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我が国では、防災、減災のため、ハード的対策とソフト的対策を組み合わせた取り組みが進

められている。ハザードマップはソフト的対策の一つであり、災害に関する危険性を段階別に

ゾーニングして住民の方に周知するため、地方自治体によって作成、配布されている。ハザー

ドマップを有効活用するには、どれだけ多くの住民がハザードマップにアクセスすることがで

き、さらにその見方を知っているかが重要である。近年、災害の中でも水害が頻発化、激甚化

する傾向が指摘されている。毎年のように日本各地で水害が発生し、そのたびに報道機関によ

り深刻な被害が伝えられている。防災、減災に関する関心が高まっている今、あらためて自分

の住んでいる町のハザードマップについて理解し、災害に対する脆弱性を認識することが重要

である。そこで、九州大学工学部土木工学科では、同窓会組織である壬子会の主催により令和

3 年 11 月 9 日に、一般市民向けの公開講座「あなたの町のハザードマップの見方教えます！」

を開催し、水害、土砂災害、地震、高潮の各分野の専門家ができるだけ平易にハザードマップ

の見方、使い方を解説した。さらに、VR/AR 技術による災害シミュレーション研究の最新動向

についても紹介した。本稿では、公開講座で説明した内容をとりまとめて紹介するものである。 

田井明准教授による「大雨特別警報発令！あなたの家は大丈夫？スマホで調べてみよう！」

では、スマートフォンによるインターネット検索を利用した洪水ハザードマップの情報収集方

法を解説するとともに、避難の判断をする際の人間の心理的特徴についても説明している。石

蔵良平准教授による「あなたのお住まいは大丈夫？いざとう時の土砂災害に備えよう」では、

ハザードマップに記載されている土砂災害危険区域や警戒区域がどのようにして決まってい

るのか、また、リアルタイムに土砂災害の危険を知らせる土砂災害警戒情報の仕組みについて

解説している。梶田幸秀准教授による「地震のハザードマップについては見るよりも日々の備

えが大切」では、地震のハザードマップに用いられる確率論的地震動予測地図や震源断層を特

定した地震動予測地図について概説するとともに、地震に備えて日常生活でできることを実践

することの大切さを述べている。井手喜彦助教による「みずから（水から・自ら）避難できま

すか？高潮に備えよう！」では、高潮のメカニズムを説明し、ハザードマップがどのように作

られているか、ハザードマップの見方・使い方について分かりやすく解説している。最後に、

浅井光輝准教授の「「スパコン」で災害被を予測し「VR/AR」で被害を仮想体験」では、当時の

世界一高速なスパコン京により仮想空間内に津波を再現し、VRゴーグルと歩行デバイスを装着

することで、町の中で仮想的な津波を体験するシステムの紹介や避難訓練への応用について紹

介している。 

今後の防災、減災のためには、ハザードマップを認知し、使い方を理解することで形式的な

知識（形式知）を備えることがまず必要である。次の段階では、いざというとき、避難につい

てどのように考え行動するかという実践的な知識（実践知）が重要となる。本稿がその一助と

なれば幸いである。なお、公開講座の動画は下記リンクにて視聴できるので、本稿と合わせて

ぜひご覧いただきたい。               

 

巻頭言  

 

 

九州大学大学院工学研究院  

中山 裕文 

 

https://vimeo.com/showcase/jinshi20211107 

（専門：環境システム工学） 

 



大雨特別警報発令！あなた

の家は大丈夫？スマホで調

べてみよう！ 

 
九州大学大学院工学研究院 

田井 明 

 

１． はじめに 

お住まいの地域に「大雨特別警報」や「避

難指示」が発令された時、適切な行動はと

れるでしょうか？ 

昨年、避難勧告・避難指示制度の改正 1)

が行われ、市町村の出す避難に関する情報

が大きく変更になりました。この、内閣府

の出したガイドラインには居住者等が持つ

べき避難に対する基本姿勢についても記述

があり、そこには「自然災害に対して行政

に依存し過ぎることなく、自らの命は自ら

が守る」という意識を持ち、自らの判断で

主体的な避難行動をとることが必要であ

る。」1)と述べられています。そして主体的

な避難行動をとるにあたり、平時より身の

回りの災害リスクの把握、避難所、避難経

路の把握を行う必要があると述べられてい

ます。ただ、このような制度変更について

大学の講義で学生に聞いてみてもほとんど

の学生は正確に認識していないことからも、

多くの人が同じような状況ではないかと想

像しています。 

一方で、洪水災害に関する様々な情報は

近年急速に整備が進み、一昔前に比べると

手軽に詳細な情報を誰でも入手できるよう

になってきています。本稿では、令和 3 年

11月 7日に九州大学土木系同窓会壬子会の

公開講座で行った講演をもとに、「平時」「緊

急時」の情報収集の方法の一例について解

説を行います。 

 

２．あなたは避難しますか？ 

 情報収集の解説を始める前に、避難に関

する人間のある心理特性についてお話をし

ます。まず、以下の問いについて考えてみ

てください。 

「皆さんは今、ご自宅の最もくつろげる

場所にいます。その時、東日本大震災、熊

本地震を遥かに上回るレベルの地震が発生

しました。一分後何をしているか想像して

みてください。」 

この問いに対する主な回答は以下のよう

なものになります。 

１.机の下などに隠れて、落下物を避ける。 

２.テレビなどから情報を得る。 

３.家を出て安全な場所に避難する 

４.家族・友人・近所の人の安全を確かめる 

５.ガスの元栓を閉める 

これらとは全く違う回答を想像した方は

いるでしょうか？他の講演や講義でこの問

いをしてきましたが、「家の下敷きで動けな

くなっている」のような自分の身体に何ら

かの被害を受けている想像をする人はほぼ

いません。これは、人間心理には、何らか

の被害を予想したとき「身の危険や死を前

提に物事を考えない」「自分は、今回は、ま

だ大丈夫と考える」というような心理特性

があります。このような心理特性を｢正常性

バイアス」といい、「杞憂」という故事成語

があることからも人間が平常心を保って生

活するにはなくてはならない心理特性です。 

しかし、この心理特性により避難が遅れ

てしまうと考えられています 2)。私たちは、

避難を判断する際にこの心理特性が働くこ

とを認識しておく必要があります。 

 

３．身近な場所の浸水予測・状況を調

べてみよう！ 

(1)ハザードマップ 

ハザードマップとは災害時に危険なる場

所を予測し、災害の種類ごとに地図に示し

たものです。想定される浸水深などは、ハ



ザードマップから調べることが出来ます。 

なお、近年の洪水災害の浸水範囲とハザ

ードマップを比べてみても現在のハザード

マップの予測はかなり正確になっていると

考えられます。 

(2) 重ねるハザードマップ  

 それでは、皆さんお手持ちのスマホなど

のインターネット検索で「重ねるハザード

マップ 3」」と入力して（おそらく）一番上

に表示されるページに移動してみてくださ

い。図-1のようなページが表示されたでし

ょうか？それでは図-1の手順に従って、操 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人吉市のハザードマップを調べています。 

7月豪雨で大きな被害の生じた球磨川流域

作をして見てください。図-1では令和 2年

それでは、同様の手順で皆さんの調べたい

場所を調べてみてください。図-2では例と

して博多駅周辺を調べています。先程の人

吉市と違い地図に色がついておらず、一見

浸水深が無いように見えます。実は、これ

は、重ねるハザードマップで着色されてい

るのは一級河川流域のみなので、二級河川

による浸水が想定される博多駅周辺は無色

になっています。そのような場所でも図-2

の手順に従い「リスク検索」を行えば浸水

深を調べることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1「重ねるハザードマップ」での浸水深調べ方（画像出典：ハザードマップポータルサイト、一部加筆） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)わがまちハザードマップ 

 二級河川流域の浸水予測などをもう少し

詳しく調べたい場合は、図-2の手順にした

って「わがまちハザードマップ」に移動し

ます。ここから先はお住まいの市町村が用

意しているホームページからハザードマッ

プを検索することになり、より詳細に地域

のハザードを調べることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)キキクル 

 次に、実際に大雨が降っている時に、河

川氾濫や洪水の状況をリアルタイムに知る

方法について説明します。ニュースの気象

情報や SNSでも情報を入手することが出

来ますが、本稿で紹介するのは気象庁が運

営している「キキクル」というサイト 4)で

す。近年ではテレビ放送でもこのサイトを

図-2「わがまちハザードマップ」での浸水深調べ方（画像出典：ハザードマップポータルサイト、一部加筆） 



利用して解説しているので目にされたこと

がある方も多いと思います。キキクルで

は、浸水危険度などをリアルタイムに川ご

とに色分けして示しています。お住まいの

場所がどの川の流域に位置しているのか知

っていれば現在の危険度が一目で分かるよ

うになっています。 

 

４．おわりに 

 自分の家や生活範囲が洪水のときにどの

くらい浸水するのかを知ることで、正常性

バイアスに惑わされずより適切な行動をと

ることが出来ます。 

いざという時に慌てないように本稿で紹

介したサイトなどを利用して情報収集をし

ておきましょう！ 
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あなたのお住まいは大丈夫？

いざという時の土砂災害に備

えよう 

 
九州大学大学院工学研究院 社会基盤部門 

石藏 良平 

１．土砂災害って何？ 
みなさんは、土砂災害と聞いてどのよう

な被害を想像するだろうか？図-1は、2017

年の九州北部豪雨で被災した大分県日田市

の土砂災害の写真を示したものである。土

砂災害は、令和 2 年に全国で 1300 件以上

もの発生が報告されており、近年増加傾向

にある。土砂災害は、降雨や地下水、地震

によって引き起こされると考えられており、

斜面の地盤を構成する土砂、礫、玉石等の

土塊移動により発生する災害と定義されて

いる 1)。土砂災害といっても、その形態は

様々である。土砂災害は、主に①崖崩れ、

②土石流、③地すべりの 3 つに大別 1)され

る。①崖崩れは、急斜面上の土砂が降雨中

に突発的に崩壊する現象であり、土砂災害

の発生件数の中で最も多くの割合を占め、

人的被害も大きい。②土石流は、土砂や礫・

岩などの一部が水と混合して流体のように

流下する現象で、移動速度（数 m/s～数十

m/s）が速く、移動距離も長いことが特徴で

ある。③地すべりについては、大きな規模

な土・岩塊がゆっくりと移動する現象（数

mm～数 cm/日）で、発生要因には地域性や

地質が大きく関係する。人的被害は少ない

ものの、家屋や道路、農地など大きな被害

を受けることが特徴である。 

 

２．土砂災害を引き起こす要因 
土砂災害が発生するかどうかを判断する

ためには、図-2に示す主に二つの要因を考

慮することが重要 2)であると考えている。

一つは、対象とする斜面が有する特徴（素

因）である。素因には、斜面の地形・地質、

植生、近隣の公共施設や住宅地の有無、防

災工の有無などが考えられる。もう一つは、

降雨や地震などの土砂災害を引き起こす外

力（誘因）である。これらの要因を総合的

に判断して土砂災害が発生するかどうかを

判断する必要がある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．どんなところが危ないの？（ハザー

ドマップの見方） 
対象とする斜面が有する特徴（素因）を

もとに、土砂災害の危険箇所を整理したも

のがハザードマップである。土砂災害の危

険箇所は、土砂災害の種類ごとに、「土砂災

害警戒区域（イエローゾーン）」として、法

律により指定・基準化されている 3)。概略

は以下のとおりである。 

①急傾斜地崩壊危険箇所（崖崩れ）（図-3） 

傾斜角度が 30度以上かつ高さが 5m以上

の急傾斜地において、その上端から水平距

離が 5メートル、その下端からの水平距離

が当該急傾斜地の高さに相当する距離の 2

倍以内の区域。 

②土石流危険渓流（土石流） 

扇状地形の地域で山からの流入地点より

も上流部の勾配が急な河川であり、扇頂部

から下流の勾配が 2度以上の区域。 

図-1 土砂崩れ（がけ崩れ）の状況 

（2017 年大分県日田市） 

 

 

図-2 土砂災害を引き起こす要因 

 



 
 

 

 

③地すべり危険箇所（地すべり） 

地すべりの恐れがある区域で、河川、公

共施設、人家に被害を及ぼす恐れがある区

域。 

以上指定された土砂災害警戒区域（イエ

ローゾーン）のうち、特に危険な区域につ

いては、土砂災害特別警戒区域（レッドゾ

ーン）として指定されている。詳細につい

ては、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律施行令 3)を

参照いただきたい。 

これらの土砂災害危険区域は、各都道府

県や行政機関ごとにハザードマップとして

まとめられている。一例として、福岡県が

公開している土砂災害警戒区域マップ 4)を

図-4に示す。 

このサイトでは、福岡県の土砂災害危険

区域（イエローゾーン）、土砂災害特別警戒

区域（レッドゾーン）を土砂災害の形態ご

とに簡単に表示させることができるように

なっている。皆さんのスマートフォンを使

って気軽にアクセスし、地図をスクロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することでお住まいの地域にフォーカスし

て危険箇所を確認することができる。この

ようなハザードマップを使って、日頃から

皆さんのお住まいの地域が土砂災害の発生

しやすい地域であるかどうかを事前に確認

していただきたい。 

 

４．リアルタイム災害情報の意味と捉

え方 
ここでは、実際の降雨の情報を使って、

リアルタイムに土砂災害の危険を知らせる

土砂災害警戒情報の仕組み 2)について簡単

に紹介する。豪雨によって雨水が地盤中に

浸透すると、水を含んだ地盤の強度が低下

し、重量が増加する。斜面崩壊に対する抵

抗力の低下と外力の増加によって力学的な

バランスが崩され急激に斜面崩壊が発生す

る。これが通常の土砂災害発生のメカニズ

ムであり、地盤中（土壌中）にどれだけの

雨が貯まっているのか？が非常に重要とな

る。土壌中の雨の貯留量を表す指標には一

般に「土壌雨量指数」5)が用いられる。この

指標は、気象データや複雑な力学モデル（タ

ンクモデル）等を使って解析がなされ、リ

アルタイムに全国の土壌雨量を 5km メッ

シュごとに推定することができる。 

土壌雨量指数を使ったリアルタイム土砂

災害警戒情報発令までのイメージを図-5に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降雨時には、対象地域における土壌雨量

指数(mm)と 60分雨量（mm/hr）の値をリア

ルタイムでプロットすることができる。大

図-3 急傾斜地崩壊危険箇所の概要 

 

 

図-4 ハザードマップの見方 

（福岡県土砂災害危険箇所マップより） 

 

 

図-5 リアルタイム土砂災害警戒情報発令 

までのイメージ 

 



雨警報の土壌雨量指数は対象地域ごとに設

定される。 

土砂災害発生危険基準線（Critical Line）

は、対象地域のこれまでの降雨特性と土砂

災害事例の関係から設定される。CL線は、

災害が発生していない降雨事例に基づき基

準化され、土砂災害が発生しない上限付近

の値として設定されている。CL線は、過去

の被災事例に基づき決定されるものであり、

地域ごとによって異なるのが特徴である。 

大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情

報は、設定した大雨警報の土壌雨量指数お

よび土砂災害発生危険基準線（CL線）に達

すると予想される 2時間以上前に発表され

る。 

この土砂災害警戒情報をリアルタイムで

確認できるアプリ「土砂キキクル」6)が気象

庁により提供されている。このアプリを使

うことで、皆さんのお住まいの近くで発令

されているリアルタイムの土砂災害情報を

スマートフォンから入手することができる。

このアプリでは、1km 四方の領域ごとに、 

2 時間先までの予測値で表示される仕組み

となっている。「土砂キキクル」で検索 7)し

て登録するようにしていただきたい。 

 

５．いざという時に備えて（まとめ） 
土砂災害に対する日ごろの備えとして、

各都道府県や行政機関ごとに公開されてい

るハザードマップを活用し、まずは、みな

さまがお住まいの地域が、土砂災害警戒区

域（イエローゾーン）や土砂災害特別警戒

区域（レッドゾーン）であるかどうかを確

認しておくことが重要である（図-6）。その

際、避難経路も合わせて確認しておくこと

をおすすめする。あなたのお住まいが土砂

災害特別区域等に指定されている場合は、

大雨の際に土砂災害に対する警報をすぐに

入手できるよう、先述した「土砂キキクル」

などの災害情報サイトをスマホに登録して

おくことを強くお願いしたい。あなたのお

住まいの地域に、大雨警報（土砂災害）や

土砂災害警戒情報が発令された場合は、あ

なたやあなたの大切な方の命を守るために、

直ちに避難行動を開始することが重要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-6 いざという時に備えた情報確認の 

イメージ 
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地震のハザードマップについ

ては見るよりも日々の備えが

大切 
 

九州大学大学院工学研究院 社会基盤部門 

梶田幸秀 

 

１．はじめに 

 地震のハザードマップは大きく 2 種類存

在し、一つは確率論的地震動予測地図、も

う一つは震源断層を特定した地震動予測地

図（シナリオ地震動予測地図）である。い

ずれの地図も地震調査研究推進本部（文部

科学省内に設置された政府機関）が作成し

ている 1)。確率論的地震動予測地図とは、

現時点で考慮し得るすべての地震の位置、

規模、（発生）確率に基づき、各地点がどの

程度の確率でどの程度揺れるのかをまとめ

て計算し、その分布を示した地図である。 

 一方、震源断層を特定した地震動予測地

図は、ある特定の震源断層において地震が

発生した場合に各地点がどのように揺れる

のかを計算してその分布を示した地図であ

り、こちらの地図は一般的な災害ハザード

マップに近いといえる。いずれの地図も地

震調査研究推進本部のウエブサイト内で確

認できるが、国立研究開発法人防災科学技

術研究所（略称 NIED、National Research 

Institute for Earth Science and Disaster 

Resilience）が運営・管理する地震ハザード

ステーションというウエブサイトでは、こ

の 2 つの地図をわかりやすく（使いやすく）

確認することができる 2)。本稿では、この

2 つの地図について、地図が教えてくれる

ことや注意点などを記していく。実際の使

用方法についてはウエブサイト上に記載さ

れているため、そちらを参考にしていただ

きたい。 

２．確率論的地震動予測地図 

 本原稿を執筆している 2022 年 1 月時点

での最新版は、2021 年 3 月 26 日に地震調

査研究推進本部が公開した地図（2020 年版）

であるが、この地図をもとに防災科学技術

研究所で地震発生確率の基準日を 2020年 1

月 1日から 2021年 1月 1日に変更した 2021

年版（NIED）版地図は、前述の防災科学技

術研究所の地震ハザードステーションにて

2021 年 7 月 16 日から公開されている。こ

の地図を見ることにより、日本国内におい

て、基準日から 30 年間で震度 6 弱以上の

揺れ（立っていられない程度の揺れに相当

する）に見舞われる確率を確認することが

できる（図-1）。また、この地図は陸地をお

おむね 250m メッシュで分割し、各メッシ

ュでの結果（確率）を地図に表示している。 

 例えば、九州大学がある福岡市西区元岡

を含むメッシュを選択すると、地震ハザー

ドカルテと呼ばれるより詳細な結果を確認

できる（図-2）。確率論的地震動予測地図

図-1 確率論的地震動予測地図 

（2021 年 NIED 作成版） 



（2021 年版（NIED））によると、九州大学

のある地域において 2021 年 1 月 1 日から

今後 30 年間で震度 6 弱以上の揺れを観測

する確率は 2.8%になることがわかる。しか

し、30 年間で 2.8%という結果をどのよう

に評価したら良いのか、正直、私も一般市

民に上手に説明できない。地震調査研究推

進本部では参考資料として、以下のように

も述べている 3)。日本国内において 30 年間

で、交通事故で負傷する確率は 12%、交通

事故で死亡する確率は 0.084%です。もちろ

ん交通事故に遭う確率と地震の発生確率を

単純に比較することはできないが、われわ

れは日常生活において交通事故に遭わない

ように意識して気配りをしているように、

たとえ地震の発生確率が小さくても地震を

身近な危険として捉え、日々備えておく姿

勢が大事であるといえる。つまり、確率論

的地震動予測地図を見ると強い揺れに見舞

われる確率を把握することや他の地域との

地震の遭遇確率を比較することはできるが、

地図を見た後は、地震に遭うかもしれない

と備えることが重要であるともいえる。ま

た、この地図は、前述したとおり「現時点

で考慮しうるすべての地震」について考え

てはいるが、裏を返せば、活断層調査等が

十分でない地域も存在し、今後の調査によ

ってこれまで知られていなかった過去の地

震や活断層の存在が明らかにされれば、強

い揺れに見舞われる確率が上がる可能性が

あることも注意すべき点である。 

 

３．震源断層を特定した地震動予測地図 

 全国で約 140 箇所の断層について、それ

ぞれの震源断層において地震が発生した場

合に各地点がどの程度揺れるのか、震度の

大きさを表した地図である。例えば、図-3

に福岡市内に存在する警固断層（南東部）

（図中の黒い直線）を震源断層と特定した

場合の結果を示す。この地図の結果は、確

図-2 地震ハザードカルテ（一部を切り取り） 

図-3 警固断層（南東部）を震源断層と

した場合の震度分布 



率ではなく、地震が発生した場合の揺れの

大きさを表した地図であるため、一般的な

防災ハザードマップともいえる。この地図

については、日本全国、いろいろな断層の

結果を確認したい場合は地震ハザードステ

ーションで確認するほうが良いが、自分の

住んでいる地域について確認する場合は、

こちらのデータを基に各地方自治体がそれ

ぞれに避難場所なども合わせて記した地図

を用意しているため、そちらで確認する方

が良いと考える。例えば、福岡市なら福岡

市総合ハザードマップ 4)から「地震」を選

択すると図-3に示した福岡市を南北に貫く

警固断層（南東部）を震源断層と特定した

場合の結果と合わせて、避難所・避難場所

も確認することができる。ただ、ここでの

注意点は例えば、九州大学伊都キャンパス

の代表住所は福岡市西区であり、すぐ西側

は糸島市である。糸島市には、日向峠－小

笠木峠（ひなたとうげーおかさぎとうげ）

断層がある。図-4に日向峠－小笠木峠断層

を震源断層と特定した時の震度分布を示す。 

少しわかりにくいが、福岡市西区では色合

いの濃い範囲が少し広くなり、また、伊都

キャンパスでは、警固断層（南東部）を震

源としたときの推定震度は 5 強であるが、

日向峠－小笠木峠断層を震源としたときの

推定震度は 6 弱になる。これは断層までの

距離が近づいたことが一番大きな要因であ

る。地震が発生する場所が変われば、揺れ

の大きさは当然ながら変わる。自分が住ん

でいる地方自治体が用意してくれている情

報が、自分の住んでいる地域にとっては一

番大きな揺れになる震源断層なのかどうか

は少し冷静に考えなければならないが、各

地方自治体は 30 年発生確率などを加味し

ながら、地域住民の生活に与える影響の大

きい地震についての情報を住民に提供して

いる。参考までに、警固断層（南東部）の

30 年発生確率は 1.94%、日向峠－小笠木峠

断層帯の 30年発生確率は 0.1%であるため、

糸島市が用意しているハザードマップでも

警固断層（南東部）を震源断層とする地図

が使用されている。 

 

４．おわりに 

 地震について語るとき、大事なことは、

ハザードマップ（確率論的地震動予測地図

や震源断層を特定した地震動予測地図）を

見たところで、いつ、どこで地震が起きる

かは、現時点では誰にも分からないという

ことである。地震の予兆を捉えるための研

究・計測は日々実施されているが、地震調

図-4 日向峠－小笠木峠断層を震源断層

とした場合の震度分布 図-5 ローリングストックのイメージ 

（日本気象協会ウエブサイト 5)より転載） 



査研究推進本部でも「現時点では地震予知

は困難だ」と記している。いつ起きるか分

からないことに対して特別に備えることは

精神的にも大変である。そのため、地震の

ハザードマップを確認することも大事では

あるが、それよりも、地震は「いつ起きる

か分からない」という前提で、日常生活に

おいてできることを実践する、例えば、家

具などの重たいものは壁に固定する、生活

必需品はローリングストック（図-5）する

ことが大事だと考える。また、定期的な対

策として、例えば、月に 1 回、避難所まで

歩いてみる、1 年に 1 回、簡易トイレで用

を足す、災害用伝言ダイヤル 6)を毎年の防

災週間（8 月 30 日から 9 月 5 日）に家族・

親族で試してみることなどを実施する方が、

防災という観点からはとても大切である。 
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みずから（水から・自ら）避難で

きますか？高潮に備えよう！ 

 
九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研

究センター 

井手 喜彦 

 

１．高潮ってどんな現象？ 

 高潮（たかしお）とは、気象外力（風や気

圧）が原因で海面がいつもより異常に上昇す

る現象です。図-1の①通常時は海が平穏な時

の海面の高さです。通常時は堤防の高さより

も低い位置に海面があるため陸への浸水は生

じません。しかし、気象の条件が変わり低気

圧が海域を通過するとき、大気が海面を押す

力が周囲よりも弱くなることで海面が上昇し

ます。これを吸い上げ効果（図-1の②）と呼

びます。ここに、強い風が堤防に向かって吹

くと風に引きずられ堤防に押し付けられた海

水が行き場を失いさらに海面が上がります。

これを吹き寄せ効果（図-1の③）と呼びます。 

 このように気圧や風の変化によって海面が

上昇し、トータルでの海面の高さが堤防の高

さを超えると海水が陸に浸入し、“高潮浸水”

が生じます。 

 加えて、強風が吹くと高い波（高波（たか

なみ））が発生します。吸い上げ効果と吹き寄

せ効果によって上昇した海面が堤防よりも低

かったとしても、その上に乗った高波によっ

て浸水被害が生じる場合があります（図-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高潮っていつ起こるの？ 

 高潮は低気圧と強い風によって生じると述

べました。この二つが同時に生じるイベント

が台風です。日本での高潮は主に台風によっ

て生じます。強い台風ほど気圧が低く、風が

強いため、高潮浸水のリスクは高まります。 

また、台風が来襲するタイミングも重要で

す。月や太陽など天体の万有引力によって海

水が引っ張られ、満潮と干潮、大潮と小潮の

ように時々刻々と海面の高さは変動していま

す。この変動を天文潮と呼びます。海面が高

いときに台風が来襲すると、高潮浸水のリス

クが高まります。したがって、最も海面が上

昇する大潮期の満潮時に台風が来襲した場合

が最も危険なタイミングとなります。 

 

３．「高潮災害大国」日本 

日本は「高潮災害大国」であり、過去いく

どとなく被害を受けてきました。図-3は過去

に大きな高潮災害が生じた事例を示していま

す。中でも 1959年の伊勢湾台風による被害は

甚大で、死者・行方不明者の数は 5,098 名に

も上り、多くの建物が全壊・半壊・流失の被

害を受けました。これまでの被災経験を活か

し、現在では堤防や堰など防災のための構造

物や施設が整備されていますが、大規模な災

害が再び発生しないとは言い切れません。し

たがって、一人一人が「自分の身は自分で守

る」という防災に対する高い意識を持って日

頃からの備えておくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②吸い上げ効果

堤
防

①通常時

低気圧

風
③吹き寄せ効果

 

②吸い上げ効果 堤
防①通常時

③吹き寄せ効果

高波

堤
防

図-2 高潮の発生メカニズム 

 

図-1 高潮の発生メカニズム 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．高潮ハザードマップの見方・使い方 

 「自分の身は自分で守る」ための備えの第

一歩は、自分たちが暮らしている地域の高潮

に対する脆弱性を把握することです。それに

は、高潮ハザードマップを活用しましょう。

高潮ハザードマップの確認方法はいくつかあ

りますが、ここではWebサイト「重ねるハザ

ードマップ 1)」を使う方法を紹介します。 

まず、インターネットブラウザの検索画面

でキーワード「重ねるハザードマップ」を検

索します。図-4に示すリンク先に移動すると、

図-4 下部の地図が表示されます。「選択中の

情報 > 災害種別で選択」から「高潮」を選択

します。また、「選択中の情報 > すべての情

報から選択」の欄から「指定緊急避難場所 – 

高潮」と「災害リスク情報 – 高潮浸水想定区

域（想定最大規模）」をクリックし表示状態に

します。すると、図-5のように浸水範囲と避

難場所が表示されます。 

自宅や学校・職場の位置を拡大し、高潮に

よる浸水の危険性を把握してください。暖色

は浸水深を表しておりクリックすると浸水深

の値を表示させることができます。高潮浸水

の可能性がある場合、どの高さまで避難する

べきかの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾
1917.10.1 台風

大阪湾
1934.9.21 室戸台風
1950.9.03 ジェーン台風
1961.9.16 第２室戸台風
2018.9.04 台風21号

有明海
1985.8.30 台風13号

九州南部
1945.9.17 枕崎台風

瀬戸内海
2004.8.30 台風16号

周防灘
1942.8.27 台風

Google Earth

2018年台風第21号 関西国際空港

出典：毎日新聞(2018/9/8)

出典：毎日新聞(2020/9/4)

伊勢湾台風 名古屋市南部市街地

伊勢湾
1959.9.29 伊勢湾台風

図-3 過去の高潮災害事例 

 

 

※Google検索画面

重ねるハザードマップ

図-4 高潮ハザードマップ 1) 

 

 

出典：国土交通省 関東地方整備局

図-5 高潮ハザードマップ（福岡市愛宕大橋

周辺の拡大）と浸水深の目安 

 



べきかの指標としてください。次に、避難場

所（緑のマーク）の位置を確認します。どの

避難場所に逃げるかを家族間で話し合い共有

しておきましょう。また、地図上で確認する

だけではなく、実際に歩いて避難場所までの

経路を確認しておくことも重要です。 

 

５．高潮ハザードマップはどのようにし

て作られている？ 

前章で見た高潮ハザードマップがどのよう

にして作られているかを説明します。まず、

海の流れや海面の変化を再現できる数値モデ

ルを用いて高潮シミュレーションを行います。 

シミュレーションには気象外力（風と気圧）

を入力する必要があり、そのためには台風の

強さ・大きさ・移動速度を決める必要があり

ます。高潮ハザードマップの作成に用いられ

た台風は、過去に日本へ来襲したことのある

最強クラスの台風を基準として設定されてい

ます。例えば、福岡県玄界灘沿岸における高

潮ハザードマップを作成する際に想定された

台風の強さ（中心気圧）は室戸台風を参考に

900hPa、大きさと移動速度は伊勢湾台風の値

である 75kmと時速 73km です 2)。また、台

風が来襲するタイミングの潮位には、満潮時

の潮位に通常よりも水位が高くなる異常潮位

を足したものが設定されています。このよう

に、高潮ハザードマップは最大規模の台風が

一番危険なタイミングで来襲することを想定

して作成されています。 

次は、高潮ハザードマップの作成で考えら

れている台風の経路ついてです。台風経路は

図-6に示すように様々な方向から複数の台風

を来襲させ、各台風で生じる浸水を考えます。

例えば、図-7の赤い矢印で示した台風経路①

で浸水する範囲が図下部の赤い範囲だったと

します。続いて、オレンジの矢印で示した台

風（台風経路②）による浸水を計算し図下部

のオレンジの範囲になった場合、この二つを

重ね合わせた範囲（黄緑の線で囲んだ範囲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 高潮ハザードマップの作成時に検討 

された複数の台風経路 2) 

 

 

経路①による
浸水範囲

台風経路①

Google Earth

Google Earth

経路②による
浸水範囲

台風経路②

※イメージ

※イメージ

図-7 複数の台風経路による浸水範囲の 

重ね合わせ 

 



がトータルの浸水範囲ということになります。

このとき、二つの浸水範囲が重なった場所の

浸水深は深い方の値が設定されます。これを

検討したすべての台風経路に対して行い、最

終的な高潮ハザードマップが完成します。重

要なことは、高潮ハザードマップが一つの台

風に対する浸水範囲・浸水深を表しているわ

けではないということです。 

 

６．温暖化によって高潮災害のリスクが

増大 

 現在、国際的に深刻な問題として地球温暖

化があります。温暖化が進み大気中の水蒸気

量が増えると今よりも強い台風が発生・来襲

する確率が高くなると予測されています。さ

らに、温暖化は南極・北極域などの氷を溶か

し通常時の潮位を上昇させます。これは、高

潮災害のリスクが将来的にますます高くなる

ことを意味します。 

一度生じると甚大な被害が生じる高潮災害

に対して、日頃から危機意識を持ち、常に備

えておくことが自分と大切な人を守ることに

繋がります。 
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「スパコン」で災害被害を予

測し、「VR/AR」で被害を仮想

体験 
 

九州大学大学院工学研究院 社会基盤部門 

浅井 光輝 

 

１．スパコン富岳？ 

執筆現在、世界一速いと言われるスパコ

ン富岳が日本にある。スパコン富岳は、兵

庫県神戸市・ポートアイランドの理化学研

究所計算科学研究センターに設置されてい

る。実は 2020 年 6 月 23 日に世界一として

評価され、2021 年 11 月に TOP500 と言わ

る指標による競争で第 4 期連続 1 位になっ

た。これは前身のスパコン京が 2011 年 6

月・12 月に世界一に輝いて依頼 9 年ぶりの

快挙であり、2 年ほどの間、1 位をキープし

ている。余談であるが、2011 年に世界一と

なった京は、今はもう解体され跡形もなく、

スパコン京が設置されていた場所にスパコ

ン富岳が設置されている。これほど IT の分

野の進捗は早く、世界的な競争も激しいな

か、2 年ほど 1 位をキープしていることは

素晴らしい成果なのである。 

 

２．スパコンを使った並列計算？ 

 世界一の計算機があれば、だれでも世界

一の速さの恩恵が受けられる高速な計算が

行える、と思うのが世間一般の考えであろ

う。ただ、この世界一の計算機とは、計算

機の処理を行う CPU と呼ばれる演算機（人

間の脳に相当）の単体性能が世界一である

のではなく、システム全体としての処理能

力が世界一なのである。富岳でいえば富士

通が開発した CPU（A64FX）が、158,976 個

も搭載されており、このすべての多数の

CPU を同時に動かした場合の速度が世界

最速になったのである。CPU 単体だけでな

く、各 CPU を繋げる通信技術が上手く融合

して達成したハードウェアの技術が日本に

ある。そして、この世界一のスパコンを使

いこなすには、この特殊なハードウェアを

理解した上で、そのハードウェアの性能を

引き出すソフトウェアがなければ宝の持ち

腐れとなる。このソフトウェア技術は並列

計算と呼ばれる技術である。つまり、一つ

の大きな計算のために、CPU 間の情報を通

信しながら分散している多数の CPU をし

て動かすソフトウェアの整備が同時に必要

なのである。 

 

３．都市のデジタルツインと災害シミ

ュレーション 

(1)スパコンを使った災害シミュレーショ

ンプロジェクトの紹介 

世界一のハードウェアが日本にあるので、

これを有効に使えるソフトウェアが準備で

きれば、これまでの災害シミュレーション

を根本から覆すほどの計算ができる。 

 たとえば、地震時の建物の計算が単一の

計算機であれば 1 棟に限定されていたもの

が、富岳全体を使えば 158,976 棟の挙動が

一斉に計算できる。現在の計算機の単体の

性能も向上しているので、1 つの計算機が

100棟計算できれば 1500万棟の計算が同時

に可能である。つまり、ある都市全域をカ

バーするほどの広域の災害シミュレーショ

ンが行えるのである。実際に、東京大学地

震研究所の市村強教授、堀宗朗特任教授ら

のグループは、工学基盤層の地盤から建物

までを含む都市の地震動計算ツールを構築

し、東京都山手線圏内全域を解くことを可

能にしている。この技術は、スパコンを使

いこなすソフトウェアの世界一を競うゴー

ドン・ベル賞のファイナリストに 3 回選ば

れている 1)。また津波計算でいえば、これ



までは 2 次元の平面問題の計算に頼ってき

たものが、3 次元計算がそのまま都市規模

で実施できるようになり、計算の精度が急

激に向上するだけでなく、建物との相互作

用（建物の崩壊など）が解ける展望が開け

てきた。 

 あとは、これまでにない計算が可能なソ

フトウェア作りが必須となり、私たち土木・

建築の分野の研究者も最先端の計算機を使

いこなすだけの技術がなければ、富岳など

の世界一の計算機を使うための競争の土俵

にも立てない。こうした状況に対して、ス

パコンを使った災害シミュレーションの高

度化をするためのプロジェクトがスパコン

京の時代から動いており、スパコン富岳を

使ったプロジェクトへと継承している。著

者も前身のスパコン京のプロジェクトに参

画し、スパコンを使った都市規模の津波遡

上計算を行った事例があるので、それを紹

介する。 

(2)デジタルツイン都市を使った津波遡上

解析 

 都市全体の津波溯上解析を 3 次元問題と

して実施するには、3 次元都市のデータ

（地表面の標高、建物の位置、高さなどの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細な情報）がなければ始まらない。GIS に

よる 3D都市のデータが整備されつつあり、

例えば国土交通省の都市局は PLATEAU2)

というプロジェクトを実施し、3 次元都市

データの共有化が推進されている。最近で

は、メタバース 3)（現実世界とは異なる 3 次

元の仮想空間やそのサービス）の普及が急

速に進められており、現実空間の双子を仮

想空間内に作るデジタルツイン都市の整備

と活用が今後も続くことを予想する。 

 こうした未来を想定し、著者は GIS で定

義された 3 次元都市データを使った 3 次元

津波溯上解析を実施してきた（図-1 参照）。 

研究当時は、PLATEAU などのデータ共

有化が進められておらず、ある民間企業（Z

社）より 3 次元データを購入したデータを

使った。解析ツールとしては、粒子法と呼

ばれる独自のツールを作り、2 章で説明し

た並列計算を実施することで都市全体の津

波遡上現象が解析できた。当時はまだ現役

であった京コンピュータを使用した事例で

ある。解析手法の説明はここでは割愛する

が、最近、この粒子法の書籍 4)を執筆した

ので、もし興味があれば購入して勉強して

ほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-1  実都市データを使った仮想空間内での津波溯上シミュレーション 

 



４．VR(仮想現実)/AR(拡張現実)を使った

アクティブ防災訓練へ

3 章で示したような都市全体の津波遡上

計算あるいは、豪雨時の内水・外水氾濫の

計算が可能となってきている。同時に、

VR/AR の技術も年々進歩しており、前述の

メタバースが商業ベースでも動きつつある。 

著者はセコム科学技術振興財団の支援を

受け、 「低頻度・甚大な自然災害に対する

高精度計算に準拠した MR（複合現実）に

よるアクティブ避難訓練」に関する研究プ

ロジェクト 5)を遂行し、VR あるいは AR を

使った新たな避難訓練ツールを開発してき

た。例えば、先に紹介したスパコンで計算

した津波遡上解析結果を VR で立体視し、

ユーザは歩行コントローラ(自分の足で仮

想空間を歩くためのコントローラ)を使っ

て仮想空間内で津波から逃げる体験をする

仮想津波避難体験システム（図-2 参照）を

作った。この歩行コントローラは VR 向け

3D ゲーム用に開発されたものであり、独自

で作成した津波 VR のコントローラとして

採用することで、より現実的な仮想体験が

可能となった。歩行コントローラは安価な

座位型のツールも販売されことで、より多

くの方に体験していくための環境の準備が

整いつつある。しかしながら、VR 用のヘッ

ドマウントディスプレイと歩行コントロー

ラ、またこれらが動作するハイスペックな

パソコンが必要であり、まだ普及には時間

がかかるであろう。そこで、もう少し現実

的なツールとしてスマフォに搭載されてい

る AR（拡張現実）機能を使った参加型避難

誘導システムを作成中である（図-3参照）。 

これはスマフォの GPS 機能を使ってユ

ーザの位置を特定し、その位置から近い避

難所のデータベースを自動で読み込み、近

くの避難所を誘導するソフトである。そし

て、避難所の安全が確認できたら安全ボタ 

ンを押す。後続の参加者は、より多くの方

が既に避難した安全な避難所を知ることが

できる。現在の試作では、図-3 に示すよ

うに上空に安全を示すバルーンを飛ばすこ

とで、方向と場所を知らせる機能、またそ

こに至るまでの経路を拡張現実機能として

スマフォ上に投影する機能を実装した。

図-2 VR と歩行コントローラを使った 

仮想津波避難体験システム 

図-3 市民参加型避難誘導 AR システム案 



５．おわりに 

スパコン、メタバース、都市デジタルツ

インなど、「Society5.0」と呼ばれる日本が

推進していく新たな社会の実現に向けた技

術が整備されつつある。最新の技術を使い

革新的なドボク・防災技術を作っていくの

かが自分たちへ課された今後の課題となっ

ていくであろう。私自身も、こうした最新

の技術を使いながら、災害からの人災ゼロ

を現実化するツール・仕組みを作っていき

たい。 
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https://www.secomzaidan.jp/tokutei/disaster-prevention/interview/asai/index.html
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