
大な被害が発生しました（図-17 左）。

また、東北地方、東日本太平洋側、西日本では、
1946 年の統計開始以降、7 月として降水量の多い記録
を更新し、これらの地域に加え、東日本日本海側でも
日照時間の少ない記録を更新しました。

気象庁は、この一連の豪雨に関し、4 日 4 時 50 分

 図-16 　令和元年台風第 15 号（左）と第 19 号（右）で観測史上 1 位を更新した地点（気象庁資料より）

 図-17 　令和 2 年 7 月豪雨と猛暑（気象庁資料より）
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に熊本県、鹿児島県の 2 県に、 6 日 16 時 30 分に福岡
県、佐賀県、長崎県の 3 県に、8 日 6 時 30 分に岐阜県、
6 時 43 分に長野県の 2 県に大雨特別警報を発表しま
した。

3．6  猛暑

平成 30 年 7 月は記録的な高温となり、東日本の 7 月
の月平均気温は平年より 2.8 度高く、1946 年の統計開
始以来第 1 位となりました（図-14 右）。

猛暑日日数の年間総和が 1976 年以降で最大となり、
埼玉県熊谷市で歴代全国 1 位の 41.1℃を観測しました。

令和 2 年 8 月は西日本と東日本で記録的な高温と
なりました（図-17 右）。全国の気象台・測候所など
153 地点のうち 50 地点で 8 月平均気温の記録を更新し、
浜松では歴代全国 1 位タイの 41.1℃を観測しました。

4． 温暖化と気象の激化は本当に 
関係があるのか

我が国では、長期的には極端な大雨の強さが増大す
る傾向がみられており、アメダス地点の年最大 72 時
間降水量の基準値との比には、過去 30 年で約 10％の
増加傾向がみられます（図-7 左）。その背景要因とし
て、地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向ととも
に、大気中の水蒸気量も長期的に増加傾向にあること
が考えられます（図-7右）。なお、理論上、気温が 1℃
上昇すると、飽和水蒸気量が 7％程度増加することが
知られています。

しかし、個々の豪雨については、気圧配置などの要
因のほうが大きいため、温暖化がどの程度影響してい
るかを示すことはできていませんでした。

気象庁気象研究所では、令和 2 年 7 月豪雨のうち、
7 月 3 日〜 4 日の熊本県を中心とした大雨について、
近年の気温上昇量を除去した事例と除去しない事例に
ついて、高解像度の気象モデルを用いた再現実験を速
報的に行いました。その結果、過去 40 年の気温上昇
量を除去した実験に比べ、除去しない実験のほうが降
水量が多くなりました。

大雨の発生確率も含めた定量的な評価は、過去の気
候を模した大量の実験を行い、気温上昇量を除去した
実験と除去しない実験の比較から確率的に推定する手
法などによる、さらなる研究の成果を待つ必要があり
ますが、今回の一連の大雨においては地球温暖化によ
る長期的な水蒸気量の増加が降水量を増やした可能性
があることが示されたのです。

5． 近年の気象災害と猛暑が暗示 
すること

近年の気象現象が激しくなってきたことを裏付ける
データを示してきましたが、これらのデータを見るま
でもなく、既に肌で感じている方も多いのではないで
しょうか。とは言え、今世紀末のこととなると、なか
なか我が事としては捉えきれないかも知れません。

そこで、少し視点を変えてみたいと思います。
大雨については、温暖化の影響が見え始めているこ

とが示されましたが、印象としては、それ以上に激化
しているように感じてしまいます。

台風については、過去のデータでは発生数や強い台
風の割合に長期的な変化は認められませんが、気象庁
の「異常気象レポート 2014」によると、発生数は減
りますが平均強度は増すと予測されています。平成
30 年と令和元年には観測史上 1 位の最大瞬間風速など
を更新する台風が続き、令和 2 年台風第 10 号も非常
に強い勢力で九州に接近しました。このように、近年、
強い台風の来襲が印象に残ります。

猛暑については、平成 30 年 7 月の東日本は記録的な
高温で、平年より 2.8 度高かったことを紹介しました
が、今世紀末には東日本太平洋側の気温は温暖化によ
り 4.3 度も上昇すると予測されていますので、同じ気
温なら平年より 1.5 度低い冷夏ということになってし
まいます。

このように、近年の豪雨も猛暑も、速いペースで激
化していく現実を見ているのであればより深刻です
が、少なくとも、今世紀末の状況を先取りして我々に
見せてくれているのか、あるいは、我々が将来の状況
をイメージしやすいように見せてくれているように感
じてしまいます。

こう感じるのは主観的で、科学的には正しくないか
も知れませんが、これを機会に我が事として捉えるこ
とができれば、決して悪いことではないように思い
ます。

6．我が国は災害先進国か
我が国では、近年、河川などの整備により気象災害

による被害が激減してきましたが、一方で、温暖化に
より災害が年々激化し、加えて、人口集中や開発など
による社会の脆弱化により、人的被害が減少しない状
況が続いているようにも見えます。

日本は、防災先進国としてアジアの国から尊敬され、
期待されていると感じたことがあります。多くの災害
を経験し、経済力、科学・技術力があり、国民の教育
レベルも高いので、自分たちの国とは違う理想的な防
災対策が実現しているのではないか、という尊敬と期
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待です。
ところが、平成 30 年 7 月豪雨で多くの方が犠牲に

なったことをある国の気象庁長官に話した時に、その
尊敬と期待に十分応えられていないのではないかと感
じたのです。大雨などが精度良く予測され、各種の防
災情報が事前に提供されていたにもかかわらず多数の
犠牲者が出たことは、教育レベルが十分でない国であ
れば仕方がないが、日本でそのようなことが起こると
は信じられない、と大変驚かれたのです。

正常性バイアスが正しい防災行動を妨げている一因
との分析もありますが、防災情報を正しく理解し、正
しい防災行動に移すことができる力である「防災リテ
ラシー」がまだ不足しているのではないかと思われ
ます。

我々一人ひとりが防災リテラシーを高め、自らを守
るとともに、是非とも、各国からの尊敬と期待にも応
えたいものです。

7．ICT の活用
今後さらに激化する自然災害に対抗するためには、

産学官の多方面から英知を結集して多面的に防災に取
り組む必要があると考えています。

適切な防災行動を阻む難敵の一つは「正常化の偏見
（正常性バイアス）」であり、この魔物への対策として
は、各個人に迫りくる、あるいは各個人の周辺に潜む
危険をなるべく具体的にイメージできるようにするこ
とが有効な対策の一つだと思います。

発生頻度が低い大規模災害の危険性を我が事として
イメージするのはなかなか困難ですが、これを可能に
する手段として、ICT に期待を寄せています。

迫り来る災害などをスーパー・コンピュータでシ
ミュレーションして、具体的に見せられれば、避難を
躊躇する人の背中を押してくれるのではないかと思い
ます。

ただし、きれいなシミュレーションの絵を見て、そ
れが実際に起こる現象であり、それ以上の厳しい状況
にはならないと、無意識に思う危険性があります。ま
さに、正常化の偏見です。これにもうまく対処すれば、

共に災害に立ち向かう頼もしい味方になると期待して
います。

今年は、新型コロナウイルス感染への懸念も避難を
躊躇させる一因になった可能性が指摘されています
が、避難してきた人数の自動計測と情報共有や、飛沫
飛散のシミュレーションなどを用いた感染防止対策な
ど、ICT の活用により、円滑な避難につなげられるの
ではないかと思います。

8．おわりに
今世紀末というと、遠い将来のことと感じられ、漠

然とした危機感はあっても、なかなか現実問題として
捉えきれないものですが、近年繰り返し襲ってくる気
象災害や猛暑は、これを実感させてくれているように
思います。

気象庁は、毎年、新たな気象観測データを加えて警
報などの基準を見直しています。気象観測データに加
えて、護岸などの整備状況を考慮する場合もあります。
データの追加により警報などの基準が適正化され、さ
らに防災施設の整備により警報基準が高くなるのが理
想です。

特別警報の場合には、目安となる 50 年に一度の雨量
を再計算するときに豪雨のデータが加わると、特別警
報の判断基準が高くなることがあり得ます。この場合、
社会がその豪雨を経て災害に強くなっていることが望
まれるし、これまではそうなっていたのではないかと
思います。しかし、昨今のように毎年豪雨災害が発生
していると、防災施設の整備が追いつかなくなるので
はないかと心配になってしまうのは素人の杞憂でしょ
うか。今後も両者のバランスが崩れないように着実に
整備が進められ、心配が杞憂に終わることを願ってい
ます。

今後とも、土砂災害を始めとする気象災害による被
害を防止・軽減するため、防災情報の精度向上、砂防
施設などのハードの整備・維持、それに加えて、土地
利用の適正化も合わせて、総合的、計画的な取り組み
を着実に進め、温暖化による気象災害の激化の進行に
後れを取らないようにしたいものです。




