～沖研究室の描く未来と現在～
- Introduction -

私達の研究室では、幅広い視点から水循環･水資源について研究を行っています。
沖研究室では水に関する学問の継承と社会への貢献を使命にか
かげ、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。対象とする事象のスケール
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、芳村圭 准教授、Pat Yeh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
35名から構成されています。
春のお花見にて

私たちの専門分野である水文学は、 「水の循環」と言う切り口から現在の環
境や社会がどのような状況にあるのかを把握し、そしてそれらが将来どのよう
に変化していくのか知るための学問であると言う事が出来ます。
そこで今年のキャンパス公開では 『2100年の水文学』 と銘打ち、私たち研究
室が来る2100年に「こうあって欲しい」「そういった形で社会に後継したい」と
思う水文学の姿について、私達がどのようなヴィジョンを持っていて、そのた
めには今後どんな進歩が期待されるかを、2010年現在の研究と共に紹介し
ます。各ポスターを通して、沖研究室がどのような問題意識と使命感を持っ

2008 11.26 日経産業新聞

現在の水需要についてはその概要が明らかになってきました。2100年にはどのような環境･社
会になり，水需要を始めどのような問題があるでしょうか？私達には何が出来るでしょうか？

て研究に取り組んでいるかをご理解いただければ幸いです。

途上国では未だなお水不
足は深刻な問題です。
水不足が発展の足かせに
なったり、地域の政治的な
不安定化を引き起こす事
も考えられます。
2010 2.1 日経新聞(左)
仮想水と言う言葉を知って
いますか？
私達が消費する食料や製
品の生産のためには多く
の水が使用されています。
私達の生活は間接的に多
くの水を必要としているの
です。
2008 6.30 日経ビジネス
（右）

2007年にIPCCがノーベル平和賞を受賞しました。
IPCC （Intergovernmental Panel on Climate Change） と
は専門家によって構成される”地球温暖化”についての国
際的な政府間機関で、温暖化に関する最新の知見の評
価を行い、対策技術や政策の実現性やその効果などに
関する科学的知見の評価を提供しています。
私達の研究室が専門とする水文学も温暖化評価に深く関
わっています。
2007 10.17 東京新聞(上)

近年では温暖化や資源としての「水」が注目されるよ
うになり、私たちの分野への関心が高まっています。
積極的に水資源分野への貢献を
この他にも国境をまたいだ水資源問題や温暖化に
目指す民間企業も見られるようにな
よる豪雨の増加など水にまつわる問題は山積してお
りました。私達の研究室では
り、水についてさらなる知識や理解が求められてい
SANTORYと持続可能な水利用を
目指して共同研究を行っています。 ます。こういった社会ニーズに対し、私たちは研究を
2008 4.8 日経産業新聞 通して貢献していきたいと考えています。
2009 1.1 東京新聞
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（上）

～沖研究室の描く未来と現在～

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』と言う物質が安定した気温の環境を創ったり資源として私たち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』。人類は、古来より水を利用し、

また水と鬪って生産・生活基盤を確立して発展してきました。この水について、地球規模の循環から植
物の中での微細な動きまで、幅広いスケールの水の循環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 -

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。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。
一方、私達はこの時空間的に偏在する水を資源として、生活で使ったり食料や製品の生産に用います。
２１世紀に潜在的に不足する資源の第一は“良質で安定した水”であるとの指摘がある今日、水文環境
の保全と水資源の持続可能な利用は危機管理の一貫として現代社会が早急に解決を必要とする課題
です。

水と災害 - circulating resource 時に水は洪水などの形で大きな被害をもたらす事があり、自然災害の被害のうち洪水や干ばつ、台風など
水関係の被害がその多くを占めます。私たちはこれに対しては堤防やダムで対応したり、より信頼できる予
報の準備に努めます。そのためにも、降水量や河川流量などの水文諸量を把握する必要があるのです。ま
た、グローバルな気候変動、特に地球温暖化が水文環境に及ぼす影響は水資源、防災の両面で大きな注
目を集めています。例えばIPCCの第四次報告書では、豪雨、熱波、強い熱帯低気圧など希にしか起こらな
いけれど、気象災害をもたらす「極端現象」の頻度が温暖化に伴い増える可能性がある、との発表もあるため、
私たちはそれらの影響を予測評価し対応策につなげていく必要があります。
資料：国土交通省 四国地方整備局（上）
http://www。ecoco2。jp/happens/
http://www。nt。gov。au/lands/building/cyclon
es/index。shtml

水文学

– Hydrology -

このように私達の生活に深い関係のある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。 特に、今世紀後半以後の人間活動の飛躍的拡大の中で、人間が水循環に影響を与え、
また人間自身がその反動を受ける事態が生じています。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。

水文学は、このような水問題に対処するために必要な水循環の諸過程を観察し、水の存在諸相を
解明する学問として形成され発展してきました。そして、水の計画、管理、保全のあり方を探る水資
源研究の育成、発展に大きな貢献をしています。また、気候変動分野への貢献も水文学の重量な
役割となっています。

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

そこで私たちの研究室では、水循環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。さらには経済学や農学に及ぶこともあり、非常に学際的な分野であると
いえます。水文学ではここにご紹介する様々な計測やシミュレーションによってそれら水文量を時空間的
に把握し評価します。

～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)
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～沖研究室の描く未来と現在～
～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
年

水文学
「長い歴史を通して河川に加えられてきた人間行為が積分されたものとして、現在の河川は存在しており、
眼前に見る個々の河川の現状は、長い河川史の一過程であり、将来の姿を秘めているのである。」（水文学者 高橋 裕）
高橋がこの言葉の中で強調したことは、過去の河川と人との関係に目を向けることが、将来の河川のあり方を考える上で丌可欠であるということです。つまり、私た
ちが将来を見据えた河川の計画を行うためには、これまでの河川の歴史を明らかにし、それを活用する術を知らなくてはなりません。ここでいう河川の歴史とは、河
川史、河川技術史、河川事業史などを指し、これら学問は、個々の河川におけるこれまでの河川と人間との闘いと協調の経緯、または成功や失敗の経験を明ら
かにし、その知識を蓄積することを目的としています。ですが、実際の計画へこれら知識を適用するためには、そのための術を構築しなくてはなりません。

歴史的「知」の解明と蓄積

photo
歴史的「知」の適用法の構築
中村

晋一郎

特任助教
「水の知」（サントリー）
総拢寄付講座

2100年には、河川の歴史を網羅する知の蓄積を実現し、それら知の活用方法が構築され、１０００年先を見据えた決して後悔しない河川計画が実現されます。

中間目標
2．歴史的「知」の適用法の構築

1．歴史的「知」の解明と蓄積
・歴史的転換期の解明：明治期における近代技術の流入や、高度成長期における巨大技術の登
場など、河川の歴史になかにはいくつかの転換期があったことが知られています。これら転換
期を明らかにし、歴史的連続性を獲得します。
・河川通史と河川史学の確立：河川通史を成立させ、それを学問体系として再構築します。

・柔軟な河川計画手法の確立：歴史的な経験を計画に反映するためには、より柔軟な河川計
画を確立する必要があります。
・歴史的河川技術と計画手法の定量化
・将来予測技術との適合

年

水文学

河川史における転換期の一つに、高度成長期が挙げられます。高度成長期には、環境の悪化や都市型水害の多発など、急速な社会の成長に伴う弊害が露わになってき
ました。また、この時期には大量で大規模な土木技術の発達により、河川の大幅な改変も行われました。以下の研究では、この高度成長期の都市河川に注目しました。

高度成長期において、東京では多くの河川が廃止され、その姿を消しました。その多くが、昭和36年に出された委員会報告、通称「36答申」によって下水道への転用が
決定された河川であり、現在では二重河川として再生された北沢川も、近年再生が謳われている唱歌「春の小川」のモデルとなった渋谷川の上流域も、本答申により姿を
消した河川です。本研究ではでは、多くの河川を失うことになった「36答申」について、当時の歴史的資料をもとに、その経緯と思想について明らかにしました。
図1：昭和25年頃の渋谷川上流域の様子

昭和36年10月17日、「東京都市計画河川下水道調査特別委
員会 委員長報告」のちに「36答申」と呼ばれる文書が、都知
事あてに提出、了承されました。
本研究では、東京都公文書館所蔵の本委員会で使用された
資料及び委員会議事録を見つけ出し、その中から河川廃止の
計画思想とその背景を読み解きました。

東京の河川から廃止する河川を決める際に、以下の条件が存在することが分かりました。
条件1
条件2
条件3
条件4

この基準を元に、下水道幹線として利用される河川またはその一部が決定されました。

図2：委員会議事録表紙

a)技術的効率化
下水道で排水を流すには、下水管に勾配を設け重力を使っ
て排水を下水道処理場へと流す自然流化方式が最も効率的
だとされています。よって、自然流下の作用で形作られた河川
を下水道幹線として利用することが、技術的に効率的であると
されました。
36答申において下水道化が決定された河川の多くが、比較
的勾配のある山の手地域の河川であることは、この理由が反
映されてのことであると考えられます。

図3：廃止が決定された河川
（赤：下水道への転用、黄色：暗渠化のみ）

b)都市の環衛生並びに美観の問題の解決
当時の東京の河川は、下水道が整備されておらず、家庭や工場等から排出された汚水でひどく
汚染が進んでいました。また、今後下水道が整備された場合、晴天時における河川は空の状態に
なります。河川をそのまま残したところで美観的、衛生的に好ましくなく、河川は暗渠化して下水道
に転用すべきであるということが河川廃止の二つ目の理由となりました
36答申

90

800

80

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

残存河川に対して考えられる対策は以下の3つでした。

①空のまま残す

②下水道にしてポン ③暗渠化して雨水渠
プで処理場に送る
とする

処理場まで自然
流下可能な区間

暗
渠

開
渠

残存河川
（水がない）

暗
渠

ポンプ
感潮区間

対策を選ぶ際に委員会で議論となったのは、「カラの河
川」が河川と言えるかという点でした。
これについて、委員の一人は委員会の中で次のように述べています。
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図7：河川廃止後の残存河川概略図

・ゴミの投げ入れ。
・水がない水路は見
た目も良くない。
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河川を廃止し暗渠化することでの一番の弊害は、「残存河川」の発
生でした。
上流を下水道とした場合、上流の水はすべて途中から分岐された
汚水管へ導水するため、下流側は晴天時全く水が流れなくなり、水の
ない「カラ堀」のようなものが、都市の中に現れることになります。当時
の河川の状況からいって、そこはゴミ捨て場のような状態になり、さらに
は先述した雨天時の放流汚水の影響と相まって、そこは蚊や蠅の温
床と化すことが予想されました。

①カラの河川として残す。
②下水道化を下流感潮区間ぎりぎりまで行い、そこから
ポンプで 下水処理場へ圧水する。
③暗渠化して雨水吐き（雨水渠）として利用する。

東京都区部の人口と下水道普及率の変遷
1000

水源を有さない水路
感潮がない水路またはその区間
舟運がない水路またはその区間
下水処理場に自然流化でアクセスできる水路またはその区間

・メンテナンスが大変
（維持費がかかる）
・洪水時危険

・ゴミの投げ入れがない
・メンテナンスが楽
・洪水時安全

図8：残存河川への対策案

下水道普及率

図5：上流下水道化前後の様子

図4：都区部における人口と
下水道普及率の変遷

ｃ）経済的効率化
河川を下水道化しなかった場合、道路の下などに別途汚水幹線を敷設して、さらには河川のま
ま残置した水路、つまり「雨水吐」にも改修の手を加える必要が生じます。河川をそのまま覆蓋化し
下水道化する方が、下水道整備を急ぐ必要があった当時情勢を考えると、河川を下水道へ転用
した方が経済的でありました。
河川を合流式下水道にした場合
＝河川の下水道幹線化＝暗渠化
○長所
・工期が短い
・コストが安い
・下水道敷設のスペースが不要
・河川として維持管理の必要がない
・塵芥の投入れがなくなる
○短所
・雨天時、未処理の汚水が河川へ流出する

つまり、「カラの河川」は、当然下水道として扱われるべきであり、よって、上記①の処置は取ら
れず、また当時の下水道費用の切迫した状態において、維持費用のかかるポンプでの処理は
採られることはなく、暗渠化して「雨水吐き」つまり「下水道雨水幹線」として利用することを決定し
ました。

河川を分流式下水道にした場合

汚水

雨水

○長所
・汚水が河川へ流出しない
○短所
・工期が長期化する
・コストが高い
・下水道敷設のスペースが必要
・維持管理が必要
・カラの水路が現れる

汚水
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汚水管

36答申を受けて、都内の中小河川の暗渠化が行わ
れましたが、実際に事業化に移されたものはその一部
だけでした。
昭和63年11月に建設省および東京都において「原則
として中小河川の新たな埋め立ては行わない。すでに
中小河川を下水道幹線として暗渠化することが決定さ
れている区間については、河川として存続すべく既定
計画を見直していく」との方針が出され、これにより河
川廃止の動きには終止符が打たれました。
図9：渋谷川に関する管理区分の変遷

渋谷川に関する
管理区分の変遷
四谷
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d)住民からの要望
河川の廃止には住民の強い要望がありました。この頃の東京都への陳情、
請願の殆んどが、河川の暗渠化であり、河川が下水道として暗渠化されれば、
その上は道路として使用することも可能であり、交通緩和の点からも望まれま
した。
また、当時は東京オリンピックを目前に控え、市民の間で都市の衛生への
関心が高まっていたことが、このような要望が上がる要因になったと考えられ
ます。

「～要するに水源のない河川であるならば、下水が完備すればこれは河川はなくなるはずだ。
従って東京で残る川は隅田川であり、荒川放水路、江戸川、多摩川、あるいは神田川の一部
は残るかもしれない。あとは下水になるべきはずであります。外国のどの都市に行っても、そうい
う川はみんな下水になって一本もない。影を消している。それにもかかわらず、もし今のからから
河川が残る必要があるとすれば、これは下水計画のどこかに 欠点がある。～だから河川が
下水かわけのわからぬような存在は残したくない。～」
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～沖研究室の描く未来と現在～
～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
年

水文学
衛星観測の導入
陸上に降った雤は地面へと染み込み、一部は蒸発して大気へと戻りますが、一

どの流域にも
適応できる
万能水文モデル

降水

部は流出となり河川に注ぎます。陸域水循環モデルは、これらの過程を数式で
記述していき、最終的には河川の流れを計算します。しかし、降水の分布・土

全体の水の流れは極めて複雑です。この丌均質かつ複雑な水循環の過程一つ一

気候システム
における陸水
の役割の解明

蒸発・蒸散

壌の特性・植物の活動・地形などは、流域というスケールでみても均質なもの
ではありません。また、水循環の各過程は、互いに相互作用を持つため、流域

洪水予測精度
の大幅向上

photo

陸域水循環
モデルの改善

表面流出
土壌水分
湖沼・湿地

地下水流

つを、観測技術の発展や斬新なアイデアを駆使して適切に記述することで陸域
水循環モデルを改善すれば、水循環への理解が大きく深まります。

浸透・湧昇

不透水層

地下水面

土壌水分・地下水・
河川・湖沼・植生など
各モデル要素の
シームレスな結合

河川

陸域水循環モデルで考慮する現象

中間目標
陸域水循環モデルを改善するためには、水が
土壌水分・地下水・地表水などとして、どこ
にどれだけ貯留されているかを把握すること
が第一です。地上観測ネットワークや衛星観
測技術の向上により、水の貯留と輸送の実態
は、徐々に解明されつつあります。

GRACE:
Gravity Recovery and Climate
Experiment
宇宙から重力の強さを測定することで
地下水までを含め、どれだけ水が貯留
されているかを計測する。 2002 ～

地上観測網の
強化と連携

山崎
南士程課 2年

日本学術振興会 特別研究員(DC1)

衛星観測技術の
飛躍的な発展

SWOT:

SMAP:

Surface Water and Ocean
Topography
Ka-Bandのアクティブマイクロ波計測
で
河川・湖沼・海洋の水面標高をcm卖位
で計測する。
2016～

Soil Moisture Active-Passive
Active Passive両方の
マイクロ波を
用いて、土壌
水分を計測

2015～

大

革新的観測技術:
微弱な振動や電磁波の
変化などから、地下水
の動きが推定できるよ
うになる？

20??～
年

水文学

沖研究室では、地球規模の水循環の謎を解明するため、また資源としての水のアセスメントを行うため、全球スケールの陸域水循環モデルを開発してきました。
ここでは、最新の成果として全球河川流下モデルへの氾濫原浸水過程の導入について説明します。

陸上の水循環は、気候システムの一要素として、また人類を含む生体系への淡水供給システムとして、重要な役割を担っています。コンピュータ上で地球規模の陸域水循環を計
算することで、気候変動が水環境に不える影響の評価や生態系のアセスメントが可能になります。しかし、水の流れは詳細な地形に規定されているため、コンピュータ上で水深
や水面面積といった水の貯留形態を現実的に表現することは非常に困難でした。沖研究室では、様々な地球観測衛星から得られる情報を水循環モデルに組み込むことで、これま
では丌可能だった水深や水面面積の再現に成功しました。

Variables

Parameter

CaMa-Floodは分布型の全球河川流下モデルで、陸面課程モデルからの誌流出量を入力
値として、河川流量・水深・水面面積・貯水量を計算します。
Z
Channel Elevation
L
Channel Length
W
Channel Width
Embankment Height B
A
Catchment Area
Floodplain Elevation Profile
f(Topography)
River Storage
Sr
Floodplain Storage
Sr
River Water Depth
Hr
Floodplain Depth
Hf
Inundated Area
Af

L

Sf

Sf

Sr

a
ogr
To p

Hf

Hr

phy

B

W
Z
A

A

Af

Af

各グリッドには河道と氾濫原が連続
した貯水槽として定義されます。河道と
氾濫原の地形はパラメータで不えられ、
毎タイムステップで河道と氾濫原の水深
が等しくなるように、貯水量が調節され
ます。

河道網と詳細地形パラメータは、衛星観測から
得られた超高解像度の水文地形データを用いて
自動的に抽出されます。

各グリッド間の水輸送は河道網に
沿ってのみ計算されます。
(b) Backwater
isfc •A h

(a) Downward Flow
Oi=Av
isfc •A h
(i)

(i)
Li

•Oi=Av
Li

(j)

Downstream

Downstream

1 v v v h

  i0  i f  0
g t g x x Kinematic
Dynamic

(j)

i f  n 2v 2 h



4
3

Diffusive

Manning Friction Slope

St. Venant Momentum Equation

Si (t  t )  Si (t )   j

upstream

Q j t  Qi t  Ai Ri t

Cross-section Depth
Riverbed Slope
Water Surface Slope
Manning Coefficient

h
i0
i sfc =dh/dx+i 0
n

Flow Velocity
Discharge
Forcing Runoff

v
Q
R

流量は拡散波方程式によって計算さ
れます。水面勾配にしたがって流下計算
が行われるので、Backwater Effectが考
慮され、また河川の逆流も再現できます。
貯水量の時間発展は、質量保存足にした
がって計算されます。

GDBD Flow Direction [Masutomi, 2009]

SRTM30 DEM [NASA]

各グリッドに
Outlet Pixelを定め、
水文地形データを下流
へ辿ることで、河道網
が作成されます。

各超高解像度の河
道データを追跡するこ
とで、蛇行までを考慮
した河道長を抽出する
ことができます。

各グリッドの集
水域も超高解像度の河
道データから自動的に
抽出されます。流下計
算を集水域卖位で行う
ことで、流域内水収支
が現実的になります。

超高解像度標高
データと組み合わせる
ことで、浸水面積と水
深の関係を陽に表現す
ることができます。
[Ex] W浸水域が60%の時、水深は10mと計算できる。

Q
W  max[10.0,10.0  Q 0.5 ]
B  max[1.0,1.0  Q 0.15 ]
Annual Discharge

現在の衛星地形観測では十分表現されない川幅と
河道深は、経験則によってパラメータ化します。

Continuative Equation

Obs
氾濫原浸水過程を導入した効果を示すため
に、右に示す３つの実験を行い、アマゾン
川流域で検証をしました。

Experiment
NoFLD
FLD+Kine
FLD+Diff

Storage
River Channle Only
River Channel + Floodplain
River Channel + Floodplain

Obs

Flow Routing
Kinematic Wave
Kinematic Wave
Diffusive Wave

再現された河川流量を観測（OBS)と比較し
ました。氾濫原を考慮しないと、水位変動
が激しくなるため、日流量が観測に対して
大きくばらつきます （NoFLD） 。一方、氾
濫原を導入すると日流量変動が緩やかにな
り、観測とよく一致することが示されまし
た。

(a)

FLD+Diff

(a)

FLD+Diff

(b)

High Water Season

(b)

Low Water Season

FLD+Diff

拡散派方程式の導入によって、下流の水位
が 上 流 の 流 れ に 影 響 を 及 ぼ す Backwater
Effectの再現が可能になります。 FLD+Diff
では高水季の支流における流速のよどみが
再現されていますが、 FLD+Kineではそれ
が見られません。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

浸 水 面 積 を 衛 星 観 測 デ ー タ [Prigent,
2007]と比較しました。開発したモデルは、
浸水面積の空間分布・時間変動をともに
妥当な精度で再現できれいることがわか
りました 。

FLD+Kine

[m/s]

Obs.
Sim.

～沖研究室の描く未来と現在～
年

水文学

2006年タイ。Chao Phraya川沿い
の堤防が切れて市街地のほとん
どが浸水し、深いところでは水深
が1m以上になっていました。

2009年フィリピン。台風による洪
水で多数の犠牲者が出ました。
川沿いの低地では１カ月以上
たっても浸水している場所が見
られました。

洪水は発生数・被災者数が世界で最も多い災害です。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。2100年には、河川の流量や水位だ
けでなく、積雪・融雪量、土壌水分量といった陸域の水文量を実時間で検知・予測できるシステム
を開発・運用します。「いま、どこにどのくらい水があるのか？数時間後、数日後にはどう変化す
るのか？」といった情報を毎時間提供し、さらに洪水リスクなどの利用しやすい情報に変換するこ
とにより、洪水による犠牲者のない社会を目指します。

中間目標

観測とモデルとの統合

日本域での洪水検知・予測モデルの開発

日本域では気象庁のAMeDASによる気象観測、国土交通
省による1級河川での水位観測など、水循環にかかわる観
測が密に行われており、人工衛星による観測も利用するこ
とができます。これらの観測値をモデルと統合して、より信
頼できる洪水検知・予測システムを開発します。

日本全域で時間流量を精度よく実時間で予測できるモデルの開発を目指しま
す。高解像度化によって大河川だけでなく中小河川も予測可能にし、洪水リス
クなどわかりやすい指標への変換を行います。データのそろう日本域でモデル
の開発・検証を行った後、発展途上国での洪水検知・予測に応用します。

Put your
picture here.
You can
deside
photo
the sise of the
picture free!
Name
Position

新田 友子（南士２年）

年

AMeDAS観測
点

水文学

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

Today’s Earthによる 河川流量の計算結果です。2010年6月5日6時の予測結果を
示しています。世界の大河川が見えるでしょうか？水循環シミュレーションの詳細に
ついては、下記をご覧ください。

Today’s Japan の河川流量の計算結果を
示しています。2010年6月3日5時の予測
結果です。日本域では0.1°（約10km）、1
時間の解像度で、気象庁GPVに合わせ
て18時間先まで予測しています。

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、Today’s
Japanでは、計算した河川流量を珍しさの指
標である「流量確率指数」に変換して、格子ご
とに危険度を推定しています。図は、流量確
率指数の例を示しています。

予測結果はhttp://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/LIVEJ/で公開中です！

水害発生確率との関連付け

水循環シミュレーションの流れ
★水循環シミュレーションの流れ

●数値予報モデル

沖研究室 東京大学 生産技術研究所
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稀な大洪水
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流量超過確率
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地表面の土壌・植生・積雪などを表現し、鉛直1次元
地表面水文データ
の水とエネルギーの移動を表現するモデルです。数値
土壌水分量
地温
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。
流出量
蒸発量
など
東大CCSRと国立環境研が開発し、沖研究室で改良し
たIso-MATSIROは、世界最先端の陸面モデルの一つ
河道網モデル
です。
GPVデータから得られた降水量などの陸面に対する
河川流量データ
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
●河道網モデル
タは、河道網モデルに与えられます。
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。
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Iso-MATSIRO Schematic
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前処理(解像度変換など)

日本全域で流量確立指数と「ある発生頻度を持つ日流量回
数のうち実際に水害が発生した確率」を示す水害発生確率
の関係を調べました。

0.0

GPVデータ

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
は格子間隔20kmメッシュの全球数値予報モデルを用
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。

被害発生確率
水害発生確率

数値予報モデル

地表面気象データ

水害発生確率とその特性

頻繁な小洪水

小さな超過確率の（その地域にとって稀な）流量になるほど、
水害発生確率は指数関数的に大きくなる傾向があります。
特定の河川で様々な規模の水害事例を集めることはほぼ不
可能ですが、流量超過確率によって規格化し、全国の水害
事例を集計することで初めて、水害発生確率の算定が可能
になりました。

～沖研究室の描く未来と現在～
年

水文学
• アジアモンスーン地域の水文・気象を特徴づけるモンスーンのメカニズムが解明される。
• 現象のメカニズムの解明と高解像度シミュレーションを可能にする計算機技術の進歩により、「雤季がいつはじまるか」や「雤季にどれ
だけの雤が降るか」といった季節予報や短期予報などアジアモンスーン地域の気象予報が正確なものとなる。
• 詳細な水資源量予測の実施により、効率的な水資源利用計画の策定が実現され、これと併せて水利用効率の向上が図られる。
• 上記の知見を援用したインフラ整備を含む社会システムの構築により、社会の脆弱性が低減される。
気象災害に強い
社会システムの
構築

アジアモンスーン地域における気象災害による人的被害はゼロになり、経済的被害も最小限に抑えられた社会になる。

中間目標

多様な観測技術の活用
・高精度分解能測器の広域展開で大
気の情報の収集を進める。
・GRACE等の衛星情報を活用し、表
層に限らず地下の情報（地下水・土壌
水分等）も含めた水循環を把握する。

従来の観測網に加え、新たな観測
技術の活用や水文・気象モデルの利
用によりアジアモンスーン地域の水
文・気象メカニズムの解明を進めます。

水文・気象メカニズム
の解明

photo

人的被害ゼロ
経済的被害の激減

木口雅司

モデルの活用
・高解像度気象モデ
ルの利用によるモン
スーン期気象現象の
再現を行う。
・ダム操作など人間活
動を考慮 した水循 環
シミュレーションを行う。

GRACE

年

水文学

【１】研究背景
アジアは世界でも自然災害が多い地域です。また人口過密地域が集中しているため、災害発生時の
被害は甚大なものになりがちです。
沖研究室では、月降水量、年降水量の世界最大記録が観測されるなど、水文・気象学的に特徴的な
バングラデシュやインド北東部（アッサム州・メガラヤ州）周辺を対象とした研究を行っています。
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アジアの自然災害の内訳

自然災害が多発するアジア

【2】プレモンスーン期の激しい対流活動の観測

(木口、沖 (2010)を改編)

【3】地球温暖化シナリオに基づいた单アジアの水資源需給予測
バングラデシュを対象として、地球温暖化による水循環の変化と経済や人口といった社会面の変化の双方を考慮
した将来の水資源需給予測を行いました。

バングラデシュやインド北東部は卓越する風向が季節によって変化す
るアジアモンスーン地域の一部で、12月～2月が乾季、6月～9月は雤
期（モンスーン期）になります。雤季（モンスーン期）に入る直前はプレモ
ンスーン期と呼ばれますが、プレモンスーン期には雤季や乾季とは異な
る特徴的な対流活動が発生することが知られています。例えば1962年
には竜巻により922名の死者が発生し、近年でも2005年5月19日に発
生した竜巻により約200名が亡くなりました。
我々はプレモンスーン期の激しい対流活動のメカニズムを解明するた
め、バングラデシュを中心に気象観測を行っています。

[3-1] 研究手法

温暖化シナリオ
A1（世界市場主義シナリオ）： 低人口成長
のもとでの高度経済成長シナリオ。高い
技術開発が続く。世界の地域間の壁は縮
小し、地域間の社会構造、1 人あたり所
得とも、次第にある方向に収束に向かう。
A2（地域・伝統重視シナリオ）：地域間の
交流が尐なく、技術移転や文化融合が極
めて遅い。人口増加は非常に激しい。エ
ネルギーも地域内の資源に依存する割合
が高く、技術進歩も相対的に低い。

水資源量は気候モデルが計算した将来の流出量を元に流域ごとに予測されます。
水需要量は地球温暖化予測に用いられている温暖化シナリオに沿って 、人口・
GDP・電力使用量などを元に農業・工業・生活用水について予測されます。
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B2（地域自立シナリオ）： 比較的地域主義
が強く、その範囲で経済・社会・環境の持
続可能性が追求される。このため、世界
は多様性を残す。
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Sylhet B1（環境技術牽引シナリオ）：グローバリ

ゼーションが進み、A1とほぼ同じ速度の
人口増加になる。低資源消費、クリーンエ
ネルギーの開発および利用など、持続可
能性に重きをおく形で技術選択が行われ
る。 地域主義より、地球主義の価値観が
主導になる。
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[3-2] 結果
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ゾンデ観測の様子
写真中のバルーン に観測機材
（ゾンデ）取り付け上空に上げ、
気温・気圧・湿度・風速の鉛直分
布を調べます。

風速
（西→東）

2010 年 4 月 22 日 の 観 測
例
モンスーン期の大規模な風の循環は対流圏下層で西風（西→東）が、対
流圏上層で東風（東→西）が卓越します。一方、プレモンスーン期には中緯
度偏西風帯の西風ジェットが対流圏中層で卓越することが知られています。
バングラデシュ北東部のSylhetにおけるゾンデ観測結果（上図）には、上
述のプレモンスーン期の特徴に加え、激しい対流活動の発生に寄与すると
考えられる下層の单東風が見られます。
こうした観測や気象モデルを組み合わせることで、プレモンスーン期メソス
ケール擾乱のメカニズムの解明を目指します。
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バングラデシュの水ストレス人口とその割合

バングラデシュの水ストレス人口（高い水ストレスにさらされる人口）と、その全人口に占める割合を各シナリ
オごとに算出した結果、以下のようなことが分かりました。
• 水ストレス人口の割合はほぼ横ばい
• 水ストレス人口の絶対数は増加する。ただし、これはすでに高い水ストレスにさらされている地域の人口増
加による。
• 新たに水ストレスにさらされる地域はバングラデシュでは尐ない。

～沖研究室の描く未来と現在～
～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
年

水文学
雤は、人間が利用できる水の源であり、一方では人間の生命・財産を脅か
す水災害を引き起こします。雤の量を正確に観測することは、水文学にお
いて最も基礎的かつ重要なテーマです。20世紀末ごろから、人工衛星を用
いた雤の観測技術が大幅に進歩しました。（下のカラムをご覧ください）

21世紀、宇宙開発・通信技術・計算機のさらなる発展の恩恵をうけて、人
工衛星による観測技術は今後も飛躍的に成長するでしょう。2100年には、
1mまたは1秒といった卖位で降水(雪も含む)の情報を得ることも夢ではな
いと考えます。このような超高解像度の情報が得られるようになったとき、
水文学はどう社会に貢献できるでしょうか。私の描く夢を右に示します。

(1) 詳細な降水情報 → 万一の水災害から的確に避難できる
各家庭において、自分の庭先から世界までの任意の解像度で、降水の状況をリアル
タイムで見ることができるようになります。専門機関による解説とあわせて利用することで、
洪水等からの的確な避難を可能にし、水災害による被害を大幅に減らします。

(2) 天気予報の精度向上 → 分卖位で今日の天気がわかる
降水・雲・水蒸気の情報をより正確に細かく与えることができるようになり、気象モデル
による予測が大幅に向上します。今日いつ雤が降るかを分卖位で知ることできるようになり、
一日の計画がたてやすくなります。

(3) 降水を制御する技術の実現 → 都会の雤をダム上流域に移動
超高解像度の観測情報により、降水や雲の生成・成長に関するメカニズムの理解が
進み、現在は十分な効果を上げていない人工降雤技術など、降水そのものを制御する技
術も実用化されることが期待されます。

格子の
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1km

衛星観測＋天気予報

時間
間隔
1分

配信
時間

Name
Position

作成者 瀬戸 心
太
対象

範囲

1時間前

3次元
雤・雪
雲・水蒸気 極域まで

1時間後

雤・雪

一部3次元
極域まで

雤・雪

2次元
極域まで

雤

2次元
高緯度除く

雤・雪だけでなく雲や水蒸気も含めて、3次元での地図が作成される。これらの衛星観測から得られた情報を、気象モデルに
組み込むことで、天気予報の精度を大幅に向上し、いわゆるゲリラ豪雤も予報可能となる。

2030年ごろ

静止気象衛星にレーダ・マイクロ波放射計を搭載

1km

10分

現在の静止気象衛星では可視・赤外放射計による雲画像が得られるが、レーダ・マイクロ波放射計を搭載することで、これら
のセンサによる高頻度な観測を実現する。検討はすでに開始されており、2030年ごろまでには実用化が十分期待できる。

2013年～

GPM(全球降水観測計画)

10km

1時間

3時間後

GPMとは、日米を中心とする国際プロジェクトであり、TRMMの後継機としてレーダ(DPR)を搭載した主衛星と、8機のマイクロ
波放射計により観測を行う。現在準備中であり、主衛星は2013年打ち上げ予定。雪についての定量的な観測も可能となる。

(現在)

年

10km

1時間

4時間後

水文学

②

①

GSMaP
発展途上国等における
水災害の軽減のために

人工衛星による観測（リモートセンシング）技術の進歩により、「世界のど
こで、どれだけの雤が降っているか」の情報を地図として示すことが可能に
なりました。世界の複数の研究チームにより、さまざまな地図が作成されて
います。
日本では、GSMaPという地図を開発・作成しています。GSMaPは、世
界を約10km(＝緯度および経度0.1度)の格子に区切り、1時間ごとに、各
格子に降った雤の量を示します。例えば、右段の中央の図は2010年5月
15日の世界標準時3時からの1時間に降った雤の量を示しています。
GSMaPを作成するためのアルゴリズムは、科学技術振興機構(JST)の
支援のもとで、当研究室の瀬戸を含む20名程度の研究チームによって開
発されました。現在では、アルゴリズムを受け継いだ宇宙航空研究開発
(JAXA)が、GSMaPを作成しています。観測から4時間以内に、インター
ネットで公開され、誰でも無償で利用することができます。
GSMaPの作成には、複数の人工衛星による観測が使われています。
大きく分けると、マイクロ波放射計、レーダ、静止気象衛星の3種類があり
ます。それぞれの特徴は、下段で詳しく述べますが、観測頻度と推定精度
の面で、一長一短があります。うまく組み合わせて使うことで、より細かく、
かつ、より正確な雤の地図を作成することができるのです。
GSMaPは、特に発展途上国において、水災害の軽減や水資源・農業
管理などに用いることが期待されます。多くの発展途上国では、雤量計な
ど雤を観測するための設備が十分に整備されておらず、雤量計があっても
データの転送が自動的に行えず取得に時間がかかるといった問題があり
ます。しかし、洪水被害を軽減するためには、一刻も早く雤量の情報を取得
することが不可欠です。当研究室では、タイとの国際共同研究を進めてお
り、GSMaPを同国の水管理に活用することを検討しています。

マイクロ波放射計

作成・配信 (JAXAが担当)

③

GSMaP
1時間ごと
約10km格子
緯度60°まで
4時間以内

推定アルゴリズム (JST/CRESTプロジェクト)

④
複数の衛星による観測

TRMM （トリム）

レーダ

Aqua

DMSP
※ 複数機あり

静止気象衛星 ひまわり
※欧米の衛星も利用

静止気象衛星の雲画像

GSMaPでは、マイクロ波放射計による観測を中心に

雤を観測するためのレーダ（気象レーダ）は、20世紀

天気予報でおなじみの”ひまわり”といった静止気象

用いています。自然界にあるすべての物質は、微弱
なマイクロ波を出しており、その強度を計測するのが
マイクロ波放射計です。
雤粒の大きさ・数とマイクロ波の強度の関係を理
論的に求めておくことで、マイクロ波放射計による観
測から雤の量を推定することができます。
最初に述べたように、雤以外の物質、例えば地面
の土や植物などもマイクロ波を出すため、これらは雤
の推定の際に障害（ノイズ）となります。海の上で雤を
推定する場合は、海面からのマイクロ波についてある
程度理論的に算出できるのですが、陸の上では地面
からのマイクロ波が場所により大きく異なります。
このため、陸の上での雤の推定精度は十分であり
ませんでした。当研究室では、地面からのマイクロ波
について場所や季節による違いを考慮することで、陸
の上での雤の推定手法の改良に成功しました⑤。
マイクロ波放射計は、雤以外の観測にも有用であ
るため、20年以上前から、複数の衛星に搭載されて
います。現在、尐なくとも5台が利用可能です。世界の
任意の場所が、平均すると3～6時間に1回はいずれ
かのマイクロ波放射計で観測されることになります。

後半から世界で広く使われており、日本でも気象庁や
国交省により数十台が運用されています。気象レー
ダが人工衛星に搭載され、世界中を観測できるように
なったのは、1997年からです。TRMM(トリム；熱帯降
雤観測衛星)に搭載されました。
衛星からの観測の際に、レーダを使うと雤を高度
別に測ることができます。また、マイクロ波放射計と違
い、地面の影響を受けにくいので、陸の上でも海の上
とほぼ同等の精度で雤の量を推定することが可能で
す。しかしながら、衛星に搭載されたレーダは現在の
ところ、TRMM搭載の1台のみです。このため、任意
の場所の観測は、1日～数日に1回程度に限定されま
す。また、TRMMは熱帯域の観測に重点をおいてい
るため、約36°より高緯度側の観測はできません。
このため、GSMaPにおいては、レーダの観測を直
接利用せず、マイクロ波放射計による推定値の検証
など補助的に用いています⑥。現在、2013年からの
運用を目指して、次の衛星搭載レーダ(DPR)が開発
されています。DPRは、緯度約70°までを観測対象
としており、またTRMMでは難しかった雪の量の推定
についても、十分な精度で行うことが期待されます。

衛星による雲画像もGSMaPに使われています。静止
気象衛星は、赤道上の決まった場所を中心とする半
球の雲について尐なくとも1時間に1回観測できます。
日本の”ひまわり”のほか、欧米の衛星を組み合わせ
ることで、全球の雲の画像を毎時取得できます。
左で述べたように、マイクロ波放射計による観測
は、3～6時間に1回程度ですので、GSMaPで1時間
ごとの推定値を出そうとすると、観測されていない領
域が大半になります。観測のない領域を埋めるため
に、上記の雲画像を使います。
雲画像からは、雲が発達している高さを読み取る
ことができるので、この高さの情報から雤の量を経験
式に基づき推定する方法があります。しかし、この方
法は、十分な精度がありません。
GSMaPでは、1時間前と現在の雲の画像を比較
することで、雲が1時間の間にどう移動したかを推定
し、その移動ベクトルにしたがって、1時間前の雤の地
図から現在の雤の地図を作製しています。すなわち、
雲の移動と雤域の移動が一致すると考えるのです。
ただし、現在においてマイクロ波放射計による観測の
ある場所は、それによる推定結果を優先して使いま
す。

①タイにおける浸水(沖大幹教授・撮影) ②ベトナムにおける洪水被害(研究室卒業生の新井裕子氏・撮影) ③GSMaP画像(http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/ より取得) ④ひまわり画像(生産技術研究所
沢田・竹内研究室ウェブページより) ⑤Seto et al., 2005, Journal of Applied Meteorology, Vol.44, No.8, pp1243-1259. ⑥Seto et al., 2009, Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol.87A,
pp183-202.
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水文学

展望②
より正確な長期予測による
人間活動のマネジメント

大気中の水蒸気が雤や雪となって地上に
降ってくるまでのプロセスは、観測することが難しい
ため、まだまだ分からないことが多くあります。
水蒸気はエアロゾル（大気中に浮遊している小さな
塵）の力を借りて、水滴となります。そのような水滴
が集まったものが雲です。雲は地表面に達する
太陽の光を遮断しますので、地上での蒸発散に
影響を及ぼします。また、水滴が十分に大きくなると
雤や雪として地上に降ってきます。
2100年には一滴の水が雤や雪となるまでの一連の
プロセスがよく理解されていることでしょう。すると
3つの展望が開けます。

一滴の水

http://www.sci.osakacu.ac.jp/phys/crys/ice/lect7.html

雲

雤・雪

IPCC (2007)

展望① 気象制御
人類学者のMurdock(1945)によれば、気象制御の試みは
世界の全ての文化でみられます。気象制御は人類共通の
夢といえるでしょう。一滴の水の動きから雤・雪ができるま
でが十分理解できれば、雲や雤・雪を制御し、ダムや灌漑
といった地上での水の制御に加え、空中からも水資源が管
理できるようになるでしょう。

中間目標

http://www.ccsr.utokyo.ac.jp/openhouse/2005poster/2005OHSatoLab/2005OH-SatoLab.htm

ひとつひとつの過程がより詳細
に理解されることにより、水循環
の予測はより正確なものとなる
でしょう。より正確な予測に基づ
いて、さらに高度な水資源管が
求められることとなるでしょう。

鈴木

聡

南士課程

展望③ スケール間の統一的理解へ
個々のプロセスの理解が進むと、誤差がより
小さくなり、全体像が見えやすくなります。小さ
いスケールから大きいスケールの間を結ぶこ
とができる、大気中の水の流れに関するより
本質的な物理が姿を現してくることでしょう。

蒸発散
Cortis et al. (2010)

①全球スケールで信頼できる
雲解像モデルの開発

②エアロゾルの
発生・輸送・変質過程の理解

一滴の水から地球スケールの
出来事を理解するためには雲
の動きや生成消滅が再現でき
なければなりません。さらにこ
れを地球全体でシミュレーショ
ンすることにより雲と地球水循
環の間の関係を理解します。

エアロゾルは大気中の水の振舞いと密
接な関係にありますが、その物理や化
学はまだまだ理解されていません。ど
こでエアロゾルが発生し、どのようにし
てエアロゾルが輸送されるのか？また、
エアロゾルや大気中のガスがどのよう
な化学反応を起こすのか？これら一つ
一つの過程をモデル作成や室内実験
を通して理解します。

http://kobe-haricure.net/health/so-week-gazou.htm

photo

③雲・エアロゾルのより詳細な観測
雲やエアロゾルの分布が水平方向
だけでなく、高さ方向も衛星で測れ
るようになったのは近年になってか
らです。現在利用可能な観測デー
タの範囲は狭く、今後範囲を拡げ
ていくことにより地球全体で雲やエ
アロゾルがどのようにふるまってい
るかをより詳しく理解します。

http://www.jaxa.jp/projects/sat/earthcare/index_j.html
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１．古くて新しい疑問 〜曜日によって雤の降り方は異なるのだろうか？〜

３．日本における降水の週周期性
エアロゾルに週周期性があるのならば、日本でも降水の週周期性が
みられるのではないのだろうか？

1週間卖位で活動している人間の影響が、実は降水に現れているのではないか？この疑問は1929年にはじめて議
論され、結論が出ないまま、下火となっていった。しかし1990年代後半以降、再び議論されるようになった。
ドイツ
ある： 1件
ない： 0件

スイス
ある： 0件
ない： 2件

アメリカ
ある： 3件
ない： 2件

平均

スペイン
ある： 1件
ない： 1件

福岡では日曜日に
降水量尐ない？

中国
ある： 3件
ない： 0件

【福岡の平均降水量】

Ashworthが1929年に著した論文では、数多くの工場
が存在したイギリスのRochdaleで日曜日の雤が最も
尐なかったと報告した。

3-1. 方法

【90年代以降に国際的な学術誌に掲載された降水週周期性の報告】
複数の先進国で報告があるが、週周期性は存在しないとする報告も
多く、議論の的となっている。

近年、エアロゾルが地球環境に与える影響が注
目されており、降水の週周期性は、人間活動によ
り排出されるエアロゾルと降水の関係を調べるた
めの一つの方法として利用されている。

エアロゾル
水滴

水蒸気が凝結して水滴となるためには
エアロゾルが必要。
さらにこの水滴が成長して降水となる。

【東京の平均降水量】

福岡では週周期が存在するように見えるが、
平均降水量では、豪雤の影響を大きく受けてしまう。⇒降水頻度を利用

オーストラリア
ある： 1件
ない： 0件

日曜日

平均降水量を
曜日毎に平均すると、

Wilcoxon-Mann-Whitney法によりある曜日の
降水頻度が有意に他の曜日と比べて異なるかどうか
を検定。
Wilcoxon-Mann-Whitney法はノンパラメトリック法であ
=?
り、変数を順位に変換してから検定を行う。そのため、
どのような統計的分布をしている変数に対しても利用
日曜日の分布
可能である。

月～土曜日の分布

降水頻度

エアロゾル尐ない

エアロゾル多い

エアロゾル尐ない

IPCC (2007)

エアロゾル多い

10年

エアロゾルが多いと水滴は全体に小さくなり、降水が減る／増える
効果がある。どのような条件で降水が減り、どのような条件で増える
かはまだよくわかっていない。

月

火

…

土

日

1980

頻度
FO1

頻度
FO11

…

頻度
FO51

頻度
FS1

1981

FO2

FO12

…

FO52

FS2

1982

FO3

FO13

…

FO53

FS3

…

…

…

…

…

…

1987

FO8

FO18

…

FO58

FS8

1988

FO9

FO19

…

FO59

FS9

1989

FO10

FO20

…

FO60

FS10

２．日本におけるエアロゾル濃度の週周期性
エアロゾルは樹木や土壌、海水など自然界から発生するものや、工場や
自動車などから排出されるものがあります。このことからエアロゾル濃度
は、人間の活動と密接なかかわりがあることが分かり、人間の活動ととも
に1週間卖位で変動しているものと考えられます。

7日

3-2. 結果

順位に変換(1位-70位)

1

2

…

69

70

頻度
FS7
S7
=1

頻度
FO56
O56
=2

…

頻度
FS4
S4
=69

頻度
FO7
O7
=70

Σ順位（日曜日）⋛?
Σ順位（平均的な場合）

1995-2004年の冬に特徴的なパターンを発見。

【降水頻度の順位和が
最大となる曜日】
と
が多い。

⇩それぞれの曜日について、降水頻度が他の曜日と有意に異なるか否かを検定した結果
【エアロゾルが最小の濃度を示した曜日（1995-2004冬）】
青色で示された日曜日が最小の観測点が多く、人間活動が低くなっている日曜日はやはりエアロゾルの
排出が尐なくなっていると言えるでしょう。
（国立環境研究所「環境数値データベース」大気環境時間値データファイルを利用）

【東京都内の観測点におけるエアロゾル濃度】
日曜日が最小となっている。木曜日も低くなって
いる理由は不明であるが、人間活動が木曜日に
低くなっているとは考えにくいので、大気との1週
間卖位の相互作用が存在することを示唆してい
ると考えられる。
（エラーバーは1σ範囲）

頻度多い

頻度尐ない

95%有意

95%有意

日曜日は
太平洋側で
降水頻度が高く、
日本海側で低い。

8

90％有意

90％有意

木曜日は日本海側で
降水頻度が高い。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所
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水文学
The Dream for 2100 is “to be able to model a rain droplet along its hydrologic cycle”.
For hydrologic analyses and water resources engineering applications, the crucial
requirement is the information about water quality and quantity available in a
specific time and geographical position. However, nature provides water with the
quantity, quality, time and geographical position that it wants. Eventual solution to
the water resources engineering problems related to incompatibility between
requirement and supply will come up with the droplet traceable throughout the
hydrologic cycle.
GIS

Remote
sensing

Spatio
temporal
modeling

Short~Middle Term Goal
Development and design of water resources system need long and consistent
measurements of hydrologic parameters. Unfortunately, for many cases, it is
not possible to know all needed parameters for hydrologic modeling of a
required study area, because of the temporal and spatial variations of the
hydrologic parameters. Time series models and regional analysis are the
methods often applied to handle respectively with temporal and spatial
variations in hydrologic parameters. For many cases, it is not easy to find
consistent and evenly distributed data and thus to surmount the difficulties in
hydrologic modeling. Regarding this issue, new hydrologic models have
been/will be developed as a short ~ middle term goal, by integrating
Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing techniques into
traditional hydrologic models of major hydrologic quantities used in the water
resources design and development. Thus, spatial and temporal capabilities of
the classical hydrologic models will be increased to reach the aim of
“Traceable Droplet”.
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Application

Abstract
Five alternative regionalization approaches in two broad categories, named function-free and
functional approaches, have been proposed to predict periodic behaviors in the basic parameters of
monthly stream flows throughout homogeneous regions defined. Function-free and functional
approaches rely on the standardized (or normalized) forms of raw and fitted values of the monthly
periodic parameters considered. Homogeneous regions are identified based on these
standardized/normalized parameters by means of the hierarchical clustering analysis. The proposed
models are tested for two major river basins in south Turkey. It is concluded that proposed regional
models are effective to estimate periodic behavior of monthly flows. The functional approaches are
quite plausible, and the function-free approach needs much more parameters. Both types of
regionalization approaches can be reliably used to get regional monthly flow estimates for the flow
sections where monthly records are not available or too short.

The proposed models are tested for two major river basins in south Turkey (Figure 1). Records
of 33 flow monitoring stations located in the Seyhan and Ceyhan river basins were used to
apply regionalization approaches proposed
Only two main clusters with a significant number of stations
were obtained for both monthly means and standard deviations.
Table (2) and Table (3) show the clusters obtained for the
monthly means and standard deviations respectively
Table.2 Main clusters for monthly means Table 3 Main clusters for monthly std dev.

Methodology
Periodic parameters can explain much of the variance of hydrologic flow processes. Therefore once
periodic behavior of monthly means and standard deviations are regionally modeled, a monthly
flow estimates can be realized by

xi  p,   i     i    i  p, 
Definition of Homogeneous Regions
Monthly means and monthly standard deviations change significantly along the river course, they
can not be directly used to define a significantly large homogeneous region. Their standardized (or
normalized) forms --regionalization parameters-- can be beneficially used for this purpose.
Standardized (or normalized) statistics are in a form that traditional time series models can be readily
applied, therefore they can be easily clustered to get homogeneous regions regarding considered
monthly flow parameters, and thus to have monthly flow estimations for any required flow section.
Homogeneous regions are identified based on these standardized/normalized parameters by means of
the cluster analysis, under the assumption that
(1) if the considered regionalization parameters are
statistically similar for subsequent flow sections,
the region enclosing the basins feeding these flow
sections can be accepted as homogeneous;
(2) if a region is assumed as homogeneous with
respect to the “1”, the regionalization parameters
used for testing assumption “1” are statistically
similar throughout all flow sections in that region;
(3) if a considered set of regionalization parameters
are statistically similar to each other for two
distinct sub basins, and also if physiographic,
geomorphologic and recharge characteristics of
these sub basins are similar, then these sub basins
can be assumed homogeneous to each other

Figure 1 Study Area

According to the function-free and functional regionalization approaches, regional parameters
and functions were calculated for the homogeneous region I and depicted in Fig 2. Regional
performances are given in the Table 4 and 5.

Table 1 Regional Models

Figure 2 Regional Parameters vs. Regionalization Parameters for Monthly Means (left Fig.) and Monthly std. dev (right Fig.)
Table 4 Regional performance measures for monthly means
Table 5 Regional performance measures for monthly std dev.

Regional Models
Function-free and functional
models proposed are summarized
in Table1.

Efficiencies of the Regional Models
Three different methods were followed to determine efficiencies of the regionalization approaches
•

the performance measures were calculated for observed flow sections, regarding regional parameters and regional model estimations.

Efficiencies were also determined regarding
short and long term observations of the station
2006, using the efficiency index --the ratio of
the mean difference between short and long
term regionalization parameters to the mean
difference between regional parameters and
long term regionalization parameters (Table 6)
Additionally, flow estimations, obtained using
observed values of the stochastic component
and regional models of the monthly means
and standard deviations, were compared with
the flow observations (Table 7)

Table 6 Efficiencies
of the regional
parameters against
to short term
regionalization
parameters

Table 7
The coefficients of
determination between
flow observations and
estimations

Results

•

for a pilot flow section, flow observation were portioned into short term sub series, then regional parameters and short term
regionalization parameters were compared based on the long term regionalization parameters.

•

using regional periodic monthly means and standard deviations, flow estimations were made for a pilot flow section and compared
with flow observations

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

Both function-free and functional approaches are effective to model the periodic behaviors of
monthly flows. Functional approaches are more attractive regarding mild behavior and
parameter requirement. Regional parameters were founded more consistent with long term
observations than short ones. Significant correlations were founded between flow observations
and flow estimations obtained for the calculated regional periodic parameters; this proves most
of the variance of monthly flows can be explained by the regionalization approaches herein.
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水文学
現在の観測ではフラックス（輸送量）観測を行う際に
様々な制約があります。森林・水田・畑などが混在してい
る地域や斜面や凸凹な地形においては正確な観測が行えま
せん。
一般的に高度が高いところで観測を行えばその高度の
100～150倍の地域の代表値を得ることができます。しかし
上記のような制約があるため高度が高いところで観測して
も高い精度は得られません。そのためにはモデルの向上が
必要となります。 これらの制約を克服することができれ
ば、地形やその植生が複雑でも高度が高いところで観測す
れば広範囲での観測の代表値を得ることが出来ます。

NO7

NO1

雤量計
MRR
NO11

Waang川流域水文気象観測サイト
ディスドロメータ

沖研究室では現在も生研屋上観測、タイでの観測を行っています。

現在、気象観測は
衛星などを用いて全
球レベルで行われて
います。しかし地域
的な現象を知る場合
には長い時間をかけ
て定点観測が必要と
なります。観測とい
う手法を通して自然
現象を知る研究は非
常に興味深いです。

photo
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修
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中間目標
「課題の克服」
フラックス観測を行う場合、観測して得たデータが一体どこの代表
値になるかというのが問題となります。一般的に観測高度の100～150
倍となっています。しかし、森林と畑が混在した地域や丘陵地域、斜
面などの地形では気象要因が煩雑になり正確な観測ができません。そ
のため観測を行う際には障害物が無く一様な植生の場所で観測を行う
のが好ましいとされています。
また高度100m以上では乱流ではなく層流が卓越しているため高度
100m以上のところでは正確な観測は出来ないとされています。これら
の制約を克服するためにはモデルの開発や観測機器の性能向上などが
必要となります。

地形が平たんではないところ（左写真）や、斜面（中央写真）、森林と水田が混
在（右写真）などのところでは観測結果の代表値が取りにくくなります。

年
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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。そのようなデータ解析
を行う上で観測を行うことは極めて重要です。沖研究室では衛星観測、タイでの蒸発散量
観測など行っています。 森林、水田、畑などの植物群落による二酸化炭素、メタンなど
の微量気体吸収・放出量を把握し、それが環境にどのような影響を不えるかを知るにはフ
ラックス（輸送量）観測が必要となってきます。すなわち植物群落と大気との間でどれだ
け微量気体が交換されているのかを知ることが必要となります。沖研究室ではこれまでに
様々な観測サイトを設けて、観測を続けてきました。
現在、沖研究室ではREA（簡易渦集積法）により集めた蒸発散サンプルを同位体分析する
ことにより蒸発・蒸散成分に分離する研究を行っています。

REA法（簡易渦集積法）は上方向の風、下方向の風が吹いたと
きにそれぞれの気体を個別のパックにサンプリングします。あ
る一定時間内に集めた上方向下方向の気体をアイストラップを
通すことにより水を採水します。 その水の同位体分析をおこ
なうことにより、水蒸気の蒸発・蒸散成分の分離を行う研究を
行っています。

研究の歴史

2. 地上雤量観測

1.人工衛星観測

物理学

工学

アルキメデス
浮力の原理

人工衛星から地表面状態や雲の移動を観測

3. 蒸発散量観測
4. 安定同位体サンプリング

ナビエ粘性流体
の基礎方程式

ヘルムホルツ
K-H不安定
渦定理

5. 土壌水分観測

6. 河川・地下水位観測、河川流量観測

圧力センサーで水圧から水深を測定
し、河川・地下水位の変動を計測

TDRセンサーで
土壌水分量を
連続自動測定

水位測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 東京大学 生産技術研究所

ベルヌーイの定理

力学の祖
ニュートン

ラグランジュ
コーシー

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

1600

パスカル
圧力の原理
大気圧の発見

数学

タワーの上に設置して乱
流によって輸送された蒸
発と蒸散を観測

ダ・ヴィンチ
渦
飛行器械

ケルビン

1700

オイラー
非粘性の基礎
方程式

1800

ストークス
落下球抵抗則
プラントル
境界層
混合距離
対数則

現在行っている研究は従
来の微気象観測と同位体分
析を融合したものです。
現在の研究が行われるま
でに科学の歴史として
ニュートンやパスカルなど
の偉人たちの偉業があり、
現在の研究が成り立ってい
ます。これからも観測は他
分野と融合していき、発展
していくことでしょう。

ワット
蒸気機関

テイラー
乱流拡散
乱流統計
テイラー渦

1900
カルマン
カルマン渦
乱流対数則

同位体分析

乱流

フラックス
観測

渦相関法
傾度法
簡易渦集積法を用いた
水蒸気の蒸散・蒸発分離

現在

～沖研究室の描く未来と現在～
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さらに、よりよい将来の対策が実現するために
は、この丌確実な情報を正しく理解した上で判断
することが求められます。このためには複雑な予
測の内容を正確かつ非専門家にも十分理解できる
くらい容易に説明できることが求められます。

よりよい将来への対策
どのような予測にも丌確実さが存在します。その丌確実さを表現
するために、私たちはふつう確率という考え方を用いて将来の予測
を行います。例えば、今日雤が降るかどうかという予測に対して
は、“今日の降水確率は何％”という表現で予測を行っています。
社会の予測内容に対する正しい理解

わたしたちの将来がよりよいものであるためには、将来発生する
と予測される事象に何らかの対策を立てておく必要があります。も
ちろん、ある確率で起こる現象にどれだけの対策を立てておくかは
議論が必要ですが、判断の基準となる確率がより確実なものである
ことが好ましいことは間違いありません。

より適切な情報を社会に提供することは、正確
な予測やその予測の説明に対する良い評価にもつ
ながります。この良い評価がさらに正確な予測や
よりよい説明につながるという好循環を生みま
す。

評価
予測内容に対する
適切かつ容易な説明

では、確実な予測とは何でしょう。上で述べた降水確率の例では
降水確率自体も丌確実な事象を表す表現でしたが、この降水確率が
正しいかどうかという点に対しても丌確実さが存在しています。こ
のような丌確実さの取り扱いが確実な予測への鍵と言えます。
将来の予測から丌確実さを取り除くことはできません。しかし、
丌確実な原因やその丌確実さを正確に評価できることが、よりよい
将来への対策に結び付くと言えるでしょう。

photo

渡部

哲史

南士課程 2年

2100年の水文学を取り巻く問題に対しては、こ
のような好循環が起こっていることを期待しま
す。そのために私たちはまず、正確な予測と予測
内容がより適切で分かりやすいものであるように
研究を進めていこうと考えています。

正確な予測

中間目標

気候変動の予測を行っている大気大循環モデルは現在も改良が進んでい
ます。新しいモデルから得られた将来推計値を反映した影響評価研究を
行う必要があります。
また、モデルの高解像度化によって、影響評価研究もより高い解像度で
の成果が期待できます。高解像度に対応した影響評価研究を進めていく
必要があります。
さらに、今後モデルの検証用のデータとして、これまで用いることので
きなかったデータの出現が考えられます。例えば衛星を用いたデータに
より、検証がさらに進むことが考えられます。
影響評価研究はこれまで洪水や干ばつなどの水資源を中心に研究を進め
てきましたが、この手法は水分野以外への応用の可能性があります。

年

水文学

気候変動により様々な変化が起こることが予測され
ています。
・

山火事の頻度の増加、1回あたりの被害の
拡大

・

干ばつの頻度の増加、期間の長期化

・

洪水の頻度の増加、規模の拡大化

・

熱波の増加

温暖化に対する理解が深まって来るとともに、温暖化に対する懐疑論も多くなって
きました。懐疑論には次のようなものがあります。
気候変動
の影響

山火事
洪水

干ばつ
熱波

水文学の分野では、
・

洪水の頻度、規模はどのくらい増加するか。

・

将来利用可能な水資源量はどのくらいか。
また、その地域的な分布はどのようになるか。

気候変動の予測は気候モデル（GCM，general circulation modelなどとも呼ばれ
る）を通して行われる。
気候モデルとは
地球を3次元の格子に区切り、各格子において大気の状態などを表現する方程式を数値的
に解くことにより、気象条件（気温や降水量など）を予測するモデルである。
水資源などの影響評価研究は、この全球気候モデルから得られた出力値を
基にして行われる。

気候変化の原因に関する議論

・

炭素循環に関する議論

・

温室効果強化に対する気候システムの応答に関する議論

・

地球大気の構造、光学特性に関する議論

・

海水準変化に関する議論

青 モデル
（大）

赤 観測値
（大）

気候モデル出力値をそのまま影
響評価研究に用いるには問題が
あります。

既往手法1

既往手法2（変化率手法）

提案手法

（移動平均、卖純補正法）

[Battisti et al.,Science, 2009]

（順位平均、補正式手法）

そこで、これまでに得られてい
る観測値とモデル出力値を比較
することで、モデル出力値の補
正を行います。
誤差：小 ⇒ 大

月平均気温に関して気候モデル出力値補正手法を適用した結果。
（格子0.5度、MIROC3.2(hires)、1月平均気温）
左と中央は既往の手法、右は本研究室にて提案した手法。
提案手法により誤差が尐なくなっていることがわかる。

現在の知見やデータを正しく理解していない

・

引用の根拠となる出典が明確でない

・

ごく尐数の事例や根拠により、多数の事例や根拠を否定する

・

取り扱う現象の時間的、空間的なスケールの取り違え

ここでは各々の議論には触れませんが、以下に示した参考論文では
主な懐疑論に対しての反論が詳細に説明されています。
参考文献： 地球温暖化懐疑論批判、 http://www.ir3s.u-tokyo.ac.jp/sosho

影響評価研究を行う際はできるだけ多くの気候モデルの出力値を考慮することが好ましいとされ
ています。その方法として、複数のモデルの出力値を考慮するマルチモデルアンサンブルという
手法などが提案されています。しかし、マルチモデルアンサンブル手法にはまだまだ検証が丌十
分な面も多く、今後のさらなる研究が期待されています。

しかし、影響評価研究ではふつう、時間的にも空間的にも
細かいスケールでの現象が分析の対象です。
月平均気温に関して観測値とモデル出力値の20年平均値を比較したもの。
各格子は0.5度である。気候モデルはMIROC3.2(hires)を使用。
地域により無視できない大きさの差があることがわかる。

・

降水量などの変化を基にして、将来の洪水の頻度や規模についての予測が行われたり、将来利用
可能な水資源量や穀物生産量についての予測が行われています。

気候モデルは、長い時間の平均かつ広い空間の平均によっ
て表される現象については、現実の観測値と同様の傾向を
示すことがこれまでの研究によりわかっています。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

・

誤差を補正した値を基にして、様々な影響評価研究が行われています。

観測値－モデル出力値
1981-2000年 7月 気温

誤差：小 ⇒ 大

観測のデータに関する議論

ある事実に対して懐疑的な立場から思考を行うことは科学的に重要です。しかしな
がら多くの懐疑論は学術誌などへの投稿を通した十分な議論を経ていません。また
その論自体に科学的に問題と考えられる以下のような特徴を持つことが多いようで
す。

といった内容などに関して研究が行われています。

誤差：小 ⇒ 大

・

補正により、尐なくとも現在ま
での期間のデータによる検証で
は、誤差が減尐することが明ら
かになっています。

また、どれくらい細かいス
ケールまで予測を行うこと
ができるか、ということに
関しても丌明な点は多く、
気候モデル出力値に潜む情
報を最大限に利用できるよ
う今後もさらに研究を進め
ていく必要があります。

既往手法1
（移動平均、卖純補正）

提案手法
既往手法2（変化率手法）
[Battisti et al.,Science, 2009] （順位平均、補正式手法）

超過確率

日本に関する将来の8月の気温の影響評価および、全球での同様の図
（8月、格子0.5度、MIROC3.2(hires)

超過確率

超過確率

提案手法の結果

8月平均気温に関して、1981-2000年の20年間における最高気温と20412060年の気候モデル出力値の月平均気温（20年分）を比較し、後者20年
分のデータのうち前者（1981-2000年の最高気温）を超えるものの割合を
求めた。
超過確率

本研究室において提案した手法とそれ以外の手法で予測結果に差がある。

小

大

～沖研究室の描く未来と現在～
年

水文学

My Dreams on "Hydrology in Year 2100”
1. Global hydrologic, climate and ocean models can be seamlessly coupled at very fine resolutions with
manageable computational requirement.
2. Tracer tests or related remote sensing techniques can be routinely applied globally to measure both
atmospheric water vapor transport and subsurface flow transport.
3. Statistical and Stochastic theories can be developed to account for macro-scale hydroclimatic
phenomena in a realistic way.

-中間目標-

photo

Pat YEH
Special-Appointed Assoc. Prof.

The above three dreams on the “Hydrology in Year 2100” cover three different aspects: “Modeling”, “Observation”, and “Theory”.

・Modeling
Due to the difficulty in deploying in-situ observational networks globally, currently the global numerical (hydrologic, climate and ocean) models remain the only
tool to produce large-scale distributions and dynamics of most hydro-climatic quantities. I expect this difficulty may not be easily overcome even in 2100.
Therefore, with the continuing advent of high-speed computers, I wish that in 2010, global modeling tasks will no longer be limited by the coarse resolutions as
present, and all the hydrologic, climate and ocean models can be intimately coupled together such that the truly “fully-integrated Earth system simulations” can
be performed in a routine basis.

・Observation
The major difficulty in understanding atmospheric and subsurface hydrologic processes is the invisibility of these processes. Presently, techniques to trace
water vapor movement in the atmosphere are non-existent. I wish in 2100, advanced techniques can be developed to trace the storms over a long distance.
Similarly, groundwater processes are also very difficult to observe. Some new tracer techniques are expected to be available in 2100 that can be used to
characterize groundwater movement in large-scale aquifers.

・Theory
The development of macro-scale theories, which can account for the large-scale land surface heterogeneity, has significantly lagged behind the continuing
efforts in gathering global-scale data by using remote sensing technology. It is not clear whether the laboratory-based physical equations can describe the
complicated macro-scale hydrologic processes. Also, there has been a hypothesis that at the macro-scale, the hydrologic system behaves more linearly and
hence with more predictability due to the averaging effect. However, this hypothesis is still subject to be scrutinized by developing rigorous macro-scale
hydrologic theories which can be validated across a wide spectrum of scales.
年

水文学

Hydrologic Responses to Climate Change
I joined OKI’s lab. in September 2007 under the financial support
of the Kakushin Project “Innovation Project Climate Change
Prediction 21 (21世紀気候変動予測革新プログラム)”.

How does CO2 impact on human life ?
Conce ntrations of CO 2 and othe r gre e nhous e gas e s incre as e

My research in this laboratory has strived to investigate important
issues under the changing climate conditions such as the impacts
on the sustainability of regional water resources, water quality,
agriculture and ecosystem, the prediction of regional hydrometeorological droughts and floods as sources of significant
hazards to human welfare, and the assessment of mutual impacts
and feedbacks between climate changes and regional to global
hydrologic cycle.

Fig. 3. A schematic Diagram of the Land Surface Balance
and Atmosphere Water Balance

Potential Evapotranspiration increase

decrease

Actual Evapotrans piration
incre as e

reduced 

My research focus is to
enhance the understanding
and better predict the
fundamental hydro-climatic
processes, and their mutual
interactions governing the
water and energy cycle over a
wide spectrum of scales. The
main approach we used is the
macro-scale hydrologic
modeling combining with insitu and remote sensing
observations over the global
scale.

Te mpe rature incre as e

Pre cipitation
incre as e ? de cre as e ? (how large ?)

Ve ge tation De s s ication
(s horte r time s cale )

Little ET change but
re duce d biomas s

Spars e r Ve ge tation
(longe r time s cale )

(ET =   EP )

Soil Mois ture de cre as e

Groundwate r
Re charge de cre as e

Surface Runoff
de cre as e

Groundwate r
Le ve l
de cre as e

Ecos ys te m Thre ate ne d, Agricultural
Productivity de cre as e

Stre amflow de cre as e

Wate r Re s ource s Thre ate ne d

Deteriorate National Economy and Human Welfare
.

Fig. 1 Environmental Problems related to Hydrology caused by climate change due to
increased greenhouse gases.

My current research directions include:
(1) Representation of shallow water table dynamics in global hydrological model
(2) Remote sensing in hydrology – GRACE observation of terrestrial water storage
(3) Role and response of groundwater in the hydro-climate system and under
changing climate
Fig. 2. Global distribution of the 1985-1999 mean
groundwater table depth (below the surface) simulated
by the land surface hydrological model MATSIRO.

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

(4) Scale issue: sub-grid variability and spatial aggregation.

～沖研究室の描く未来と現在～
～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
年

水文学
水は三種類の同位体で区別可能

同位体の比率が記録する水循環の履歴

3種類の水同位体
（イメージ）

H

18O H

２１００年の目標
左図に書かれた全ての過程で、同位体比がど
のように変化しているのか？詳細な観測とモデ
ル化が出来れば、目の前の水の同位体比か
ら、どのような経路を通ってきたのか分かるよ
うになります。そのことによって、今まで以上に
高精度な水資源予測、地下水管理などが可能
になればと考えています。また温暖化で融解
が危惧される雪氷圏や水不足の懸念される乾
燥域での地中や陸上での水の動態を解明し、
診断できるようになると考えられます。

水の安定同位体比
は相変化を伴う水の
移動で変化する

H
大気中や地下、海中など、地球上の
16
水循環の多くの部分は、目で見ること
H O
は困難です。また、異なる起源を持つ
D 16OH
水でも、一度混ざってしまうと、区別する
同位体比
ことはできません。
変化
このように把握の難しい過程で、どのように水は動き、気候に対
同位体比
してどのような役割を果たしているのか？目の前の水は「どこか
変化
ら」「どうやって」やってきたのか？
この問いに応えるために、私たちは右上に示した３種類の水の
安定同位体の割合をラベルとして使うことで、水の動きを解明す
る研究を行っています。
水の安定同位体比は地域によって異なり、蒸発・凝結などの水
の状態変化によって変わるため、安定同位体比を調べること
で、ある水の起源や今までに経た履歴を知ることができます。 観測結果を再現できるかどうか調べること
で、モデルの水循環の信頼性が分かる

2100年も世紀末!!

同位体比
変化

水が循環する過程
での相変化の履歴
は、水の同位体比
に積分的に記録

中間目標（未解決の課題）

文責 小島啓太郎（M2）

Composition

India Ocean 80% 例えば、i-phoneでおなじみのAugmented
Pacific Ocean 7% Reality（もしくはドラゴンボールのスカウター）の
China (Land) 5%
Soil Evp. 2%
Transp. 3%

ように、雤や河の水を覗き込むだけで、どこから
きたのか分かってしまう未来なんてどうでしょう
か？

観測

観測について(まだ同位体比を観測できていない部分)

•地面からの蒸発・植物からの蒸散を個別に測定したい → （観測ポスター参照）
•土壌中の水・植物中の水などを細かく測定したい
•大気中の水蒸気の同位体比を広範囲にわたって測定したい→衛星観測・赤外光観測技術

モデル

数値計算について(観測と合わない部分)

・植生の呼吸・光合成の際に、蒸散で起こる同位体分別 → 植生の水利用を理解できる
・凍土・湖沼と河川との水循環 → 湿地や地下水と河川水の関係を理解し、水資源を正確に把握できる
・人為起源の水利用と蒸発過程の解明 → 人為的な非効率な水使用を同位体比で判別できる

水循環
の解明

衛星観測で大気中の水蒸気の
同位体を測定(Schiamachy)

年

http://www.sciamachy.org/

水文学

（衛星観測）

同位体を測定する装置（重水素は世界5位の測定精度）

雪が降り積もる氷床や堆積物、炭酸塩を水から作る生物
(ex.サンゴ)の同位体比もまた、水循環と大きく関係してい
ます。これらの同位体比は過去数百年～数万年分入手
可能で、観測記録の存在するはるか前の水循環を知る
手掛かりになり、長期の気候変動解明のための貴重な
情報になります。
0.3

大きな地域差

激しい時間変動

1999

タイの3地点における降水同位体比の
日卖位変化（沖・鼎研）

GNIP全球降水同位体観測結果（年平均）
（出典：IAEA/WMO）

人工衛星Sciamachyによる水蒸気の同位体比観測
(Frankenberg et al. 2009)

近年は技術の発展によって、いままでは限ら
れた地域でしか測定できなかった大気中の
水蒸気の同位体比も極域を除く全球で測定
が可能になりました。

1998

時刻 ｔ ＱΦ
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フィリピンのサンゴ（写真左）の酸素同位体比とENSOの関係図、両者の間には逆相
関の関係がある。

サンゴの同位体比は、ENSOに対応した降水量の変化によっ
て決まるため、このことを利用して、熱帯地域の水収支につ
いて季節卖位で長期変動の理解が期待されます。

GAME再解析を用いた
1998年のモデル結果と観測の比較
GAME：アジアモンスーン域熱水循環実験
タイでの比較
バー：観測

タイにおける日々変動を
精確に再現！

SOI

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

これらの情報は、水循環の履歴の違いを
表している（はず）。しかしこれまで、定量的
にはその違いが研究されてこなかった。

陸面での同位体比変化
モ 大気中での同位体比変化
「同位体LSM」
デ 「水安定同位体大気循環モデル」
地面からの蒸発、植物からの蒸散はそれぞれ
ル 雤の同位体比の地域的、季節的な変化は雤になる前
の水蒸気の履歴(移動経路・途中での降水)を反映して 同位体比の変化の仕方が異なります。また雪
構 います。大気過程では、風速などの再解析データか の融解でも同位体比は変化します。モデルを
使って予測される陸上での水の移動を基に、
築 ら、水蒸気の移動経路を考慮し、雤や水蒸気の同位
体比を計算することができます。
川や地下水の同位体比も計算することができ
ます。
（読
鉛直1層、水平1.25ºx 1.25ºの全球2次
元格子大気水収支・上流スキーム
葉の上の水
蒸散
滴蒸発
み
解
昇華
く
蒸発
）

coral

SOI

質量分析装置 MASS

平衡装置 EQ

δ18Osw

観
測
（同
位
体
の
測
定
）

海洋・堆積物の同位体比の測定
（古気候記録の復元）

水蒸気同位体の観測

雤の同位体の観測（採取・測定）

NCEPとECMWF再解析を用いた
1979-93年のモデル結果と観測の比較
（２種類の再解析の水循環場の評価）
NCEP(上）：アメリカ環境予測センター
ECMWF(下）：ヨーロッパ中期予報センター

ライン：シミュレーション

全球における
季節変動も再現！

時刻 ｔ+Δｔ

Ｗ＊、δｗ＊

Ｗ、δｗ

Ｗ´、 δｗ´

Ｑλ

全球での比較

→
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蒸発時：分別なし。海・陸の起源
に応じて一定の同位体を供給

同
位
体
の
示
唆
す
る
水
循
環

融解

凝結時：Rayleigh式
による同位体分別

1998年タイ・バンコク上空の水蒸気の起源の時系列変化
May 17

土壌水分
地下水

河川
流出

観測された雤の同位体比と、数値計算で求
められた同位体比が時間的にも、空間的に
も一致し、モデルの信頼性が示されました。
→雤水の同位体比は水蒸気の輸送中の降
水履歴によって決まることが判明。

1998年タイにおいてIso-MATSIROモデルから計算された蒸発・蒸
散・キャノピー蒸発の同位体比（Yoshimura 2004)

Sep. 20

同じく1998年タイの土壌水分・流出水の同位体比の変化 (同上)
陸起源

インド洋

太平洋

ベンガル湾

アラビア海

ｱﾝﾀﾞﾏﾝ海
その他
初期水蒸気
アジアモンスーン
インド洋起源の
インド洋起源の
による雤季の
水蒸気が急激増加 開始／終息 水蒸気はほぼ消滅

雤の同位体比の変化は、上空の水蒸気の起源の違いを反映
していることが分かりました。このようにアジアモンスーンを通
じた水がどこからどうやって来たのか分かるようになりました。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

水蒸気や河川水の同位体比を測定することで陸上で
どのように水が分配されたか分かるようになりました。

ECMWF再解析のほうが
ヨーロッパ域で高精度。
悪い

良い

複数のデータを使用して同位体
比を計算することで、データ同士
の信頼性の比較可能。

現地 降水量 Nino3.4 インド
北西大西洋
地温
海水温 モンスーン モンスーン
Dunde
-0.13 -0.56
0.11
0.47
0.11
Dasuopu 0.33 -0.48
0.72
-0.37
0.3
Guliya
-0.13 -0.47
0.6
-0.49
0.37
Dongge 0.21 0.01
0.71
-0.43
0.69
Hulu
0.1
-0.12
0.35
-0.29
0.18
CCSR/NIES AGCM5.7bモデル中の古気候記録の所在地における夏季(JJAS)
の降水酸素同位体比と各気候指標の相関。（赤字は5%有意相関）

雤の同位体比は、現地の降水量や気温
よりも水蒸気の輸送経路上での水収支
によって決まります。これらの有意な相
関も、水蒸気輸送経路上の降水量など
と相関の高い指標です。過去数万年に
わたる記録が何を示しているか、より正
確に読み解くことが期待されます。

Guliya

Dunde
Hole

Dasuopu

Dungge

古気候のアーカイブの位置
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⑤（放射熱伝達（短波･長波）
）

ヒートアイランドによる上昇流

日射

②（顕熱輸送方程式）

大気放射

高さ [m]

本来は植生に覆われていた土地が都市として開発が進むと、局所
的に従来とは異なる、都市域に特徴的な気候が現れる。これは都市
の存在に起因する事より、都市気候と呼ばれる。2004年に関連省庁
によりヒートアイランド大綱が策定された様に、ヒートアイランド
現象が都市固有の問題として認識されているが、これも都市気候の
一つである。更に、現在は改善されつつあるが1970年代頃まで深刻
な問題であった大気汚染や、近年話題となっている都市型短時間集
中豪雤（ゲリラ豪雤）も都市気候の問題である。
防災上の観点から、また人間の生活質の向上の観点から、都市気
候の諸問題のメカニズムを解明し、対策案を検討する事は、都市を
持続的に維持・発展させるために重要な課題である。

①（運動量輸送方程式）

地衡風
山

④（汚染物質輸送方程式）

不安定領域

300

③（水蒸気輸送方程式）

クールアイランド

200
人工排熱

100

汚染物質

水蒸気

水蒸気

海

0

photo

（都市循環流）

都心

郊外

郊外 池・緑地

⑦（地表面での放射･顕熱輸送･潜熱輸送などの熱収支式）
1km
（マイクロスケールα）
10km（メソスケールγ）
100km（メソスケールβ）

⑥（地中への熱伝導方程式）

都市気候形成の概念図

ネパールの山村にて

川本 陽一
東京大学グローバルCOEプログラム
「都市空間の持続再生学の展開」
特任助教

（村上周三、CFDによる建築・都市の環境設計工学）

中間目標
ヒートアイランド現象の成魚
ヒートアイランド現象については、そのメカニズ
ムについて広範な知識が得られている。今後は、
ヒートアイランド現象を抑制するための施策が必要
とされる。

大気汚染物質拡散の予測と制御
自動車の排ガス規制等により窒素酸化物（Nox）
濃度は改善されているが、粒子状物質（Particulate
Matter; PM）については更なる対策が必要。「自動
車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定
地域における総量の削減等に関する特別措置法」に
基づく対策案立案のための、汚染物質拡散、及び化
学反応モデルの構築。

都市型短時間集中豪雤（ゲリラ豪雤）の予測
近年問題となっている都市型短時間集中豪雤、所
謂ゲリラ豪雤については、ヒートアイランド現象の
影響や、都市の影響によって風況が変化した影響、
エアロゾルの影響、等が考えられているが、そのメ
カニズムは未だ十分に解明されていない。観測によ
るメカニズム解明とシミュレーションの精度向上に
より、現在では予測丌可能な現象を、予測可能に。

メソスケール気象モデルによる
ヒートアイランド現象の解析

年

水文学

1. 都市空間のサステイナビリティ（持続可能性）の要請
日本の人口は、2004年の1億2784万人をピークに減尐が続いてる。しかし一方で、ア
ジアを中心として人口の増加、都市部への人口流入が進み、メガシティと呼ばれる人
口1000万人を超える都市圏が急増している。これらメガシティでは自然環境・構築
物・社会文化等の複合的な問題が顕在化している。
東京大学グローバルCOEプログラム「都市空間の持続再生学の展開」では、都市工
学・社会基盤学・建築学の3専攻が連携し、都市空間の持続可能性を模索する事を通じ
て地球社会の持続可能性の問題に取り組んでいる。本研究はその一環として、自然環
境の点から、また、快適な都市居住の点から都市空間の持続可能性を考えるため、都
市が原因となる固有の都市気候の解明に取り組んでいる。

1985

2007

８

2025

19

27
メガシティ

4. 都市の熱収支解析モデル 国際比較プロジェクト
都市気候の諸問題を検討する上で、都市域の熱収支をシミュレーションモデルによ
り正確に予測する事は重要である。都市域の熱収支を解析するモデルは、世界中で多
くの研究者により開発されている。これらのモデルを統一的に比較するため、King’s
Collage LondonのGrimmond教授をリーダーとして、都市域でのFlux観測データを用いた
比較検証が行われている。本プロジェクトには世界中から33、日本からは筆者らを含
め3のモデルが参加している。
地表近傍の熱収支は次式により表される。
Q* + QF = QH + QE + QS + QA [W m-2]
Q*：正味放射量、QF：人工排熱、
QH：顕熱Flux 、QE：潜熱Flux、QS：蓄熱Flux
QA：移流による熱移動 → 0と仮定（水平一様と仮定）
各モデルはForcing Dataとして、都市キャノピー層上端での下向き短波・長波放射
量、気温、湿度、風速が不えられ、Offline計算を行い、上向き短波・長波放射量、正
味放射量、顕熱Flux、潜熱Flux、蓄熱Fluxを出力、比較を行う。比較プロジェクトは現
在、短期解析のPhase 1、年間計算を対象とした長期解析のPhase 2を終え、今後もプロ
ジェクトは継続される。

メガシティ

2050年には
人口は70億台に到達
うち70％が都市に集中

メガシティ

人口の将来予測

2. 都市気候研究のスケール
都市気候を対象とした研究分野では、対象とする現象に応じ、下図に示す様なス
ケールで検討が為される。首都圏のヒートアイランド現象や都市型短時間集中豪雤を
対象とした研究ではメソスケール（メソはマクロとミクロの中間の中規模の意味）、
都市域の熱収支構造を対象とした研究ではローカルスケール、歩行者空間の温熱環境
や空気環境を対象とした研究ではミクロスケールでの検討を行う。

機能によるモデルの分類

モデル比較結果一例

C. S. B. Grimmond et al., The International Urban Energy Balance Models Comparison Project: First results
from Phase 1, Journal of Applied Meteorology and Climatology, Early Online Releases

5. 観測による都市気候のメカニズム解明
PBL: Planetary Boundary Layer (大気境界層)
UBL: Urban Boundary Layer (都市境界層)
UCL: Urban Canopy Layer (都市キャノピー層)

都市気候研究のスケールの概念図
T. R. Oke, WMO Insturments and observing methods report No.81, 2006

3. 都市域に対応した地表面モデルの構築
メソスケール気象モデルでは従来、Slabモデルと呼ばれる卖純な地表面モデルが広く
用いられてきたが、Slabモデルでは都市キャノピー内部の複雑性を再現出来ない。そこ
で、建物群による風速への抵抗や日陰の影響等をモデル化した都市キャノピーモデル
と呼ばれる地表面モデルを開発しメソスケールモデルへ組み込み、また、継続的に改
良を行っている。
Wind velocity
Heat balance on
ground and building
surfaces respectively

Wind reduction due to
buildings and plants

Wind velocity

The surface
boundary layer

Production of turbulence
due to buildings and plants

都市気候の研究は、シミュレーションモデルを用いた解析が広く行われているが、
実現象の詳細な把握やモデルの精度検証のため、観測も併せて行っている。
夏期の東京首都圏の気象現象は、東京湾から吹き込む海風により特徴付けられる。
そしてヒートアイランド現象や大気汚染に関しては熱や汚染物質が海風により運ば
れ、また都市域での短時間集中豪雤を引き起こす積乱雲の形成にも東京湾・相模湾・
鹿島灘からの海風の収束が関係していると考えられている。しかし、大気境界層内の
風速の鉛直分布を観測した例は多くなく、都市気候のメカニズム解明のため、そして
シミュレーションモデルの精度検証のため、更なる観測が求められる。今後、東京を
対象とした都市域のFlux観測や、大気境界層内の風速の鉛直分布の観測を行う計画であ
る。
左図は、内陸部に位置する埼玉県さいた
ま市で吉門らにより行われた風速の観測結
果と、メソスケールモデルを用いたシミュ
レーション結果の比較である。風向の変化
や風速の詳細については再現性が高いとは
言えないが、東京湾から進入してきた海風
の到達時刻（図中、点線で示した時刻）は
再現出来ている。
今後は更なる観測データとの比較を行
い、シミュレーションモデルの検証と共に
a) 観測
精度向上を目指す。

The surface for
convective heat flux

Radiation heat transfer
zd+z0

Radiation absorption

Shading

Internal boundary layer
= canopy layer

a) 都市キャノピーモデル
b) Slabモデル
地表面モデルの概念図

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

観測とシミュレーション結果の比較
水平風速ベクトル高度時間断面

b) シミュレーション結果

吉門洋、川本陽一ら、大規模ヒートアイランドの進
展に関する基礎的研究（その1）解析概要及び基準
ケースの解析、日本建築学会大会、2009
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～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
仮想リモートセンシング画像
（バンド４：0.76-0.90μm）

年

水文学
下で紹介した研究が今よりもさらに進んだ２１００年には…
photo

植物に関するあらゆる情報（病気になっている、水が尐ない
etc.）を人工衛星から得ることができるようになり、地球環境を
より良い形で維持していく上で、大きな役割を果たせると期待
しています。

沖一雄
講師

人工の増加や科学技術の進歩に伴い、地球環境を衛星リモートセンシングによって観測していくことの重要性は、今後さらに高まっていくと予想されま
す。

中間目標

衛星リモート
センシングとは？

年

水文学

方法２：三次元コンピュータグラフィックス（3D CG）により高
層建物や樹木林を配置した都市・植生域の仮想空間の作
成。

従来のリモートセンシング画像により複雑である地表面（都市、植生）から
必要な環境情報を推定することは困難である。

本研究では、複雑である地表面に対して、コンピューターシミュレーショ
ンを主体とした順方向における都市域や植生域の環境モデルを構築
し、これらの地域の環境評価において新しい展開を求め、環境および産
業分野に波及させることを研究の目的としています。
方法１：リモートセンシング画像における都市や植生領域の分
光反射（可視～近赤外域）および放射（熱赤外）計測モデル

群馬県桐生市の植生域を観測した
実衛星画像（LANDSAT TM）

方法３：都市・植生域の分光計測モデルと3D
CG による都市・植生域の仮想空間とを結び付
け、仮想リモートセンシング画像の作成。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

仮想リモートセンシング画像
（バンド４：0.76~0.90㎛）
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年

水文学
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新興国を中心とした人口増加や経済成長による所得向上によって、水の需要は今後拡大していくと
予測される。途上国ではインフラの未整備により、水問題はますます深刻となるであろう。インフラ公
共投資でそれを補うには資金的･効率的制約により限界があり、水供給サービスの民営化の世界
的潮流に乗り、民間投資を活用した水道設備整備が進んでいる。しかし、これには批判も多く、その
有効性は十分議論されていない。将来、世界中の人々にとって安全な水へのアクセスがあるために
水ビジネスは有効なのかを探る。

Name
Position

水ストレス指標
（Oki, et al 2001）

下川 紗保理
修士課程 １年

中間目標
【水の需要と価格の関係性評価】
将来の人口増加、豊かさの増加によって、水ストレスを受ける人は増加する。特に途上国では、
水ストレスを受ける人の割合は大きく、貧富の差はますます拡大していく。水の価格と需要との関係
を考慮したモデル構築によって、水と社会の関係を評価する。

Human Development
Report 2006
水へのアクセスがない人々
（2004）（millions）

衛生施設へのアクセスがない人々
（2004）（million）

年

水文学

水ビジネスの裾野は広く、上水、工業用水、農業用水、下排水処理、再生水、海水淡水化、地下水処理、バルク水まで数多くの事業領域がある。水関連市場は今後拡大が見込まれ、わが国事業者にとって新たなビジネス
チャンスとして、いかに国際展開を図っていくのかを検討する参・官・学一体となって取り組む動きが出ている。日本企業が海外進出する動きに合わせて、水ビジネスの実態について分析する。

【1】研究背景
日本企業の海外進出の動き

世界での水ビジネスとは？

新興国を中心とした生活用水や工業用水の需要拡大に対応し、日本で蓄積した経験や技術を生かそうと
する動きが広まっている。
官民連携となり海外の水ビジネス受注を目指そうとする動きが活発で、水道局も海外での受注などに乗り
出している。

世界では、コンセッション、またはBOT及びBOO方式と言われる契約形態が主流である。コンセッション契
約とは、経営権を取得した民間業者が施設の管理運営を受託する方式で、事業免許を収得した事業者は
施設の運転・維持管理(O&M)を含む経営管理業務、及び事業拡張の投資を行う。契約期間中は事業免許
取得者に管理が委託され、契約終了時に譲渡・返還される。
世界の水メジャーと言われるスエズ・ヴェオリアなどの会社は、長期にわたるマネジメント能力を備え、一括
して事業を請け負うことができるため、世界市場において高いシェアを占めている。

自治体の主な取り組み
自治体名
横浜市

大阪市
東京都
北九州市

民営化案件の契約割合と、契約別民間業者の業務範囲
施
設
所
有

完全民営化,
12%
(US$7,405m)

コンセッション,
65%
(US$38,530m)

BOT・BOO,
19%
(US$11,157m)

リース・マネジ
メント, 4%
(US$2,189m)

資本投資
初期 更新 修繕
建設 拡張 費用

運
転
管
理

事業運営
収支 顧客 料金
計画 管理 設定

期
間
年

( )

川崎市

取り組み
浄水場の運営などを手がける株式会社を設立。国内外の企業などに技術やノ
ウハウを提供
JFEエンジニアリングが豪州で手がける水循環プロジェクトに、水供給事業の運
営指導で協力
関西経済連合会などと連携し、ベトナムのホーチミン市に対し、水問題を解決
するための調査を実施
2010年度から、商社など民間企業と組み、アジアなど新興国を中心に水道施
設の運用・管理受託を目指す。
研修員受入れによる人材育成と職員の派遣による技術指導を行う。また北九
州市が管理技術を供与し国内関連企業の海外受注を目指す。

マネジメント

3-5

アフェルマージュ

8-15

コンセッション

20-30

BOO・BOT

20-30

完全民営化

なし

【2】研究
現在水にスネジビ携るいてっわ、はいるあ携をとこるわ検討るいてし日本企業や、地方自治体ーュビタンイに調査を実施し、日本企業てっとに取り組がのむ望いしま水にらさていつにスネジビ分析を進めた。
日本の水道普及率・下水道は世界でもトップの普及率を誇っている。し
かし、日本の上下水道のほとんどは地方自治体が運営しており、民間
企業には運営ノウハウを得ることができない仕組みになっている。水事
業者は細分化され、自治体に代わって一括して事業を把握するような
民間水道事業者は現れていない。
水ビジネスにおける事業と、それに対応する日本企業と水メジャーとの比較
ＥＰ
マネジメント
Ｃ
オペレーション
EPC
法律
ファイナンス
ゼネ
プラ
コン
ント
(資金調達)
(契約)
プラン
建設
造水
ト
金融

機械

素材
メー
カー

日本企業の運営・管理分野に進出する理由の違い

日本企業の狙う市場の違い

日本の水道事業

日本では、上下水道の運営・管理は自治体によって行われて
いることから、企業には運営・管理実績はなく、企業は供給す
る分野を広げようとしている。
またインタビュー調査により、同じ研究会に属する企業でも、
各社目指していく分野は異なり、素材提供を続けていく企業、
EPCから運営・管理の分野に進出する企業、新規に参入しよ
うとしている企業がいることが分かった。
狙う市場の違い

海外では運営・管理まで一括した事業が求められる。今まで素
材提供・EPCを行ってきたゼネコン・プラント・メーカーは、運
営・管理部門に進出し、運営・管理と共に従来の事業を行う。
またその背景には、国内市場の縮小などにより海外に進出せ
ざるを得ない事情もある。
一方、商社・金融は、不況下の中水ビジネスがローリスク・ロー
リターンであること、また商社はこれまで展開している電気・ガ
スなどの多角展開の一つとして参入している。
運営・管理分野に進出する理由

商社

配水
水道局

リスクコントロール

営業・情報
水メジャー

【3】研究結果

日本政府に求める支援

狙う市場・進出する理由により、水ビジネスに取り組む企業をA(メーカー）,B（ゼネコン・プラント・メーカー）,C（商社・金融）の3分類
し、インタビュー調査によって分かった「日本政府に求める支援」を3分類の企業についてまとめると、Bが支援を欲し最も水ビジネ
ス海外進出の障害が高いと考えられたので、Bについての有効な対策を考えることとした。

リスクと感じていること
海外のプロジェクトは、規模が国内に比べて大きいため、運営・管理につ
いてノウハウがなく進出するのは経営基盤を左右し危険であるとみてい
る。
また、商社が他のインフラ分野での知見を生かして水ビジネスに参入し、
様々な分野に投資する中でリスクを分散させているのに対し、水専業企業
では水分野のみに投資しリスクを分散させることができない。
また、水ビジネスでは水という安全性に関わる財を供給するため、住民と
信頼関係のある現地パートナーの存在が重要である。現地パートナーは
他には政府との折衝や案件の紹介等を行う。海外での知見がない企業で
は現地パートナーの欠如をリスクとして考えている。

提言
政府は、企業に対してリスクテイクする支援をすることが、日本企業にとっ
て有効である。海外の事業規模に対して、適切なファイナンス支援を行うこ
とで日本企業のリスクを軽減することが求められている。
また、企業は、技術ではなく全体のマネジメントを見通すことが必要であ
る。
日本企業は世界における水事業の運営・管理分野に進出したばかりと言
える。今後どのような進出をするのか注意深く見守っていき、成功例や失
敗例について考察することが必要である。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

～沖研究室の描く未来と現在～
～ 沖研究室の描く未来と現在 ～
年

水文学
自然界に存在する水循環とは別に、人間社会の中におい
ても財・サービスの生産と消費を通し、仮想的な水の流れ
が生じている。

需要者

製品

回収水

生活用水として我々がトイレやシャワーなどで直接使用する水は、
世界の水利用のうちのわずか1割にすぎない。世界で取水される
水資源の約7割は農業用水であり、残りの約2割は工業用水として
利用されている。
世界人口の増加に伴い水需要も増加することが予測されている
が、地球に存在する淡水資源は有限である。持続可能な水資源
利用をするためには、「目に見える水の流れ」だけでなく、財・サー
ビスの生産と消費の背後に潜む「目に見えない水の流れ」を可視
化し、持続可能性を適切に評価することが必要である。
2100年の水文学では、自然界だけでなく人間界における水循環を
も解き明かし、真に持続可能な水資源利用を行うことを期待する。

消費者
企業

工業用水

日本の製造業
政府
海外

Put your
picture here.
You can deside
the sise of the
picture free!
Name
Position

近藤 剛（修士2年）

中間目標
【農畜産物、工業製品ウォーターフットプリントの統合的推計手法の確立】
現在のウォーターフットプリントやヴァーチャルウォーター研究は、農畜産物と工業製品に関する推
計が別々に行われており、また、カーボンフットプリントやエコロジカルフットプリントとの整合性が取
れていない。そこで、より実用的で意味のある水環境指標を目指し統合的推計手法を確立する。
【水資源リスクアセスメントの手法開発】
日本は食料輸入を通して海外の水資源に大きく依存していることが既存研究で明らかになった。ま
た、本研究が示すように、国だけでなく企業や国民一人ひとりも水資源に直接・間接的に依存して
いるといえる。こうした水資源への依存をリスクアセスメントする手法を開発する。
農畜産物に関するバーチャルウォーター研究(Inuzuka, et al.
2008)

年

水文学

本研究は工業用水に着目し、工業製品のウォーターフットプリント（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
響について定量的な評価を行った。
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乗用車一台の製造には約65m3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6.4m3である。工業用水の投入量の多い上位5品目について、その取水源や用途を詳細に追っ
たものが右図である。産業連関分析を用いたウォーターフットプリントの推計では、マクロ的手法であるため各工場ごとの詳細な水使用量を分析することはできな
いが、日本において生産された製品の平均的なウォーターフットプリントを求めることが可能である。

工業用水の間接利用
134億m3

国民一人あたりの工業用水利用

2000年における
工業用水年間取水量

製造業
化学工業

鉄鋼業

パルプ・紙・
紙加工品

その他

工業製品
食料品

自動車

PC

4.6億 m3 55.2億m3

8.9億m3

(3%)

(41%)

(7%)

企業消費

民間消費

政府消費

紙

飲食店

その他

7.3億m3 22.6億m3 35.6億m3
(6%)

公共投資

(18%)

(25%)

民間投資

輸出

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、家計や企業、国などの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。日本全体で見た場合、民間消費による間接利用
が約4割を占め、ついで輸出が約2.5割を占めている。輸出の内訳を見た場
合、海外へ輸出される自動車の生産による工業用水の利用がもっとも多い。

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

国民一人あたりの工業用水の間接利用について内訳を示したものが上図であ
る。清涼飲料のように製品自体に多くの水資源を含んでいるものもあれば、織
物製衣服のように製品自体にはほとんど水は含まれないがその製造過程で多
くの水資源を利用しているものもある。日本では一日あたり一人約118リットル
（水洗トイレの9フラッシュ分）の工業用水を製品の購入を通じて間接的に利用
していることがわかる。
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水文学
A highly sophisticated model for the
assessment of global water resources
availability and future projection considering:
 Population growth and economic development
 water withdrawal limits (well being of aquatic
ecosystems)
 Ground water pumping within sustainable limits
 Water harvesting, groundwater recharge etc.
 local and large scale impact on the whole climate
system (coupling with climate models)

Decisions
Making

Remote sensing:
Land Use/Irrigated
Area

Water Resources
Assessment Model
Satellite:
Soil Moisture Observation

Future Projection
Forecasting
Environment: Limits
on Human
Annexation of RFWR

Future Reservoirs
Water Transfer
Low flows

中間目標
Integrated
hydrological
model coupled
with climate
model

By utilizing the state-of-the-art, highresolution model be developed to asses water
resources globally and set new paradigm for
water use by the humans in a sustainable
manner.
Advancement in the space
technology can be expected to provide with
the observation of the major components of
the hydrological fluxes that help validate our
models.

Climate Model

Land Cover Change
Irrigation/Surface Cooling
Impact on climate system

Global Warming
Glacier Melting
Sea Level Change

photo

Yadu Pokhrel
PhD 2nd Year

 Impact of irrigation on the climate system: surface cooling, local
and large-scale water vapor transport
 Future reservoirs to provide enough storage of water to cope with
the uneven distribution of water resources with respect to time. How
much water can be stored without jeopardizing the well-being of
aquatic ecosystem and environmental sustainability?
 Impact of climate change: How will dry-season flows change with
changing climate system?

年

水文学

THE INTEGRATED GLOBAL WATER RESOURCES ASSESSMENT
MODEL

What is the Integrated Hydrological Model?

The model simulates both natural and
anthropogenic water flow at the global scale

The model structure (Integration of six different
modules)
 Evaporation/soil

Human
Activity

 It takes into account the sub-annual variability,
which is not considered in many water resources
models

Natural
Water
Cycle

moisture
 Stream flow
 Reservoir
release/storage
 Irrigation water
demand

The model has been applied to:
 assess global water resources

 Anthropogenic water
withdrawal

 assess the impact of climate change (water
stress)

 Environmental water
requirement

 assess the source of virtual water flow
APPLICATION: SOURCE OF VIRTUAL WATER
FLOW

ADVANCEMENT: INTEGRATION INTO LSM & CLIMATE
MODELS

Hanasaki et al., 2010
The model was applied
to assess two major
sources
of
virtual
water
flow:
Green
water & Blue water.
Blue
water
was
Total: 545.3 km3/yr
classified into three
parts: from streamflow, (a) Total Virtual Water Exports (km3/yr)
medium-sized
reservoirs
&
Non
Renewable Non Local
Blue Water(NNBW).
Global virtual water
exports of five major
crops
and
three
Total: 61km3/yr
livestock is 545 km3/yr.
The
virtual
water
(b) Originating from blue water (km3/yr)
export originating from
blue water accounts
for about 11% and 5%
of the total exports are
originated from NNBW.
Thus,
countries
importing crops and
livestock
products
Total: 26km3/yr
consume considerable
volume
of (c) Originating from NNBW (km3/yr)
nonsustainable water
resources.
沖研究室
東京大学 生産技術研究所

 The simple conventional bucket-type model has been replaced
with a more sophisticated Land Surface Model (MATSIRO)
 It can be coupled with climate models: assessing the impact on
the climate system

Bucket Model

MATSIRO

The impact of irrigation on soil moisture dynamics of the irrigated cropland
can be carefully examined
Evapotranspiration

Soil Moisture Dynamics
Calendar 1

Calendar 2

Cal 1

Solid Line:
IRG
Dashed: No
IRG

Calendar 1

Calendar 2

Cal 1

～沖研究室の描く未来と現在～
水の知の最前線「2010年の水事情」

×

『水の知』の集約・統合・発信を目指して
東京大学総括プロジェクト機構「水の知」（サントリー）総括寄付講座
"Wisdom of Water" (Suntory) Corporate Sponsored Research Program
Organization for Interdisciplinary Research Projects
http://www.wow.u-tokyo.ac.jp/index.html

「水の知」とは？

What is “Wisdom of Water”?
2008年4月に水に関する研究を推進するため、東京大学とサントリーホールディングス株式会社によって
設置された「水の知」寄付講座は、今年で3年目を迎えました。
「水の知」とは、科学技術のみならず、歴史や文化など、人と水との関わりあいに関する総合的な知識体
系を指します。
本講座では、この「水の知」を構造化して社会に発信し、水に対する社会的な関心を高め、水問題の解決
と豊かな水環境の創成を促進することを目的としています。

“『水の知』を構造化して社会へ発信”
するための主な活動
1．書籍「水の知－自然と人と社会をめぐる14の視点－」
の出版
今年4月に昨年度行われた全学自由研究ゼミナール
「水で生きる」の講義内容を収録・加筆した書籍を
出版しました。本書籍では、水に関連する各分野の
第一線研究者・実務者の「水の知」を集約し、
各分野の相互関係の体系化を目指しています。

水の知の活動サイクル

“水問題の解決と豊かな水環境を創成する”ための
研究活動
<水のライフサイクルアセスメント（LCA）手法の構築と普及>

書籍「水の知」の表紙

2．「水の知検定」の実施
「水の知検定」とは、水リテラシーの普及のため
行う検定であり、水に興味を持つ市民の方々を
対象としています。水に関する問題を解き、正解
と解説を知ることでの、水に関する知識の普及を
目的としています。

工業製品を会した工業用水の利用量について、
工業用水や工業製品に関する統計データを
もとに明らかにしました。また、Water Life
Cycle Assessmentを行うことで、工業製品に
「水」という新たな価値基準を持つことを
示しました。

自動車1台の製造に投入される水量と
排出負荷量

<都市水環境における汚染物質の動態解析とリスク管理>

「水の知検定」のトップページ

3．総合科目一般 「世界の水安全保障と日本の貢献
〜問題解決へ向けた「水の知」〜」の運営
「水の知」に関する先達によるオムニバス講義を
運営し、本学の学部生に向けて「水の知」を発信
しています。

地下水や河川水の水質に関する現地観測や
室内実験、モデリングを通じて、都市水環境
における汚染物質の動態解析を行うとともに、
それらによるリスクの評価と管理を行います。
地下水および河川水中のN-ニトロソジメチルアミン

<統合的水資源管理の実現に向けた国内外の地域研究>
2010/4/9 講義受講生の様子

4．シンポジウムおよび講演会の実施
シンポジウムや講演会を定期的に実施し、
「水の知」の集約と情報発信を行っています。
2009 /5/30 知花先生のご講演

5．東大水フォーラムセミナーや合宿の実施
学内研究連携ユニットの東大水フォーラムを
利用して学内の「水の知」の集約の実現を
目指しています。
6．サントリー「水育」への情報提供と特別講師
サントリーがCSRの一環で行っている「水育」へ
水の専門知識に関する情報の提供と、出張授業や
ワークショップへ特別講師として参加してます。

貧困、人口増加、食糧不足、地域安全保障、そして
水不足といった問題に加え、歴史、宗教、民族など
の社会問題をも抱えた国際河川流域において、統合
的水資源管理の実現に向けた研究を行っています。
複雑に絡み合う問題の解決方法を模索するとともに、
科学的知見を導入して、問題解決や合意形成に導く
可能性や方法論を研究しています。
チグリス・ユーフラテス川流域での調査の様子
<都市河川廃止に関する計画思想とその背景>

2009 /7/26 合宿の様子

都市において、下水道への転用や美観上の理由により
廃止された河川の現状について調査し、それら河川が
どのような背景と計画思想によって廃止されたのか、
歴史的資料をもとに研究を行っています。
渋谷川 千駄ヶ谷付近の暗渠化の様子

2009 /8/1 ワークショップの様子

本講座との関わり方

1. 村上道夫, 滝沢智 : フッ素系界面活性剤の水環境汚染の現況と今後の展望, 水環境学会誌, 印刷中. (総説)
2. 中村晋一郎, 渡部哲史, 新田友子, 稲葉一孝, 簑島大悟, 沖大幹 : 平成21年8月台風9号に伴う豪雤による水害の特徴, 水文・
水資源学会誌 23(3), pp.255-260, 2010.
3. 田中幸夫, 中山幹康 : 山ティグリス・ユーフラテス川を巡る国家間紛争とその解決の可能性－国際河川紛争解決要件に関する一
考察―, 水文・水資源学会誌 23(2), pp.144-156, 2010. 2. 村上道夫, 平岡絵里, 黒田啓介, 小熊久美子, 滝沢智 : 東京都千代田区
における震災時の水需給の推定と地下水利用の可能性, 用水と廃水, 52(2), pp.125-135, 2010.
4. Yuko Ogata, Hideshige Takada, Kaoruko Mizukawa, Hisashi Hirai, Satoru Iwasa, Satoshi Endo, Yukie Mato, Mahua Saha,
Keiji Okuda, Arisa Nakashima, Michio Murakami, Nico Zurcher, Ruchaya Booyatumanondo, Mohamad Pauzi Zakaria, Le
Quang Dung, Miriam Gordon, Carlos Miguez, Satoru Suzuki, Charles Moore, Hrissi Karapanagioti, Steven Weerts, Tim
McClurg, Erick Burres, Wally Smith, Michael Van Velkenburg, Judith Selby Lang, Richard Lang, Duane Laursen, Brenda
Danner, Nickol Stewardson, Richard Thompson : International Pellet Watch : Global monitoring of persistent organic
pollutants (POPs) in coastal waters. 1. Initial phase data on PCBs, DDTs, and HCHs, Marine Pollution Bulletin, 58(10),
pp.1437-1446, 2009.
5. Michio Murakami, Keisuke Kuroda, Nobuyuki Sato, Tetsuo Fukushi, Satoshi Takizawa, Hideshige Takada : Groundwater
pollution by perfluorinated surfactants in Tokyo, Environmental Science & Technology, 43(10), pp.3480-3486, 2009.

本寄付講座は、「水の知」シンポ
ジウム、サイエンス・バー、オムニ
バス講義、共同研究、研究受託、
体験教室、出張授業の他、サント
リーの「水育」の一部として体験
教室や出張授業を支援してます。
詳細は本講座のHPをご覧ください。
「水の知」（サントリー）寄付講座
HP：http://www.wow.u-tokyo.ac.jp
/index.html

沖研究室 東京大学 生産技術研究所

研究教育活動の成果

水の知への関わり方

6. 横尾善之，沖大幹：山地河川の流況曲線形状を説明するための表層地質の分類法に 関する検討，土木学会水工学論文集，第
53巻，pp.463-468，2009．
7. 古米弘明, 村上道夫, 中田典秀, 高田秀重 : 下水処理水および道路排水の土壌浸透処理による水質変化とそのリスク評価, 土壌
の物理性, 111, pp.17-24, 2009.
8. 渡部春奈, 村上道夫, 小村拓也, 諸泉利嗣, 古米弘明 : 国内主要都市における水収支構造と水利用ストレスの評価, 用水と廃水,
51(2), pp.137-148, 2009.
9. Michio Murakami, Hiroyuki Shinohara and Hideshige Takada : Evaluation of wastewater and street runoff as sources of
perfluorinated surfactants (PFSs), Chemosphere, 74(4). pp.487-493, 2009.

「水の知」サントリー総括寄付講座

～沖研究室の描く未来と現在～
～最近の「水の知」をレビューする～

ここ一年話題となった水に関する世界のニュースを時系列でまとめました。
水害や干ばつなどの自然災害、気候変動をめぐる各国の動きなど、ニュースを通して世界の水事情を眺めてみて下さい。

２００９年
3
米ノースダコタ州の洪水、過去最悪の恐れ
３月 27
４月

出典：FEMA

米ノースダコタ（North Dakota）州では26日も、雥解け水による洪水 が勢いを増しており、引き続き防災対策
が強化されている。バラク・オバマ（Barack Obama）大統領は、同州の34郡および先住民 保留地2か所に災害
宣言を発令した。また州のほぼ全域に洪水警報が発令されている。
出典：AFP

５月

水ビジネス競争 住友商事着々
5
22 メキシコの下水道、５７億円受注

全米科学財団、気候変動の世界的な
5
28 影響についての包拢的な報告書を公表

住友商事は２１ 日、メキシコのシウダー・フアレス市下水道公社から下水道設備の拡張工事などを
受注したと発表した。同市ではすでに、水関連事業の世界最大手、仏スエズ傘 下企業と共同で下水道
処理サービスを手がけている。出典：SANKEEI EXPEWSS

６月

貿易と気候変動
6
26 WTOとUNEPが報告書を初公表

6
チェコで洪水被害が拡大、13人が死亡
29

「貿易と気候変動」の関係を解説する初めての報告書が、世界貿易機関（WTO）
と国連環境計画（UNEP）によって公表された。これは、貿易と気候変動の相互関
係を、（1）気候変動の 科学、（2）経済、（3）多角的な気候変動対策、（4）
各国の気候変動政策とその貿易への影響という4点から検証したもの。
出典：EICネット

７月

7

5

中国各地で大洪水、被災者数15万人に

中国单部は集中豪雤のため、地元住民約15万人が避難を余儀なくされている。单西
部の広西（Guangxi）チワン族自治区や单東部の江西（Jiangxi）省でも河川が増水
して農地冠水や家屋が破壊されるなどの被害を受け、地元住民らがボートで避難し
ている。 出典：AFP

８月

チェコ共和国单部を襲った豪雤では２８日、洪水の被害が拡大し、これ
までに１３人の死亡が 確認された。救助隊と地元メディアが伝えた。
気象予報では雤はしばらく続くとみられており、チェコの東部と单西部
には７月１日までの洪水警報が出ている。
出典：ロイター
出典：ロイター

7
ホーチミン市、気候変動で浸水は必至？
18
オーストラリアの国際環境管理センター（ICEM）の研究グループは14日、ホーチミン市は気候変動の
影響を最も受ける世界10都市の1つで、排水システ ムや堤防を十分整備しても、浸水の発生を防ぐこと
は困難との研究結果を発表した。ホーチミン市で開かれた気候変動に関する研究報告セミナーで明らか
にされた。
ICEMの研究グループは、海面が現在より1メートル上昇すれば、市面積の43％が常に浸水状態に置か
れると予測。効果的な浸水防止策を取らなければ、 2050年に豪雤が降ったとき市内265の村や地区が浸
水し、約1290万人(同市人口の62％)に影響が出るとしている。 出典：Viet-jo

8
ウォーターフットプリント国際標準化を主導
10

国家安全保障に気候変動の影響、
8
10 戦略的挑戦を受ける米国

経済産業省は、原材料や部品の調達、本体製造など製品の一連のライフサイクルで水
がどの程度使われたかなどを示す「ウォーターフットプリント」の国際標準化に対応
する体制を整える。10月をめどに有識者や業界団体を集めたタイ王国内委員会を立ち
上げ、国際会議に向けた日本としての意見を整理、集約する。特に生産工程での水の
回収利用と排水処理を評価項目に入れるよう働きかける。日本に丌利な標準にならな
いよう注視し、最終的に水処理産業の海外展開に役立つようにしたい方針だ。 出
典：日刊工業新聞

米ニューヨーク・タイムズ（New York Times）紙は8日、気候変動によって 今後数十年間に自然災
害や干ばつ、大量移住、病気の大流行などに対処するため米軍の派遣が増え、米国は大きな戦略的挑
戦を受けるだろうと報じた。
同紙は米国防総省や情報機関の専門家らが、国家安全保障における気候変動の影響に真剣に取り組
み始めたとしている。
最近行われた作戦演習や情報分析によると、今後20-30年で、特にサハラ砂漠以单のアフリカや中
東、单・東单アジアなどの丌安定な地域において、気候 変動による食糧丌足や水丌足、大規模な洪水
などが発生し、米国による人道支援や軍の派遣が必要になる可能性が高いという結論が出されたとい
う。
出典：AFP

東アジアを襲った台風8号と9号、
8
12 死者は計85人以上
東アジアを襲った台風8号（モーラコット、Morakot）と台
風9号（アータウ、Etau）による犠牲者は、尐なくとも85人
にのぼった。台湾では大規模な土砂崩 れが発生し、生き埋
めになった推定100人の村人たちの救出活動が急ピッチで進
められている。8号は10日現在、中国本土で6人の死者、3人
の行方丌明者を出した。全壊家屋は6000棟以上にのぼってい
るという。 出典：AFP

９月

米国の科学・工学分野における基礎研究・教育の振興を担う政府機関「国立
科学財団（NSF）」は、世界的な気候変動についての報告書、 「謎の解明：世
界の気候変動の影響についての研究」を公表した。出典：ecool

8
今世紀最悪の干ばつに直面するインド
12

出典：共同通信

財務相のプラナーブ・ムカルジー氏は、インドが今世紀最悪の干ばつに瀕
していると警告を発したが、同時に政府が雤量丌足に効果的な臨時措置をと
ることを約 束した。
ムカルジー財務相は、161地区を渇水状態と定義し、秋の収穫用の種蒔き
が20％減尐したと指摘した。
インド気象庁（IMD）は 干ばつの影響を受けている地域の多くで数日中に
雤が降ると一時発表したが、過去5年間で最も乾燥した期間になると降雤予
想を修正した。 出典：VOICE OF INDIA

世界気象機関（WMO）
9
14 第3回世界気候会議（WCC-3）を開催

米单東部で洪水、
9
23 7人が死亡 ジョージア州は非常事態宣言

気象庁は、世界気象機関（WMO）が他の国連機関や各国政府の協力のもと、第3回世
界気候会議（WCC-3）をスイス・ジュネーブにおいて平成21年8月31日から9月4日まで
開催したと発表。
世界気候会議は、世界気象機関が主催し、気候変動に関する実践的な解決策の情報
交換を促進するために開催するもの。 出典：EICネット

米单東部で豪雤による洪水被害が広がっており、21日までに尐なくとも7人
が死亡した。河川は63年ぶりの水位を記録している。
同州のソニー・パーデュー知事は、州内の17郡に非常事態を宣言したほ
か、バラク・オバマ大統領に洪水被害対策として連邦緊急救済資金による支
援を求めたことを明らかにした。
出典：文 AFP

出典：NIKKEI NET

出典：47NEWS

世界各地のデルタ地帯は沈みつつある、
9
23 米コロラド大研究

9
フィリピン、台風16号による死者73人に
27

世界の主なデルタ地帯の3分の2で、地盤沈下と海面上昇により、そこに暮らす5億人
の人々に深刻な影響が出ている――。米コロラド大（University of Colorado）極
地・高山研究所（Institute of Arctic and Alpine Research）の研究チームが、こう
した研究結果を20日の英科学誌「ネイチャー・ジオサイエンス（Nature
Geoscience）」に発表した。
衛星写真によると、地球上の最も大きな33のデルタ地帯のうち、過去10年間に大洪
水に見舞われたのは85％に上り、その面積は26万平方キロメートルに及んでいること
がわかった。 出典：AFP

台風16号「ケッツァーナ（Ketsana）」に見舞われたフィリピンでは、27
日までに死者が73 人、行方丌明者が23人に上った。
フィリピンの国家災害調整委員会（National Disaster Coordinating
Council、NDCC）によると、前日直撃した台風16号によって、33万7216人が
避難を余儀なくされており、うち6万人近くは緊急避難所に滞在している。
死者の多くは首都マニラ（Manila）東部の郊外に集中しており、また北部
の州でも犠牲者が出ている。 出典：AFP

水害
沖研究室 東京大学 生産技術研究所

気候変動

渇水

水資源

水ビジネス

出典：AFP

その他

～沖研究室の描く未来と現在～
～最近の「水の知」をレビューする～

１０月

10 ‐UNDPが日本政府などの支援を受けて
3 「アラブ諸国のための水ガバナンス・プログラム」を開始

10 インド单部、洪水で228人以上が死亡
6

国連開発計画(UNDP)は、日本政府などの資金援助を受け、水資源を効率的に管理・利用するための新し
い地域イニシアティブ「アラブ諸国のための水ガバナンス・プログラム（WGP－AS）」を今年１月から開始
し、アラブ諸国における貴重な水資源の効果的な管理と利用に向けた地域的努力を支援している。
WGP－ASの発足を記念して、本日、アラブ連盟主催による「水ガバナンスにおけるハイレベル・関係者会
合」が開催され、社会経済や環境に及ぼす懸念、気候変動による丌確実性、さらに水資源の分配に関連す
る紛争など、水に関する主要な課題について議論が開始された。 出典：国連開発計画

10 タイ・バンコクで
10 気候変動枠組条約関連特別作業部会が開催される
2009年9月28日から10月9日、タイ・バンコクにおいて、気候変動枠組条約特別作業部会が開催された。
今回開催された会合は、条約の下での長期協力行動のための第7回特別作業部会（AWG-LCA7）、京都議定書
の下での付属書I国の更なる約束に関する第9回特別作業部会（AWG-KP9）の2つの作業部会。
今回の会合では、AWG-KP9において、先進国の森林・農地等吸収源の取扱いについて議論されるとともに、
AWG-LCA7において、途上国における森林減尐・务化に由来する排出の削減や農業分野の取扱いについて議論が
行われた。 出典：EICネット

１１月

11 英国の洪水続く、
22 さらなる豪雤に警戒

地中海の海水の大部分は、約533万年前に発生した大規模な洪水で、2年以内という短期間に
流れ込んだとする研究が、9日の英科学誌「ネイチャー（Nature）」に発表された。
バルセロナの地球科学研究所ハウメ・アルメラ（Institute of Earth Sciences Jaume
Almera）のダニエル・ガルシア・カステラノス（Daniel Garcia-Castellanos）氏率いる研究
チームによると、海水は大西洋と地中海を隔てるジブラルタル海峡（Strait of Gibraltar）
を通って、アマゾン川の流れの3倍の速度で地中海に流れ込んだのだという。 出典：AFP

２０１０
世界の自然災害、09年は比較的尐なめ
1
１月 29 独再保険会社

メキシコで豪雤、29人死亡、
6 土砂崩れの被害7,000世帯

1 気候変動はすでに人々を移住に追い込んでいる、
29 国連機関が報告

気候変動は既に人々を移住に追い込んでいるとする報告書を、国連（UN）の国際移住
機関（International Organization for Migration、IOM）が8日発表した。
報告書は、具体的な人数は明らかにしていないものの、「気候変動や環境の悪化に起
因した人間の大規模な移住は既に起こっている」とし、移住先については「富裕国へ押
し寄せるという予想には反して、国内他所や隣国」であると説明している。 出典：AFP

ペルーの世界遺産マチュピチュ（Machu Picchu）遺跡周辺で、24
日からの集中豪雤による洪水や土砂崩れで遺跡の入口にあたるアグ
アスカリエンテス（Aguas Calientes）とインカ帝国時代の首都
だったクスコ（Cusco）とを結ぶ道路と鉄道が寸断され多数の観光
客が取り残された問題で、ペルー政府は 28日、これまでに1400人
が救出されたと発表した。
出典：AFP
出典：msn

異常気象の原因エルニーニョ現象を
2
22 14か月前に予測、気象研究チーム

メキシコ南部・タバスコ州で３日、豪雨によって発生した洪水の被害により、８０万
人が自宅に戻れず、数千人が建物の上で救出を待つ事態になってい る。
地元の海軍当局者によると、陸軍と海軍がヘリコプターやボートによる救出作
業を行った結果、これまでに２万８０００人を救出した。
タバスコ州ではこれまで１人の死者が報告されている。国内メディアによると、
同国南部のチアパス州では、豪雨のために増水した川の堤防が 決壊し、４人
が死亡している。 出典：ロイター

３月

出典：asian.com

1
豪雤のマチュピチュ遺跡、救出を待つ観光客ら
29

再保険大手の独ミュンヘン再保険（ミューニックリー、Munich Re）は29日、自然災害のコス
トに関する年次評価を発表した。2009年の自然災害は比較的尐なかったものの気候変動は依然
として脅威であり、国連気候変動枠組み条約（UN Framework Convention on Climate Change、
UNFCCC）第15回締約国会議（COP15）の失敗により、将来的に自然災害のコストが増加するとし
ている。
2009年の自然災害コストが前年に比べ大幅に低かった要因としては、全般的に大きな災害が
尐なかったことや北大西洋のハリケーンシーズンが穏やかだったことが挙げられるという。
出典：AFP

２月

フィリピン政府の発表によると、過去1か月間に同国を襲った2つの大型台
風による死者は前日、国家災害調整委員会（National Disaster
Coordinating Council、NDCC）が発表した818人からさらに増え、19日までに
計858人に達した。うち被災後に広まった感染症による死者が89人だった。
出典：AFP

サウジアラビア西部ジッダで２５日、記録的な大雨がふり、洪水で多数の死傷者が出ている。ＡＰ通信
によると、２９日までに１０６人がおぼれたり家屋 の下敷きになったりして死亡。市内の道路が水没するな
どし、市民生活に大きな被害が出ている。ジッダ周辺では冬に尐量の雨が降ることはあるものの、今回
は １日で年間降水量を超す激しい雨が降った模様だ。
洪水は、イスラム教の大巟礼（ハッジ）の期間に重なった。ジッダの東約６０キロにあるメッカには世界
中から約３００万人ものイスラム教徒が集まってい る。ジッダは巟礼の玄関口で、交通の乱れによる混
乱や感染症の流行を警戒する声が上がっている。
出典：asahi.com

12 地中海の水の大部分は2年以内に流入、研究
1

2

フィリピン、
1
019 台風16・17号の死者858人に

11 サウジで洪水、１０６人死亡 １日で年間降水量超す
30

19日からの豪雤で洪水に見舞われた英国イングランド北西
部で21日、再び河川が増水して洪水が拡大した。今後さらに
雤が降ると予想されており、当局は警戒を呼びかけている。
同地方ではこれまでに4つの橋が倒壊し、うち海に近いワー
キントン（Workington）では19日、橋の上から自動車に橋に
近づかないよう指示していた警察官1人が崩落した橋と一緒に
濁流に流され、下流で遺体となって発見された。 出典：AFP

１２月

インドの单にあるカルナータカ（KARNATAKA）州とアンドラ・プラデシュ
(Andhra Pradesh )州では、連日の大雤で大規模な洪水に見舞われ、この5日間
で尐なくとも228人が死亡、150万人が家を失いました。また、経済損失は60億
ドル近くになると予想されています。 出典：共同通信

出典：ロイター

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
3
11 報告書作成プロセス等をレビューへ
環境省は、国連及び気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、3月10日付で、IPCC報告書作
成プロセス及び手続の独立したレビューをインターアカデミーカウンシル（InterAcademy
Council：IAC※）に要請したと発表。
同省では、今回のIPCC声明を含め、これまでのIPCC声明の和訳（仮訳）を作成し、ホーム
ページに掲載している。
IACは、今回の要請を受けて、8月31日までにレビュー結果を取りまとめ、その内容は10月11
～14日に開催されるIPCC第32回総会を経て、 2013～2014年に公表予定の第5次評価報告書の作
成に反映される予定。

環太平洋やアフリカ单部などで異常気象を引き起こすエルニーニョ（El Nino）現象の
発生を1年以上も前に予測することに内外の気象学者らが成功し、研究結果が21日、英科
学誌ネイチャー・ジオサイエンス（Nature Geoscience）電子版で発表された。
エルニーニョは、太平洋赤道域の西側から東側までの広い海域において貿易風の影響で
海面温度が上昇する現象で、单米大陸西部の乾燥地帯に豪雤をもたらす一方、太平洋西域
では干ばつの原因となっている。
出典：AFP

メコン川渇水問題、
3
26 4月初めに中国側と交渉へ―メコン河委員会
2010年3月25日、メコン川の異常渇水の原因は中国が上流に建設したダムだとして反
発が強まる中、4月上旬にタイでメコン河委員会（MRC）が首脳会議を開き、中国側に是
正を求める方針であることが分かった。浙江在線が伝えた。
メコン川下流国であるタイ、ラオス、ベトナム、カンボジアの4か国からなるメコン河
委員会（MRC）は4月3日～5日、タイのリゾート地・ホアヒンで首脳会議を開き、中国側
に是正を求める構えを見せている。中国も会議への出席を了承しているという。
同4か国は、異常渇水の原因は中国が上流に建設したダムが原因であるとして強い反発
を示している。

3
中国の大干ばつ、農家に壊滅的打撃
30

アイスランドで火山噴火、
4
15 氷河溶解で大規模洪水 800人避難

干ばつは雲单省、貴州（Guizhou）省、四川（Sichuan）省、広西
（Guangxi）チワン族自治区、大都市の重慶（Chongqing）を襲い、
100年ぶりの大干ばつと呼ばれている。作物は壊滅的な打撃を受け、
物価は高騰し、中国で頻発する水丌足問題が浮き彫りとなった。
中国政府によると6000万人以上が干ばつの影響を受けており、
1800万人以上の国民と1100万頭以上の家畜が飲み水丌足に苦しんで
いる。しかも被害は日に日に拡大している。
出典：AFP

アイスランド当局によると、同国单部にあるエイヤフィヤト
ラヨークトル（Eyjafjallajokull）氷河で14日午前1 時（日
本時間同日午前10時）に火山が噴火し、付近の住民700～800
人が避難した。
この噴火により、氷河の一部が溶解し、2度の大規模な洪水
が発生した。また、地域一帯で多数の地震が観測された。
出典：AFP
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「水の知検定」とは、東京大学総括プロジェクト機構「水の知」（サントリー）総括寄付講座で実施する水リテラ
シー（水に対する広い見識と問題解決への適切な知識）の普及のため行う検定であり、水に興味を持つ市民を
対象としています。本検定を通じて、問題を解き、正解と解説を知ることで、水に関する知識の普及につながるこ
とを期待しています。水に関係する幅広いテーマを扱い、また、最新の成果なども取り扱うことで、学術的知見を
広く普及するための機会となります。

こちらで「水の知検定（初級）」試験版を受検できます！
↓↓↓Webにて近日公開予定↓↓↓
http://www.wow.u-tokyo.ac.jp/index.html
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天然水
産地：日本
（南アルプス）
硬度：約３０ｍｇ／ｌ

ヴィッテル

コントレックス

産地：フランス
（ヴォージュ山脈）
硬度：約３１５ｍｇ／ｌ

産地：フランス
（ヴォージュ山脈）
硬度：約１４６８ｍｇ／ｌ

ミネラルウォーターをその成分で分類したときに「硬水」「軟水」という言葉を使います。硬水・
軟水の基準には「硬度」が用いられています。硬度とは、水に 含まれるカルシウム濃度およびマグネ
シウム濃度で表される指標で、算出基準は国により異なります。
硬水に含まれるカルシウムやマグネシウムは地下の岩石から時間をかけて溶け出したものです。
従って、日本やイギリスなどの島国は滞留年数が短いため地下水 の硬度は低くなる傾向があります
（日本でも沖縄は硬水が多い）。一方で石灰岩地質が卓越し、滞留年数も長いヨーロッパ大陸の地下
水は硬度が高い傾向があり ます。 また、海外のミネラルウォーターには炭酸ガスを含むミネラル
ウォーターも少なくありません。

人の味覚には個人差があるので一概には言えませんが、日本人にな
じみのある水のほとんどが軟水ではないでしょうか。軟水はのどご
軟水の特長
しがやわらかくさわやかで す。和風料理に使ったり、緑茶をいれた
りするのに適していると言われています。
欧米のナチュラルミネラルウォーターの多くが硬水に分類されます。
硬水の特長 スポーツ後などに不足しがちなミネラルを補給する目的で摂取する
のに適していると言われ ています。
軟水と硬水の間の性質を持ち、適度な量のミネラルを補給できる水
中硬水の特長 です。スジ肉の煮込みをはじめとした西洋風料理や苦みの強いエス
プレッソなどとの相性が良 いと言われています。

出典：サントリー水大事典： http://www.suntory.co.jp/company/mizu/jiten/
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