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沖研究室へようこそ！！
沖研究室では、水循環・水資源に関する科学的知識の
追求と社会への還元を目指して、日々研究を行ってい
ます。対象とするスケールは地球規模から土壌・植生の
内部まで幅広く、自然科学から社会科学にまたがる
様々な手法を用いています。研究室のメンバーは、沖
大幹 教授、Pat Yeh特任准教授、横尾善之特任准教授、
瀬戸心太 講師、沖一雄 講師以下、研究員・大学院生
等32名から構成されています。

社会的関心を集める水循環・水資源分野

2008 6.30 日経ビジネス

2009 1.1 東京新聞

2007 10.17 東京新聞

2008 4.8 日経産業新聞

=
2008 11.26 日経産業新聞

研究室の観測・実験の歴史
多摩ニュータウンン水文観測
(1977~1986)

自然流域(長池試験地）と都市化
流域（永山試験地）の2つの試験
地で雨量、流量、地下水位、不飽
和帯水分等を観測。
住宅難に対応するため大規模宅
地造成が丘陵地で行われていた。

雨水浸透実験
(1983~1986)

千葉実験所内の自然林地に大型
の人口降雨装置を組み立て、斜
面での浸透、表面流出を測定。
浸透・貯留も視野に入れた総合治
水対策特定河川事業が1979年に
始まっていた。

マイクロ波散乱実験
(1987~1999)

マイクロ波の基本的な特性（土壌水
分感度、入射角依存、土壌表面祖度
依存、偏波依存）を測定。
1991年と1992年に、マイクロ波合成
開口レーダ搭載の人工衛星ERS-1、
JERS-1の打ち上げがあった。

安定同位体比計測
(2000~現在)

水分子内のDや18Oの同
位体比は、保存された水
循環の理想的なトレー
サーとして注目されている。
定年記念ノート（小池 雅洋）より

作成：簑島大悟 (daigo@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)、鈴木聡 (suzuki@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)
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水文学への招待

Oki Lab、 IIS、 Univ of Tokyo

水 - water 地球は『水の惑星』と呼ばれます。これは、地球表面で水の占める割合が約71％と大きいからだけで
はなくて、『水』と言う物質が絶妙な環境を創って生命の存在を可能にしているからでしょう。
生命にとって不可欠な『水』。そしてとても身近な物質『水』。水は人にとっていつの時代も恵みの源で
あり、脅威の的であり、そして好奇心の対象であり続けてきました。この水について、そのダイナミックな
動きを扱う自然科学が私たちの研究分野 『水文学』 です。
資料：Envolverde

循環する資源 - circulating resource 水は太陽エネルギーと重力によって液体、気体、固体と姿を変えながら常に動いています。例えば、
海面や陸面から蒸発した水は雲となって移動し、いずれ雨や雪となって地上に降り、河川水や地下水と
して海まで流れたり、その途中で蒸発して再び雲になります(下図参照)。さまざまな時間スケールで起
こっているこの水の動きは「水文学的循環」と呼ばれています。水は状態変化と移動を繰り返して、地球
という閉じた空間の中で循環しているのです。そのために、水がある場所とない場所があったり、水が豊
富な時期や不足する時期が発生します。
資料：（上）秋田地方気象台
(下) ECS地球シミュレーターセンター

水文学 – Hydrology この水循環を中心概念とする学問分野が水文学(Hydrology) です。
水の存在量や質は気候や環境を決定付ける要因として、さらには資源として、人間社会に大きな影響
を及ぼしています。ですから、いつどこに、どれだけの水が、どんなかたちで存在しているのかを把握す
る事は私たちの社会にとって非常に重要です。
そこで私たちの研究室では、この地球のシステムについて、より詳細で精確な理解をめざして研究を
行っています。水文学が扱う研究対象は降水、雪氷、蒸発散、地表水、地下水、水質、侵食、堆積、水
資源システムや気候変化とその相互作用などです。水文学ではさまざまな計測やシミュレーションに
よってこれら水文量を時空間的に把握し評価します。
資料：(上) 「インドネシア専科」 大槻重之著
(中)YOMOURI ONLINE
(下) Lawrence Livermore National Laboratory
PUBLIC AFFAIRS

～UNESCOによる「水文学」の定義～
“Hydrology is the science which deals with the waters of the earth， their occurrence， circulation and distribution on the planet， their physical and
chemical properties and their interactions with the physical and biological environment， including their responses to human activity．” (UNESCO、1964)

地球の水循環
Science， 2006
これは2006年に沖研究室
の研究結果が科学雑誌
Scienceに掲載された際の
もので、地球の水循環の様
子を定量的に表している図
です。
水文学では水がどれだけ溜
まっているか(Storage)の他
に、どれだけ動いているか(Ｆｌ
ｕｘ)に着目します。現在では
左図に示したような値を推定
することができました。
しかし、まだ明らかでない部
分も多く、今後さらなる研究の
余地が残されています。

作成： 新田友子 佐藤雄亮
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水循環を探るために

~現代水文学のアプローチ~
Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

水循環を正しく理解するために、水文学の研究は観測とモデルを使ったシュミレーションの二つのアプローチで行わ
れます。観測では実際に起こっている現象を詳しく捉え、モデルを用いたシュミレーションでは水循環の本質を抽出す
ることで、予測・検証を行います。水の循環は地域的なものからグローバルなものまで様々なスケールで起こっている
ので、観測やシュミレーションも扱うスケールによって扱う対象が異なります。様々なスケールでのアプローチで互い
に補完をしながら、水循環の全体像に迫ります。

ローカルな観測
実地での観測により、実際に起こっている現象に
ついて、信頼できる精度の高いデータを得ることが
できます。一つの装置では広い範囲のデータを取
得することはできませんが、そのぶん特定の対象
物について詳しく知ることができます。写真のよう
な数多くの装置を用いて、水に関するさまざまな
データを観測します。

グローバルな観測
(リモートセンシング）
相
互
補
完

離れた場所から対象物の情報や性質などを理
解するための技術を、「リモートセンシング技術」
といいます。遠くから見ているので細かいことまで
はわかりませんが、広い範囲の情報を一度に入
手することや実地観測が困難な場所の情報が入
手できます。

対応する展示

対応する展示

「宇宙から地球を探る」
「衛星観測と数値シュミレーショ
ンの融合」
「Terrestrial Water Storage」

「沖研究室が行っている水循環観測」

観測とモデルの相互関係

観測
分析

observation

analysis
入力データの入手・モデルの評価
不明な数値の予測

ローカルな
水循環モデル

validation

現象

理解

phenomena

understanding

予測

表現
expression

モデル

ローカルなモデルは高い時間解
model
像度(秒~)や空間解像度(m~)を
持ち、人間生活から特定流域といったスケールを
対象にして用いられます。
グローバルな水循環は扱えませんが、ローカルな
環境問題解決に非常に重要となり、特定の河川や
地域の環境についての深い理解が必要となります。
相
互
対応する展示
補
完
「LCA及び流域水資源モデルによ
る排水処理マネジメント」
「リアルタイム洪水予測に向けて」

比較・
確認

prediction

入力データの入手・モデルの評価
現象の理解

グローバルな
水循環モデル

グローバルなモデルはローカル
なモデルに比べて解像度は粗くな
り、地域的な問題を扱うことはできませんが、全球
規模の長期にわたって変動する自然現象の理解
に非常に重要です。
現在問題となっている気候変動問題の予測や、
世界の水質汚染問題の解決などに必要不可欠で
あり、国以上のスケールの政策に大きな影響を持
ちます。

対応する展示
「Water quality modeling and
assessment systems」
「Modeling of the Land Surface
Hydrological Processes」
「Water Footprint and Virtual
Water」
・・・

Flood increase Å Æ Flood decrease

Global map of long-term mean GW
recharge

人間とは切っても切り離せない資源、水。しかし現在、その循環システムは地球温暖化や人間活動によって
大きく変わりつつあります。その中でこれからの水文学は、水循環の全体像を正確に把握し、「どう水と向き
合っていけば良いのか？」を社会に問いかけ、その答えをともに模索していくことを求められています。
作成：佐藤雄亮, 橋本恒平, 小島啓太郎 (kojima@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

水質のモデリングと評価システム

at the Oki lab.

Oki Lab., IIS, Univ. of Tokyo
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陸面窒素循環
統合モデル

良質な水源の汚染や枯渇は世界中で急速に進んでおり、人間活動の持続的な
発展や生態系を脅かしています。水質モデルと影響評価システムを統合したモデ
ルを用いて、早期に正確な被害予測を得ることができれば、水質環境悪化による
農業や産業の安定生産への被害を最小限にとどめることができます。
問題となっている水質汚染の原因は窒素です。窒素の循環サイクルは地球上
の栄養の循環サイクルの中でもっとも重要で、窒素による水質汚染は多くの発展
途上国で、深刻となっております。そのため窒素について取り扱った水質モデル
や影響評価システムの発展は非常に重要となってきています。
沖研究室では、陸域での窒素循環モデルをグローバルから地域レベルまでの
様々なスケールで開発して、研究しています。

Problems

¾モデルを使って
気候変動や土地利
用の変化、汚染を
3.0倍
生物化学的サイクル
食糧生産
評価するには？
地球環境
¾社会経済シナリオ
エネルギー使用量 5.0倍
&
change
をモデルに組み込
人間社会
んで気候変動の影
水循環サイクル
響評価をするには?
人工肥料の生産
水が世界の河川網を流下する
¾気候変動の河川
化石燃料の使用
平均通過時間;
や湿地、湖沼への
マメ科の穀物の栽培
河川に蓄えられる水の量.
影響を評価する機
能指標を決定する
には?
¾気候変動によって、
増加する人口を支えることができる
利点
自然や人間の手に
よる生態系の回復
土壌の栄養分, 生物の棲み処や多様性の減少
力はどう変わるか?
¾気候変動を見る
有毒な藻類が繁殖し, 飲料水の質が低下
ために、最も適した
大気中の亜酸化窒素濃度の上昇
指標となる化学的
問題点
なパラメーターは何
光化学スモッグの形成
か?

増加

2.5倍

世界の人口

入力気候データ

土壌や河川, 湖沼の酸性化

陸面モデル

Results
世界の窒素負荷量(total in 1995)

3000

主な入力データ:
-気温, 降水量, 太陽放射, 土壌表面温度,
土壌水分, 流出量;
- 農事暦, 主要作物の施肥および収穫の時期. 主要作物へ使用する肥
料の量;
- 土地利用図, 全球標高マップ, 河川流域境界;
- 全球の人口分布 (地方, 都市域, 全体).

窒素濃度

農業
畜産
家庭
工業
下水

2000
1500
1000
500
0
1976

1981

1986

1991

1996

河道モデル
(TRIP)

LSM（MATSIRO）
グリッドごとの流出量

窒素流出量 (in 1995)

Ishikari R.

2500

2

Total Nitrogen Load (10 ton/year)

日本の窒素負荷量の内訳

陸域窒素
循環モデル

降水量，気温，放射 etc.
100年分
全球

2001 (year)

上の図から、窒素負荷はアジアやヨーロッパ、そしてアメリカの一部で
比較的深刻であることがわかります。また日本では農業や畜産業か
らの排出が窒素汚染へ大きく寄与しています。
美しい地球の環境と健康な私たちの暮らしを保ちながら、食糧とエ
ネルギーの生産を最大にするために私たちはどうすればいいので
しょうか？

主な出力データ:
- グローバルおよび地域的な陸上での窒素の収支;
- 硝酸態窒素の土壌からの溶出, 河川における硝酸態窒素の流量, 硝
酸濃度, 河口まで届く硝酸態窒素量.
- 硝酸態窒素による汚染分布, 自然および人間活動による窒素負荷.
空間解像度: 1 度 (~100 km), 0.5度, 0.1 度.
時間解像度: - 計算間隔を1～24時間の間から選択可能.

Summary

世界の人口はいまだ増加し続けています。これに対し、国や国家間の政策は、化石燃料を
効率的に利用する技術や、窒素肥料の散布や需要の急激な増加を減らす農業マネジメント
の方法を発展・普及させ、人口増加の影響を最小限にとどめようとしています。
特に東アジアは世界中で最も急速な経済成長しエネルギー需要が、人間活動による汚
染物質を最も多く排出している地域です。私たちの研究グループは生化学の研究を取り入
れて、現在地球上の環境問題の中でも最優先の課題の一つである汚染問題の解析を試
みています。
私たちは自然・人間活動のそれぞれに由来する窒素負荷の量を算定する方法を開発し、 雷
上に示したモデルを用いて、窒素負荷の時間変化や空間分布を明確に視覚化することが
できました。このことは私たちの水環境を守るための方法について、社会への信頼性の高
い提案となるでしょう。

Earth's

References:
Falkowski et al 2001 Science, 290, 291.
Galloway, et al. 2008. Science, 320, 889.
Naylor, et al., 2005, Science, 310, 1621.

water
nitrogen

cycle through theair, aquatic systems, and soil.

Global Nitrogen: Cycling out of Control

but

環境への流入

---

量的な増加
バイオマスや、化
石燃料の燃焼に
よってNOxが発生
する。NOxはス
モッグや地表近く
のオゾンの発生に
おいて重要な役割
を持っている。

(ストーム)

窒素肥料

www.ametsoc.org
www.sciencemag.org
nadp.sws.uiuc.edu

世界への食糧供給

写真の出典: Environmental Health Perspectives•VOLUME 112 | NUMBER 10 | July 2004

Authors: Bin HE

日本語訳: 小島啓太郎

工業製品のWater Life Cycle Assessment

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

本研究は工業用水に着目し、工業製品に水に関するライフサイクルアセスメント(Water Life Cycle Assessment)を行うことで、工業製
品の生産に必要な水資源量を明らかにすることを目的としている。本研究では産業連関分析を用いた工業用水分析モデルを使用する
ことで、製品の素材や原材料の生産に投入された水資源量を考慮し、工業製品の製造が及ぼす影響について定量的に評価を行った。

乗用車一台のWLCA

工業用水の間接利用
2000年における
工業用水年間取水量

乗用車一台の製造には約64m3の工業用水が必要であるが、
そのうち約58m3の工業用水は乗用車に必要な部品や材料
を作るために必要な水（中間投入水）であり、乗用車の組み
立て工場における水使用量最終投入水)は約8m3である。

製造に使われた工業用水を、「工業製品が仮想的に含ん
でいる水資源」と捉えた場合、消費者は製品の購入を通じ
て、工業用水を間接利用していることになる。
乗用車の製造に使われる各部品についても、そ
の生産に使われた工業用水について、取水源、
用途、水質について評価することができる。

国民一人あたりの工業用水利用
私たちは、様々な工業製品の購入を通して、無意識のうちに
工業用水を間接利用している。その量は約118L/cap/day

仮想水貿易

仮想水貿易
輸入
レオンチェフ逆行列

工業用水分析モデルは、産業連関分析における
「輸入を内生化した均衡生産量決定モデル」をもとに
している。レオンチェフ逆行列は、ある産業から1単位
の生産を行うのに最終的に必要となる原材料の構成
比を表し、これに取水量原単位を乗じることで水使用
量が求まる。

輸出
13.9億m3/年
の輸出超過

その他の製品
精密機械
輸送機械
電気機械
一般機械
金属製品
非鉄金属
鉄鋼
窯業・土石製品
石油・石炭製品
化学製品
パルプ・紙・木製品
繊維製品
食料品
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工業用水(百万m3/yr)

作成：近藤剛 (kondo@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

水の安定同位体測定

Oki Lab IIS Univ of Tokyo

私たちの周りに存在する水が一体どこからきたんだろうと思ったことはありませんか？普段使っている水道水はどこから来たんだろう，
あの雨はどこからきたんだろうなど水への疑問は多くあります。水の同位体比を測定することによって水がどこから来たのかをある程
度知ることができます。この同位体比を水循環のトレーサーとして利用し，水がどのように循環しているかを調べています。

安定同位体について
同位体とは原子核内の陽子の数が同じで中性子の数が異なる原子のことを指します。同
位体は基本的に安定同位体と放射性同位体の２種類があります。安定同位体は1912年
J.J.Thomsonが陽極線分析器により20Neと22Neを分離したことにより発見されました。放
射性同位体は時間がたつと壊れて別の元素となる性質があります。安定同位体はほとん
どの物質に含まれており，放射性同位体に比べて安定しているため水の同位体測定には
安定同位体を用います。身近な元素の例として水素があります。右に示した水素には重
水素という同位体があります。この2つの存在比は水の状態によって異なるのでそれを利
用して水の循環を知ることができるのです。

1H
1

2H
1

水素

重水素

分析について
δD=[(RA/RS)-1]×1000 [‰]

RS：標準試料の同位体比
RA：測定試料の同位体比

上式は同位体比の式です。わずかな同位体組成の変動をわかりやすく表すた
めに，同位体組成ではなくある標準試料に対する同位体比の千分偏差（‰）で
同位体比を表わしています。すなわち，同位体比ではある標準試料の同位体
比と比べて測定試料がどのくらい重いのか，軽いのかということを求めています。
沖研究室では右の写真にある平衡装置と質量分析装置を用いて同位体比を測
定します。水の同位体比に関しては，海水の場合は大きく，重い水と考えられて
います。海水からは軽い同位体がまず蒸発します。水蒸気は雲になり，雨が降
ります。雨は先に重い同位体から降るので極地方に向かう残った水蒸気の同
平衡装置 EQ （左）
位体比は小さくなる傾向が見られます。沖研究室で世界各地のミネラルウォー
質量分析装置 MASS （右）
ターの同位体比を測定したところ，沖縄のミネラルウォーターよりもカナダのミネ
平衡装置にてサンプルを平衡状態にした後で
ラルウォーターの方が小さいことがわかりました。これはカナダが極地方に近い
質量分析装置で同位体比を測定します。
ことが要因だと考えられます。
重い水

軽い水

-13‰
水蒸気

-5‰
降雨

-3‰
降雨

-17‰
水蒸気

δ18O=0‰
同位体比の値はSiegenthaler 1979 より

河川の窒素同位体
私たちの周りにある河川には人間が出す人為的な生活排水が排出されています。従来，河川に対する窒素負荷の起源を推定する
には土地被覆などの副次的な情報が必要でした。そこで当研究室では窒素の同位体比 (δ15N) を用いて河川に対する窒素負荷を
起源別に分離する新たな手法を提示しました。また検証のため，窒素同位体比の測定対象に河川水の代用として藻類を選択し，多
摩川流域でケーススタディを行いました。
ケーススタディ （多摩川流域）

凡例
農地
市街地
森林

2

T-N NO3-N (mg/l)

1

多摩川
あきる野市
3

秋川

4 5

6

八王子市

7

農業排水による窒素負荷割合の推定結果

T-N ・ NO3-Nの変化

府中市
8

ε＝－15‰
7

9
8

区間
手法

本手法
1

2

3

4

5

6

既存の手法

9

⑥ － ⑦

⑦ － ⑧

⑧ － ⑨

0.008
(11.4‰)

-0.408
(16.3‰)

-0.930
(22.5‰)

0.037

0.33

0.040

河川長 (km)

（）内は各区間での流入窒素のδ15N

作成：松尾修 (matsuo@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

ヴァーチャルウォーターとウォーターフットプリント
Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

～見えない水資源の動き～
中東の国々での１人あたりの水資源の量は
大幅に不足しているのに、彼らの生活は成立
している。なぜだろうか？

日本とヨルダンの
水資源量を比較すると. . .
日本

ヨルダン

人口: 127百万人

人口: 7百万人

総水資源量: 400 km3/年

総水資源量: 1 km3/年

彼らは食糧の多くを輸
入に頼っている。
だから、 食糧を生産す
るために必要な水を使
わずに済んでいる。
(Univ. of
石油を売って、水資源を
買っているようなものな
のだ。

Prof. Tony Allan
ロンドン大学

１人あたりの再生可能な

Tony Allan 教授

１

淡水資源の量は

22

沖研究室における
ヴァーチャルウォーターの定義
ウォーターフットプリント (WF) = Really Required Water
輸出物資を生産するのに、実際に
生産国(輸出国)内で使用された水
資源量

London)

ヴァーチャルウォーター(VW) = Virtually Required Water
輸入した物資と同質・同量の
物資を、仮に輸入国(消費国)
内で生産する場合に必要と
なったであろう水資源量

つまり、食糧の輸入は、

仮想的に食糧生産に必要な水（ヴァー

チャルウォーター）を輸入していること、
3300m3/人/年

と言える。

150m3/人/年

Source: www.traumkrieger.de

日本は水輸入国？
日本のウォーターフットプリント (2004年)

日本のヴァーチャルウォーター輸入量(2004年)
1.6

ファーストフードの水消費量

1.1

0.93
1.5

1.0
18.9

牛丼

ハンバーガー

ハンバーガー

立食そば

讃岐うどん

並盛

ﾊﾞｰｶﾞｰ2個
ポテトS
計 268円

かけうど
ん

710kcal

745kcal

ﾃﾘﾔｷﾊﾞｰｶﾞｰ1
個
ポテトR
計 430円
911kcal

月見そば

280円

530L
1890
L

1.5
3.3

11.9

Others: 0.45

毎年24.3 km3が非再生の
化石水から汲み上げられてお
り、特に高い人口密度と水ス
トレスを抱える南アジアで最も
多く化石水が汲み上げられて
いる。
今後、世界人口が増大してい
く中で、持続可能な水資源の
使い方をするためには、どの
ように食料を生産していけば
良いのだろうか。

世界の輸入食料のウォーターフットプリント(2004)

120L

総量: 545.3 km3/年

世界のヴァーチャルウォーター輸入量(2004)

１０．
５杯

１１．
２杯

２．９
杯

４．２
杯

０．７
杯

特に肉類の生産に大量の水が
使われている。
•牛肉１ｋｇ－１５，５００Ｌ
•鶏肉１ｋｇ－３，９００Ｌ
(cf.お風呂１杯－２００L程度)

供給源別の世界のウォーターフットプリント
ウォーターフットプリント (km3/yr)

国際的な食料貿易を通じて世
界全体では毎年175km3
(VW-WF) の水資源が節約され
ていると考えられる。

750L

2020L

3

3

ある国である食料をある量消費する時、その国で生産して消費するのではなく、より少ない水で同じ量生産できる
他国から輸入して消費した場合(WF<VW) 、地球全体から見るとより少ない水資源でその食糧を供給できたと考え
られる。よって、ヴァーチャルウォーター輸入量とウォーターフットプリントの双方を計算することで、食糧の輸入を
通じて地球全体から見てどれだけの水資源(VW－WF)が節約されたかが分かる。
日本より穀物の単収の多いアメリカなどから食糧を輸入することで、地球全体で見ると23.8 km3 の水を節約し
たということになる。

H09 統合水資源モデルを用
いて、５つの主要作物と３つ畜
産物について、ヴァーチャル
ウォーター輸入量とウォー
ターフットプリントを計算。

290円
341kcal

お風呂だと・・・

1.10 (Univ. of London)
Prof. TonyOthers:
Allan
総輸入量: 53.3 km /年
総輸入量: 29.5 km /年

水資源が豊富にあるように見える日本だが、海外から輸入している大量の食糧を通じて、間接的に大量の水を
輸入していると言える。 その量は、ウォーターフットプリントで年間29.5 km3 であり、年間53.3 km3 のヴァー
チャルウォーター輸入量の分だけ日本は国内の水資源を使わずに済んでいる。日本の輸入する食料は海外の
水資源に依存しているため、世界の水資源は日本にとって無縁のものではない。

世界のヴァーチャル
ウォーター貿易

377kcal

28.9

0.6

0.43

6.1

300円

140
120

コメの生産には最
も多くの灌漑用水
が用いられている。

100
80
60
40
20
0
トウモロコシ

コムギ

コメ

オオムギ

ダイズ

肉類

生産品目

天水

総量: 720.6 km3/年

世界の化石水利用量(2004)

河川水および中貯水池

化石水

食糧生産に使用される水資源量を供給源別に分類:
• 緑色は農地に降った降雨（天水）由来
• 青色は灌漑用水、さらにその供給源によって分類
• 河川水
• 中貯水池
• 化石水(循環しない地下水)

生産に使用される水資源のうち11 % が灌漑用水
であり、 5 % が化石水由来である。
総量: 24.3 km3/年

化石水は再生できない水資源である。
Author： Miguel Castañeda (castanmv@rainbow.iis.u-toky.ac.jp),稲葉一考

LCA及び流域水資源モデルによる排水処理マネジメント

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

概要
流域における水資源管理のひとつである都市の生活排水処理について、プロセス全体の挙動を動力学的手法に基づき合理的に概
念化された流域水資源モデルを開発すると共に、ライフサイクルアセスメント(LCA)手法を用いて、水質改善効果とCO2排出量を統
合的に評価するモデリングシステムを開発している。また、開発されたモデリングシステムを用いたシナリオ分析を実施し、晴天時及
び雨天時の排水処理システムの最適なマネジメントによる水質改善とCO2排出量削減を両立する可能性について検討している。
自然系、水量・水質モデル
自然系、水量・水質モデル

人間系、水利用モデル
Environmental &
Social context

Model-based
Evaluation &
Optimization

Less volume of the load
Less CO2 emission

[図-４ : 都市流域の排水管理のモデリング]

Y (m)

[図-1 : 流域水資源モデルの概念図]

9/22

[図-2 : 流域の土地利用分布状況]

(mg/l)

流域水資源モデルの再現･予測精
度を向上させるために、地理･降水・
[図-3 : 窒素負荷量の予測結果]
気温・土地利用などの空間分布情
報を入力とし、流域内部の様々な地点での水量及び汚濁負荷量
を再現･予測する分布型の数値モデルを開発している。

9/23

9/24

[図-5 : WWTPへの流入水質特性の検証結果]

排水処理施設(WWTP)における水処理の効果を算定している。
自然系、水量・水質モデル及び生活排水の水質特性を入力条
件として、排水管物質輸送モデル及び活性汚泥モデル(ASM)を
用いて、排水処理のダイナミックシミュレーションを行うことによ
り、放流水の水質特性の時間変化を計算している。

LCA及び水文学的手法による統合的アプローチに基づく都市の排水処理マネジメント効果の推定
Increase in flocculation cost using PSI

Decrease in aeration cost

[図-6 : 各排水処理マネジメントにおける
水質改善効果及び水質特性]

[図-7 : 各排水処理マネジメントにおける
WWTP運転伴うCO2排出量]

[図-8 : WWTPにおける運転コスト]

図-4のようにモデル化された排水マネジメントの各サブシステムにおいて、PS(現状)、CSO(合流式下水道雨天時越流水)、DT(貯
水槽の設置)、SRT(固形物滞留時間の調整)、SC(家庭排水の調整)、RIA(不浸透面の改善)、FT(凝集剤の使用)及びこれらの複
合案を対象として、水質改善効果、CO2排出量及びコストを最適化する観点から、統合的なアプローチによる検討を行っている。
まとめ
本研究では、これまで都市における排水処理システムの統合的なマネジメントに関連する実用化技術と関連し、
(1) 流域における水循環系に対して、水量及び水質の時・空間分布状態を、高解像度で予測する技術の開発
(2) 都市の排水処理システムに対して、ライフサイクルアセスメント(LCA)を行う技術の開発
(3) 都市の排水処理マネジメントに関して、処理水質、CO2排出量及びコスト削減の効果等、種々の要因によって変化する排水処
理マネジメントの導入に当たっては、対象流域の条件下において、統合的アプローチによる推定が重要であることが示された。
作成：守利悟朗 (mouri@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

リアルタイム洪水予報に向けて

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

はじめに

近年の洪水災害

洪水は発生数・被災者数が世界で最も多い災害です。（ISDR, 2005）日
本の１級水系では河川水位の常時観測が行われていますが、発展途上
国や中小河川では十分な観測が行われておらず、被害拡大の一因と
なっているため、洪水予報が必要とされています。

リアルタイムで水循環を捉える
沖研究室では、近い将来の洪水予報・監視システムとしての実用化を目
指し、陸面の水循環をリアルタイムで予測するシミュレーションシステム
Today’sシリーズを運用しています。

2005年杉並豪雨

2005年9月4日、東京23区では記録的な集中豪雨になり、
神田川水系支流の善福寺川、妙正寺川が氾濫しました。
また、河川水位上昇で雨水排水機能が低下し、内水が氾
濫した事例が多く見られ、地下式の車庫、倉庫、半地下
式マンションを中心に浸水被害が広がりました。

2006年タイ

蒸発量(Japan)
河川流量(Earth)
予測結果は、 http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/LIVE/ で公開中です。

タイでの現地調査の様子です。Chao Phraya川沿いに
築かれていた堤防が切れて市街地のほとんどが浸水し、
深い所では水深が1m以上ありました。コンビニエンスス
トアも浸水しています。

洪水予報・監視システムの実用化に向けて．．．
衛星降水マップを用いた
Yesterday’s シリーズ

タイ小流域での
リアルタイム予測

TRMM衛星

洪水危険度推定
同じ河川流量でも、小さな河川を流
れる方が洪水の被害が大きくなるよう
に、水害に対する強さは地域ごとに
異なります。そこで、リアルタイム洪
水予測を行う際に、確率流量指数を
用いて格子ごとに危険度を推定する
手法を確立しました。

河川流量に大きな影響を与える降水量ですが、数値予報
の精度は十分ではありません。そこで、衛星降水マップを用
いた再計算を行っています。

Wang川流域水文気象観測網

ピンク帯：洪水発生期間、青線：河川流量、黒棒：降水量（青棒：流出量）
左：Today’s Earth 右：Yesterday’s Earth(GSMaP=月降水量を補正)

2005年タイ・チェンマイ市で発生した5回の洪水についての
シミュレーション結果を示します。衛星観測は、弱い雨の検
出が苦手ですが、洪水に直結する豪雨はよく捉えられると
期待できます。

タイ国北部を流れるPing川の支流の
Wang川流域を対象としてリアルタイ
ム洪水予警報システムの構築を試み
ています。河川長は約52km、流域
面積は約550km2という小さな流域で
高密度観測を行っています。

確率流量指数（右図）が大きい地域と浸
水被害地域（左図）は一致しています。

リアルタイム水循環シミュレーションシステムToday’ s シリーズ詳細
●数値予報モデル
大気中の3次元の風の流れ、水蒸気・エネルギーの移動、降水の発生などを再現するモデルです。
気象庁では、全球・アジア域・日本域と対象範囲の異なる３つのモデルを用いて日々の天気予報を
行っています。数値予報モデルの出力結果は、研究者向けにGPVデータとして配布されています。
GPVデータから地表面付近の情報を切り出し、解像度変換を行います。また、直接表現されていな
い放射強度は降水量・湿度等から経験的に推定して求めます。

●陸面モデル
地表面の土壌・植生・積雪などを表現し、鉛直1次元の水とエネルギーの移動を表現するモデルで
す。数値予報モデルのサブモデルとして使われることもあります。東大CCSRと国立環境研が開発し、
沖・鼎研究室で改良したIso-MATSIROは、世界最先端の陸面モデルの一つです。
GPVデータから得られた降水量などの陸面に対する外力条件を与えることで、大気に戻る蒸発量と、
河川に流れる流出量を計算することができます。流出量のデータは、河道網モデルに与えられます。

●河道網モデル
陸面を格子状に区切り、各格子に主な河川の流下方向を与えることで、河川による水の移動を表現
するモデルです。陸面モデルで計算された流出量を積分して河川流量を算出します。沖・鼎研究室で
開発したTRIPは、全球版(解像度1度)で180の大河川を表現、日本版(解像度0.1度)で84の一級河川
を表現しています。

作成：新田友子 (nitta@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

統合水資源モデルを用いた水資源アセスメント

Oki Lab, IIS, Univ. of Tokyo

BACKGROUND : 変化 と 問題

1.地球温暖化によって利用可能な水資源の分布に変化が生じる
2. 経済成長と人口増加によって水需要は増加する
→利用可能な水資源量は増加すると考えられているが、それを上回る水需要が水不足を深刻化させる
3. 統合的なアセスメントをするためには人間活動の影響も考慮するべきである
BACKGROUND : 全球水資源アセスメント と 将来予測
Shiklomanov, 1999.

Shen et.al., 2008

Hirabayashi et.al., 2008

洪水増加 Å Æ 洪水現象

世界の取水量はすべての
分野で増加すると予測され
ている。それに対して、持
続可能な方法によって水需
要が満足されるかどうか危
惧されている。

2000から2055年までの間に、
多くの流域で取水量が顕著に増
加するだろうと考えられている。
そのような地域では水ストレスも
増加する可能性があることを示
唆している。

干ばつ減少 Å Æ 干ばつ増加

今後、地球温暖化が原因で、集中豪雨、洪水や干ばつ
と言うような水に関する極端事象がより激しくなる可能
性がある。現在、世界中の多くの地域で極端事象が頻
発していることは、水循環が活発化している証拠である。

統合型水資源モデル
モデルのさまざまな構成要素

統合型水循環モデルとは?

貯水池操作モデル

9地球規模で陸面の水循環について、自然のメ
カニズムに加えて人為的な影響も計算できる
9従来の水資源モデルでは把握不可能だった年
単位よりも詳細な時間スケールの変化を考慮
できる

農業プロセスモデル

人間活動

自然の水循環

 蒸発量/土壌水分量
 流量
 貯水池

陸面過程モデル

9 気候変動の影響評価にも応用できる

放流量/貯留量
 灌漑用水量

灌漑用水需要モデル

河川モデル

 取水量
 環境用水量

環境用水モデル

モデルの適用結果 と 応用
予想される水需要量
取水量 [km3/yr]

6000

9新しい指標(CWD)を使うことで年
単位よりも詳細な時間スケールの
水資源アセスメントができた

Shiklomanov, 2000

5000

農業

4000
3000
2000

産業

1000
0

年取水量

9 従来型 (WWR:取水水資源量比 ) = 年水資源量

家庭内需要
2000

2025

2050

9 新型 (CWD:積算取水需要比 ) =
従来型：取水水資源量比 (WWR)

水ストレスをうける人の数

人数 [106人]

10000
8000
6000
4000
2000
0

2000

被高度ストレスの割合

低度ストレス

Σ日取水量l
Σ日需要量

9 新しい指標によって、従来型では
わからなかった水ストレスを受け
る地域が明らかになった

中度ストレス
高度ストレス
2025

9 ウォーターフットプリントの取水源の調査にも
利用されています（別スライド）

2050

水ストレスを受ける人は増加する！
統合水資源モデル：積算取水需要比 (CWD)

Author： YADU POKHREL

陸域水循環過程のモデリング
水循環モデリングとは？
• 水循環モデルとは現実の水循環過程
を単純化して表現したものです。
• 水文モデルでは水循環の様々なプロ
セスが統合的に表現されています（降水
遮蔽・蒸発散・浸透・流出発生など）。
• これらの水循環プロセスは、モデルが用
いる仮定やモデルの複雑さに応じて、物
理的または経験的に表現されます。
• 研究目的に応じて、非常に単純化された
モデル、複雑な物理法則に基づくモデル、
その中間に位置するモデルを選択して使
います。

• 陸域水循環モデルは、過去の水文現
象の再現を通して検証され、土地利用
や気候条件の変化を考慮した水循環の
将来予測に応用することが出来ます。

Oki Lab, IIS, Univ. of Tokyo

水循環モデルを用いた水文学の研究
観測や大気モデルからの気象フォーシング
放射

地表面気圧
湿度

気温
Source: www.eorc.jaxa.jp

陸面過程モデル: MATSIRO
• MATSIROは陸面での物理現象
を水・熱収支に基づいて計算する
陸面過程モデルです。
• MATSIRO は多少植生キャノ
ピーをもち、積雪域と無積雪域で
それぞれ水・熱収支を計算します。
• 陸面過程モデルに与えられた降
水は最終的に蒸発散量と流出量
に分割されます。

潜熱フラックス

Input to MATSIRO

Output of MATSIRO

積雪域

顕熱フラックス

降水量

風速

地表温度
土壌温度

流出
Input to TRIP

河川モデル: TRIP
• TRIPは主要な河川を細かく分
割されたグリッドで表現すること
で、陸面から海までの川の流れ
を再現する河川モデルです。
• TRIPは陸面過程モデルが出力
した流出を河道網に沿って集め
ることで河川流量を計算します。
output of TRIP

河川流量

Source: www.geographyalltheway.com

モデルの応用例
洪水予報
水収支算定
統合水資源管理
水ストレスのアセスメント
大気陸面相互作用の研究
水循環将来予測

最近の成果：動的な地下水面の表現

全球地下水涵養量の長期的傾向

• MATSIROにはもともと、地下水面を陽に扱うプ
ロセスが表現されていませんでした。
• そこでMATSIROへの地下水モデルの結合を試
みました。
• 地下水は、地球上の淡水資源を考える上で重
要な意味を持ちます。（地球上の淡水の約30%が、
人間が利用可能な淡水という意味では90％が地
下水に占められています。）
• 地下水の過剰利用は、世界中のさまざまな地域
で帯水層の縮小という形で現れてきています。
• 気候変動と社会の変化を考えた上で、どの程度
の地下水利用が持続的と言えるのでしょうか？

Source: Shiklomanov, 1999

• 地下水モデルをMATSIROに結合することで、全球の地下水資源量
の算定が可能になりました。
• 現在気候のもとでは、アマゾン川流域やコンゴ川流域などに含まれ
る国々が豊富な地下水資源を有しているといえます。

Authors： Sujan KOIRALA (sujan@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp）
Dai YAMAZAKI (yamadai@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

都市・流域圏へのリモートセンシングの応用

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

はじめに
発展途上国の人口増加・都市化が見込まれている中、流域や都市の環境保全をどう進めていくのかが問題となっています。リ
モートセンシングで得られるデータの空間分解能と解析技術の向上によって、流域圏や都市圏といった地域の問題の解決にも、
リモートセンシングの技術を有効に活用できるようになってきました。特に、今後の人口増加・都市化が見込まれるアジア域で、
日本の技術の普及を目指しています。

都市環境の評価への応用

効率的な流域圏の構築への応用

20世紀、都市部への人口の集中と土地利用の変化によって、ヒートアイ
ランド現象が進行してきました。リモートセンシングによって得られた
データは、ヒートアイランド現象の予測・評価にも役立っています。

入力・検証データ

都市気象モデル

リモートセンシングを用いて得
られた建物高さやアルベド（反
射率）、SSTを入力値として、
また地表面温度のデータを検
証用データとして用います。

次世代流域環境管理手法として不可欠であるリモートセンシング技術
を用いて、（１）土地利用・被覆分布等流域周辺の環境を評価し、（２）
その土地 利用・被覆分布と流域から流出する全窒素負荷量との関係
をモデル化し、（３）地域から日本全域における流域内全窒素負荷量
の推定をおこないました。 将来の新たな流域管理手法として提案した
いと考えています。

土地被覆

流域

解析対象
流域
L eg en d
C la s s N a m e s

C la s s 1

市街地

C la s sブナクラス域自然植生
2
C la s s 3

ブナクラス域代償植生
ヤブツバキクラス域
植林地,耕作地植生

C la s s 4

地表面の熱収支の模式図

0.0

海域への
影響

L egend
P T N L Va l u e
0 .0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1 .0

Estimated TN Load (t/y)

図のように、地表面への熱の
出入りを整理して、それを式
で表し、計算することで地表
の温度変化を予測する方法
です。

C la s s 5

ｙ＝ｆ（土地被覆、流量）

10000
8000

各流域内の
特徴

6000
4000

R2 = 0.9308

2000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

TN Load (t/y)

細かく分類可能

20.0[m]

建物の高さ
恋瀬川流域
(農村地域）

空間分解能：2.44m

ヒートアイランド現象の予測・評価
図は、資源環境技術総合研究所（現、
産業技術総合研究所）で行われた高
層観測に対応させて行ったシミュレー
ションの結果です。 東京都心部が内
陸部に与える影響（内陸部での気温
の上昇）を明らかにすることをめざし
ています。

TN（非潅漑期）

ｙ＝ｆ（ｘ）
河川流域からの水質汚濁と土地被覆分布パターンと
の関連性を明らかにさせる。

気温と風速のシミュレーション結果
（1986年7月31日14時）

リモートセンシングとは

可視光を用いたリモートセンシング

リモートセンシングとは、観測対象に直接触れることなく、離れた
場所に設置されたセンサなどを用いてデータを収集し、解析する
ことにより、観測対象物の情報を取得する技術です。下の図のよ
うな幅広い波長の電磁波を、目的によって使い分けています。

リモートセンシングの
利点とは？
１．広範囲を瞬時に捉える
２．現地に行かなくても状
態を知ることができる
３．同じ地域を連続して、
繰り返して観測する

１．太陽からエネルギーが放
射されます。

太陽
衛星

２．放射されたエネルギーが
対象物によって反射されます。
３．反射されたエネルギーを
図のように衛星のセンサで
キャッチすることで、対象物の
情報を取得します。

観測
したい
対象物

作成：橋本恒平，川本陽一，沖一雄

陸域水貯留量: その観測とモデリング

Oki Lab, IIS, Univ. of Tokyo

陸域水貯留量： 土壌水分、地下水、雪と氷、バイオマス中の水、湖沼・貯水池・湿地・河川などの地表水といった、陸上に多様な形
態で蓄えられた水の総量を陸域水貯留量と言います。地域的および全球的な水収支を閉じるには「陸水貯留量の変分」を知る必要が
あり、陸域水貯留量の理解は、極端な水文現象を含む「降水を流出量と蒸発散量に分割する過程」の研究に欠かせません。

陸水貯留量のモデルシミュレーション
地球水循環において陸水貯留量は重要な役割を担うにも関わらず、他の水文過程と比
べてあまり注意が向けられてきませんでした。さらに、陸水貯留量の変化をモニターす
る広範囲の観測ネットワークは今のところ存在しません。
水文モデルは、グローバルスケールで陸水貯留量をシミュレートするのにとても便利な
ツールです。高精度の気象フォーシングを用いて最先端の陸面過程モデルで水循環シ
ミュレーションを行い、さらに衛星・地上観測データを同化することでシミュレーション結
果を修正しました。モデルのパラメタリゼーションはまだ完璧ではありませんが、今のと
ころ陸面過程モデルは陸域貯留量とそれを決定づける水・熱フラックスを最適化して再
現できる唯一のツールです。

陸域水貯留量の衛星観測
2002年に打ち上げられた衛星重力観測ミッ
シ ョ ン GRACE (Gravity Recovery and
Climate Experiment，グレース)は、地球の
重力場の時間変動を検出し、陸域水貯留量
の変動を宇宙から観測することを可能にしま
した。GRACEは、約220km離れた２つの衛
星間の距離変化をマイクロメートル（10-6m）
精度で計測し、重力の変化を検出しています。
重力の月変動、経年変動は主に陸域水貯留
量の変化に起因すると考えられるため、この
仮定のもとに、大流域や大陸スケールで陸
域水貯留量の総量の変化が初めて観測でき
るようになりました。また、全球水文モデルを
用いた陸域水循環シミュレーションの検証や
改良にも役立っています。

複数の入力データ

複数のLSM

河川モデル

各要素の寄与率

熱帯

CCRS =

乾燥

S = Storages

要素間の交換強度

寒冷
温暖

MADS
MADTotalTWS

世界の流域で
ベイズモデル平均

CEI = 1 −

MADTotalTWS

∑

Storages
S

MADS

湿潤(CCRRS > 0.55) / 乾燥 (CCRRS < 0.15)

寒冷 (0.30 < CCRRS < 0.55)

温暖 (0.15 < CCRRS < 0.30)

極(TAir < 270K)

誤差

相関

河川の水貯留量を考慮した
水循環シミュレーションでは
誤差が小さくなっています
○ : 乾燥
▲ : 湿潤

▼ : 温暖
● : 寒冷

河川の役割は陸水貯留量の要素間の
交換量が多い地域や河道内貯水量が
比較的多い地域で重要になります.

╋ :極

CCRRS

流量
GRDC（観測）
計算結果.
河道モデルなし

陸域貯水量
GRACE
総貯水量
河川がない場合
河川 (▲)
雪 (╋)
土壌 (●)

湿潤

河川が大きな割合を占める

寒冷
緩衝材の役割

CCRSM

CCRSW

●

CEI

河川は陸域水循環変動の成分の１つですが、河
川がその変動に果たす役割は気候帯ごとに異な
ります。河川は、アマゾン川のような湿潤な流域
では陸域水貯留量のうちで最も大きな割合を占
め, アムール川のような雪の影響の大きい寒冷な
流域では陸域水貯留量の季節変化を平準化する
緩衝材のような役割を果たします。

作成：Hyungjun Kim and Pat J.-F. Yeh

宇宙から雨を測る

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

はじめに
発展途上国では、雨量計など降水量の地上観測設備が十分に整備され
ていないことが、洪水被害を拡大させる一つの原因となっています。
近年活発に研究開発が行われている、人工衛星を利用した降水量の観
測が、途上国における洪水など水災害軽減の面からも注目されています。

降水の衛星リモートセンシング
人工衛星に搭載したセンサによる、いわゆる衛
星リモートセンシングによる降水量の観測には、
大きく３つの手法があります。(詳細は右のカラム
を参照してください）。

＊３つの手法

赤外放射計

① レーダ
センサから放射されたマイクロ
波(波長数mmから数cmの電磁
波)の雨滴による反射強度を計測
する。鉛直方向の構造を観測でき
るなど、比較的正確。TRMMにお
いて、初めて衛星に搭載された。

② マイクロ波放射計

衛星で観測される
電磁波の説明図

レーダ

衛星リモートセンシングには、地上の観測と比
べて、①一度に広い範囲を計測できる、②海上や
山岳域などの場所でも計測できる、③観測データ
を世界に発信しやすい、という特長があります。

雨滴から自然に放射および散
乱される微弱なマイクロ波の強度
を計測することで、降水の強度を
推定する。陸上では、海上に比べ
て精度が低いとされる。

1997年に打ち上げられたTRMM(トリム)衛星
の成功を受けて、降水の衛星リモートセンシング
の研究が現在活発に行われています。

雲粒から放射される赤外波長の
電磁波の強度を計測する。雲頂
付近の温度をとらていると考えら
れる。「ひまわり」画像として天気
予報でもよく目にする。赤外放射
計のみで、降水強度を定量的に
推定することは相当難しい。

マイクロ波
放射計

レーダ 放射計赤外

③ 赤外放射計
降水
TRMMに搭載された
3種類のセンサにより
観測された台風画像

地表面

（JAXA台風データベースより）

GPM計画に向けて
TRMMの後継ミッションとしてGPMが計画されており、中心
となる衛星が2013年に打ち上げ予定です。
GPMでは、衛星の数を増やすことで、観測頻度と解像度を
向上させた降水マップを作成する予定です。
また、DPRと呼ばれる二周波降水レーダを活用することで、
(海上に比べて不十分だった)陸上での推定精度を向上させるこ
とが期待されています。
こうした改良により、水災害の軽減に直接貢献できるデータ
を提供することが、GPMの大きな目的となっています。GPMに
向けて、本研究室では、以下のような研究を行っています。

最近の研究①：DPR用アルゴリズム開発
GPM主衛星に搭載されるDPR(二周波降水レーダ)は、
TRMMに搭載されたレーダPRが13.8GHzの一周波数のみで
の観測だったのに対して、13.6GHzと35.5GHzの二周波数で
の観測を行うことができます。本研究室では、DPRによる降
水強度推定アルゴリズムの開発に参加しています。
レーダで観測される雨滴からのマイクロ波反射強度(Z)と
降水強度(R)の関係は、降水のタイプにより、すなわち場所や
季節により様々に変化することが知られていますが、PRでは
基本的に一定の関係を使わざるを得ず、誤差の原因となって
いました。DPRでは、観測量が2倍になったことを利用して、
様々なZとRの関係を持つ降水に対してより正確な降水強度
を推定することが期待できます。

最近の研究②：マイクロ波放射計による
陸上の降水強度推定精度の改良
多くの降水システムは、数km程度の高さを持っており、
地上では雨でも上空では雪などの固体降水となっています。
地面や雨から放射されたマイクロ波が、上空の固体降水に
より散乱されて、強度が低下することを利用して、陸上の降
水強度を推定することができます。
この推定方法は、①固体降水による散乱メカニズムが
十分理解されていないこと、②固体降水による散乱と地上
の降水強度の関係は降水のタイプにより異なること、③地
面から放射されるマイクロ波の強度が変化してノイズとなる
こと、などの理由により、十分正確でないのが現状です。本
研究室では、特に③についての対策を検討しています。
作成：瀬戸心太 (seto@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)

沖研究室が行っている水循環観測
水循環を観測
するためには？

Oki Lab, IIS, University of Tokyo

水循環を構成するH2Oは、固体（氷）、液体（水）、気体（水蒸気）の３つの顔を持っています。そのため水循環
を観測する手段は様々です。沖研究室は、宇宙、大気、地表面と、異なる切り口から観測し、データ解析だけで
なく水循環モデルの入力データや信頼性の評価に用いることで理解を深め、地球水循環の解明に挑んでいます。
人工衛星から地表面状
態や雲の移動を観測
宇 宙 空 間 ( 地 上 300‐
36000km) に あ る 人 工 衛
星からの観測は、地球規
模の水循環解明に有効
です。

1.人工衛星観測
衛 観測

沖研究室での研究活動はポスター「宇宙から雨を測る」を参照ください。

2. 地上雨量観測
降水は水循環の中で地表などへの入力にあたり、重要
なパラメータ
沖 研 究 室 で は 屋 上 に 設 置 し た MRR （ Micro Rain
Radar）で雨滴の量と落下速度の鉛直分布を、ディスド
ロメータで雨滴の粒径分布を観測しています。反射強
度、ドップラー速度の鉛直分布から、降雨のメカニズム
に関連する、水蒸気の昇華による氷粒子の形成・凝集
する層、氷の融解と雨滴の生成・雲粒が付着する層、
粒子併合により雨滴粒子が成長する層、降雨の層に分
離できます。

雨量計
MRR

ディスドロメータ

3 蒸発散量観測
3.
様々な植生上での蒸発・蒸散フラックス長期観測
陸域生態系における熱・水循環の変動やこの循
環の変動と深く結びついた炭素循環・陸上生態系
の動態や水資源賦存量の変動の実態は、モン
スーンアジア域においては未だ明らかではなく、
将来の気候変動がもたらす陸上生態系への影響
を考慮して総合的に解明する必要があります。
そこで沖研究室では、地球強化観測の一環とし
てタイ国の天水田地帯や落葉樹林帯、中国山東
省灌漑区にてタワーフラックス長期観測を継続し、
農業活動という人為的影響を考慮した熱 水 炭
農業活動という人為的影響を考慮した熱・水・炭
素循環の時空間的変動を観測し、またその要因
の解明に取り組んでいます。

社会への還元
は？

5. 河川・地下水位観測、河川流量観測

4 安定同位体サンプリング
4.

圧力センサーで河川・地下水位の変動を計測、水位測定と共
力
地 水位 変動を計
水位 定と共
に河道断面積と流速を調査することで河川流量の変動を計測
沖研究室ではリアルタイム洪水予報の実現を目指して、タイ
王国チェンマイ県にて、水循環管理および水災害管理のため
のリアルタイム水文気象観測網を展開しています。

水蒸気、降水、土壌水分の水同位体を観測することで、地表面から
の蒸発と植物からの蒸散を別々に観測
同位体とは、原子番号が同じで質量数が異なる原子のことです。
100m
同位体同士の化学的性質は非常に似通っていますが、質量数の違
いから種々の反応の前後で反応物と生成物の同位体の組成に変
化が生じます。この性質を利用して、同位体をトレーサーとして用い
化が生じます。
の性質を利用して、同位体をトレ サ として用
30m ることにより、ある物質がどのような過程を経てその状態に至ってい
るかという情報を抽出することが期待できます。沖研究室での研究
活動はポスター「水の安定同位体測定」を参照ください。
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タイにおける気候変動に対する水分野の適応策立案・実施支援システムの構築

気候変動 は人類の安全保障上の脅威で

は世界 特にアジア・アフリカに
人間活動 は世界、特にアジア
アフリカに

あり、 先進国、途上国を問わず多くの人々
がさらに困窮することが懸念される。

おける人口増大と経済成長に伴い、持続可
能な開発を脅かす要因となっている。

「政府間パネル(IPCC)第4次評価報告書」より

「水に関する有識者・実務者検討会報告書」より

現地政府・機関に
よる気候変動の
継続的監視およ
び現状の把握

分析

表現

analysis

expression

観測

モデル

検証・解析
observation
model
比較・確認
validation

人間活動も考慮した
水循環・水資源モデル

2001
JST/CREST
「水の循環系モデリングと
利用システム」

予測
prediction

水循環情報
統合システム

2002
統合観測強化期間
（CEOP）
総合地球環境学研究所
「地球規模の水循環変動
ならびに世界の水問題の
実態と将来展望」

国際共同研究を通じた
現地の研究基盤整備
および課題対処能力
の向上

2005

社会への還元 現地現業機関で利用される水文気象アラートシステムを構築した。

気候変動への適応
策としての統合的水
資源管理の実現

ユネスコによる
第4次国際水文研究計画
（IHP－Ⅳ）
世界気候研究計画/全球
エネルギー・水循環観測
研究プロジェクト（WCRP/
GEWEX）対応プロジェクト
GEWEXアジアモンスーン
GEWEXアジア ンス ン
エネルギー・水循環観測
研究プロジェクト（GAME）

理解understanding
観測とモデルを統合した水循環
情報統合システムによる国ス
ケールでの実時間水災害リスク
の評価

これまでの
研究実施経過
1990

1991

観測とモデルの相互関係

気候変動を考慮した
地球観測

水分野の
適応策
立案・実施支援
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「現地現業機関（タイ王立灌漑局）センター長のコメント」
¾ 2007年9月、10月に発生した洪水は夜間に急激に河川水位が上昇
しており、これまでのRIDによる毎6時の手動観測による警報発令では
洪水発生前に発令できない可能性があった。
¾ 市民や関係機関への情報提供はこれまでRIDによる洪水警報のみ
による情報提供であったが、本システムによって毎時自動回収された
データがWEBに公開されるようになったため、市民や関係機関もリア
ルタイムで情報を得ることが可能になり、リードタイムがより確保できる
ようになった。

地球観測システム
構築プラン（JEPP）

2009
地球規模課題対応
国際科学技術協力
「気候変動に対する水分野の
適応策立案・実施支援
システムの構築」
（IMPAC-T）

Author： 小森 大輔、木口 雅司

衛星観測と数値シミュレーションの融合

Oki Lab, IIS, Univ of Tokyo

衛星観測による超高解像度地形データを応用した陸域水循環モデリング
「水は高きより低きに流れる」
陸域の水は、重力により地形に沿って高い場所から低い場所へと流れていく。
地球上には標高差の激しい渓谷部から、湿地・氾濫原が広がる低平地まで、様々な地形が存在する。
地形の多様性を水循環モデルに反映し、水の流れを正しく再現するのはどうすればよいだろうか？

衛星観測：水循環を規定する地形を捉える

衛星観測：水循環の実態を把握する
近年では、陸域水循環の実態が、
衛星観測により直接図れるようになった。

リモートセンシング技術の進歩は、水の流れを決定付
ける詳細な地形分布を全球スケールで捕らえた。

衛星観測による氾濫期間
[Prigent, 2007, JGR] →

←重力場から推定した
陸域貯水量
[Tapley, 2004, Science]

↑1km標高SRTM30
[NASA]
1km河川データGDBD→
[Masutomi,2009,HP]
衛星データをモデルに取り込む
衛星観測された現象の説明

モデルが用いた理論の検証

モデリング：陸域水循環過程を説明する理論を構築する トンレサップ湖面積の
季節変化の再現↓

陸域水循環モデルに、衛星観測による詳細な地形情報を取り込む。
低平地の氾濫原が表現され、水深を客観的に推定できるようになる。
結果として、再現される水面標高の精度が向上し、
アマゾン川氾濫原での２次元的な水面の広がりや、
メコン川・トンレサップ湖における河川大逆流が、
物理メカニズムに基づいて再現できた。 トンレサップ川
逆流の再現→
アマゾン川氾濫原浸水面積↓

氾濫原を考慮した河川流下モデルの詳細
①詳細な地形情報のパラメータ化
衛星観測による水文地形データから各
グリッドに対応する集水域を導出。集水
域内地形分布を10段階でパラメータ化。

②貯水槽として河道と氾濫原を定義
各グリッドの貯水槽を定義する。河道形
状は平均流量の関数・氾濫原形状は詳
細地形情報でパラメータ化。河道と氾濫
原の水面標高はつりあうと仮定すると、
貯水量か水深が求まる。

③水面標高を考慮した流下ルーチン
河道網に従ってグリッド間の水輸送を計
算する。流量は水面標高を考慮した
Diffusive Wave Equationによって算定。
低平地でのBackwater Effectを再現でき
るようになる。

作成：山崎 大 (yamadai@rainbow.iis.u-tokyo.ac.jp)
2009

