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１．はじめに

ダムの洪水調節では、降雨に伴う貯水池への洪水流
入量を把握し、操作規則に基づき洪水調節を実施して
いる。洪水調節にあたって、今後の降雨量の見通しを
把握することの重要性は高い。

ダム流域及び下流の今後の降雨量の見通しを把握す
るためには、気象庁の数値予報モデルによる気象予測
から得られる降雨量の予測が必要である。

気象庁では昭和34年（1959）年に数値予報を開始し、
その後の数値予報モデルの進歩とコンピュータの技術
革新により、今日では数値予報モデルの結果を用いた
気象予報が予報業務の根幹となっている。

本年度より利水ダムを含む全国のダムにおいて洪水
調節開始の概ね3日前より水位貯水位を下げて洪水に
備える事前放流を実施することとなった。

本稿では令和元年11月より配信が開始された最大降
水量ガイダンスのデータの特性について分析を行い、事
前放流への適用の可能性について検討したものである。

2．頻発する豪雨災害

（1）近年の雨の降り方の変化
この30年間に時間雨量50mmを上回る大雨の発生

件数は約1.4倍、時間雨量80mmを上回る大雨の発生
件数は約1.7倍に増加している。令和2年7月豪雨、令
和元年東日本台風および平成30年度7月豪雨など毎年
甚大な被害が発生している。また、これまで比較的大
雨の少なかった北海道地方、東北地方でも豪雨が発生
している。IPCC第5次評価報告書の「中緯度の陸域に
おいて極端な降水がより強く、より頻繁となる可能性
が非常に高い」という評価は観測結果と矛盾しない。
今後も気候変動の影響により、豪雨災害の更なる頻発
化・激甚化が懸念される。

（2） 近年の主な豪雨災害
ここ数年間で発生した主な豪雨災害の概要を示す。

a）令和2年7月豪雨
7月3日から8日にかけて、梅雨前線が華中から九
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州付近を通って東日本にのびて停滞した。前線の活動
が非常に活発で、西日本や東日本で大雨となり、特に
九州では4日から7日は記録的な大雨となった。

この大雨により、球磨川や筑後川といった大河川で
の氾濫が相次いだほか、土砂災害、低地の浸水等によ
り、人的被害や物的被害が多く発生した。

図-1 令和2年7月豪雨における総降水量

b）令和元年東日本台風
台風第19号の接近・通過に伴い、広い範囲で大雨、

暴風、高波、高潮となった。雨については、10月10
日から13日までの総降水量が、神奈川県箱根で1000
ミリに達し、東日本を中心に17地点で500ミリを超え
た。この大雨の影響で、広い範囲で河川の氾濫が相次
いだほか、土砂災害や浸水害が発生した。全国558の
国土交通省所管ダムのうち、146ダムにおいて洪水調
節を実施した。なお、6ダムで異常洪水時防災操作を
実施した。

c）平成30年7月西日本を中心とした豪雨
梅雨前線等の影響により、西日本を中心に全国的に

広い範囲で記録的な大雨となり、7月の月降水量の4倍
となる大雨を記録したところがあった。特に降雨が長
時間にわたる場合の総降水量については多くの観測地
点で観測史上1位を更新した。全国558の国土交通省所
管ダムのうち、213ダムにおいて洪水調節を実施した。
なお、8ダムで異常洪水時防災操作を実施した。

※国土交通省 WEB サイト「平成 30 年 7 月豪雨による被
害状況について」を基に作成

︓異常洪水時防災操作を実施したダム
︓洪水調節を実施していないダム

︓洪水調節を実施したダム

図-3 平成30年7月豪雨の洪水調節状況

3．事前放流ガイドライン

このように毎年のように発生する豪雨災害に対し、
ダム下流河川の洪水被害を軽減するために令和元年4
月に事前放流ガイドラインが策定され、国土交通省所
管ダム及び河川法の許可を受けた利水ダムが事前放流
の対象となった。

※事前放流ガイドライン概要（国土交通省）より

図-4 事前放流の実施イメージ図-2 令和元年台風19号による総降水量
※災害をもたらした気象事例（気象庁）より
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4．気象庁が提供する数値予報

（1）数値予報モデルの種類
ダムの洪水調節では、今後数時間から数日先までの

降水量の見通しを把握できることが重要である。この
目的に利用できる気象庁の現行数値予報モデルに基づ
く予測雨量の情報としては、表-1に示す種類がある。

平成30年6月5日にスーパーコンピュータシステム
が更新され、第10世代数値解析予報システムの運用
が開始された。この更新に伴い数値予報モデルの仕様
が順次変更されており、予報時間延長に加え、メソア
ンサンブル予報システム（MEPS）の本運用が開始さ
れている。

表-1 数値予報モデルに基づく予測雨量の情報

種別 現行システム（更新１年後） 

全球モデル 
（GSM) 

20km、100 層 
264 時間予報：1 回/日 
132 時間予報：3 回/日 

全球アンサンブル 
予報システム
（GEPS) 

40km、100 層、27 メンバ 
264 時間予報：2 回/日 

台風情報 
24 時間予報：8 回/日 
120 時間予報：4 回/日 

メソモデル 
（MSM) 

5km、76 層 
51 時間予報：2 回/日 
39 時間予報：6 回/日 

メソアンサンブル 
予報システム 
（MEPS) 

5km、76 層、21 メンバ 
39 時間予報：4 回/日 

局地モデル 
（LFM) 

2km、58 層 
10 時間予報：24 回/日 

降水予報のプロダ
クト 

降水短時間予報(SRF) 
6 時間予報：1 日 48 回 
降水 15 時間予報(SRF15) 
7～15 時間予報：1 日 24 回 

（2）数値予報モデルの定性的な特徴に関するまとめ
各数値予報の定性的な特徴を表-2にまとめた。

（3）数値予報ガイダンス
a）GSM/MSMガイダンス

図-5に示すように、数値予報モデルでは計算メッ
シュの解像度で地形をモデル化しているため、山地の
斜面などが表現できていない。GSM/MSMガイダン
スではこのような数値予報モデルと実際の地形の違い
による風、気温、地形性降雨などを補正している。事
前放流ガイドラインにおいては、GSM/MSMガイダ
ンスに基づき事前放流の実施判断を行う。

※）気象庁 HP より引用

実際 ＧＳＭ

図-5 GSMによる地形のモデル化

b）最大降水量ガイダンス
GSM/MSMガイダンスは、図-6に示すとおり数値

予報メッシュを1㎞に分割して算定した降水量の平均
値としている。この場合、数値予報メッシュ内の局所
的な降水を捉えることができない。このような場合に
参考となるデータとしては、1㎞に分割したメッシュ
内の最大値（図-5では赤で着色された降水量20㎜の
メッシュ）を最大降水量ガイダンスとして、平成元年
11月より配信が開始されている。

徴特称名

降水短時間予報
（VSRF） 

・生起中の降雨について数時間後の状況が精度
よく予測できる。 

・6 時間から 15 時間へ予測時間が延伸された
ことによって、ある程度、一連の降雨状況を
予測できるようになったが、より上記の事象
を把握するためには、MSM 等との併用が必要
である。 

メソスケール 
モデル（MSM） 

・生起中の降雨が高強度となる時間、降り止み
時間が予測できる。 

・空間分解能が比較的細かく、地形の影響を考
慮した豪雨域の範囲が把握できる。 

・降水量をある程度定量的に予測できる。 
・39 時間から 51 時間へ予測時間が延伸された
が、1 日 2 回の配信間隔であるため、一連降
雨の降り始めから降り止みまでを一回の予

測で把握できない場合がある。 

全球数値モデル
（GSM） 

・生起中の降雨の降り止み時期が予測できる。
・11 日後までの予測により、次の降水イベン
トが発生することが予測できる。 

・空間分解能が荒いため、降水量の定量的な予
測精度は低い。 

メソアンサンブ
ル予報システム

・アンサンブル予報のメンバの統計量を計算す
ることで、予測の信頼度や確率情報などが得
られる。 

台風情報 ・5 日先までの台風のルートに関する情報が得
られる。 

・報道などで多く用いられる資料であるため防
災操作実施の説明性が高い情報である。 

表-2 数値予報モデルの定性的な特徴

徴特称名

降水短時間予報
（VSRF） 

・生起中の降雨について数時間後の状況が精度
よく予測できる。 

・6 時間から 15 時間へ予測時間が延伸された
ことによって、ある程度、一連の降雨状況を
予測できるようになったが、より上記の事象
を把握するためには、MSM 等との併用が必要
である。 

メソスケール 
モデル（MSM） 

・生起中の降雨が高強度となる時間、降り止み
時間が予測できる。 

・空間分解能が比較的細かく、地形の影響を考
慮した豪雨域の範囲が把握できる。 

・降水量をある程度定量的に予測できる。 
・39 時間から 51 時間へ予測時間が延伸された
が、1 日 2 回の配信間隔であるため、一連降
雨の降り始めから降り止みまでを一回の予

測で把握できない場合がある。 

全球数値モデル
（GSM） 

・生起中の降雨の降り止み時期が予測できる。
・11 日後までの予測により、次の降水イベン
トが発生することが予測できる。 

・空間分解能が荒いため、降水量の定量的な予
測精度は低い。 

メソアンサンブ
ル予報システム

・アンサンブル予報のメンバの統計量を計算す
ることで、予測の信頼度や確率情報などが得
られる。 

台風情報 ・5 日先までの台風のルートに関する情報が得
られる。 

・報道などで多く用いられる資料であるため防
災操作実施の説明性が高い情報である。 

図-6 最大降水量ガイダンスのイメージ（MSM）
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4．ダム集水域における降雨予測の特性

降雨予測のダム操作への適応性を検討するにあた
り、ダムが分布している地点の標高およびダムの集水
面積と数値予測メッシュの関係性について整理した。

（1）ダム地点と降雨予測メッシュの標高分布
全国558の国土交通省所管ダムとGSMメッシュの標

高分布について整理して図-7に示す。
GSMのメッシュ数が100m未満の標高に集中してい

るのに対して、ダムは200m〜400mの区間が最も多い。

図-7 国交省所管ダムとGSMメッシュの標高分布

（2）ダム集水域に相当する降雨予測メッシュ数
国土交通省所管ダムの集水面積がGSMメッシュに

相当する数を整理して図-8に示す。
ダム集水域に相当するメッシュ数は、直轄・水機構

ダムでは、0.5メッシュに相当する規模が多く、補助
ダムでは、補助ダムでは0.1メッシュ未満に相当する
規模が多い。ほとんどのダムが1メッシュに満たない
規模の集水面積であることが確認された。

このようにGSM予測をダム操作に活用するために
は、ダムが比較的高い標高に分布し、多くのダムの集
水域は、GSMメッシュの10分の1程度であることを
考慮する必要がある。

5．最大降水量ガイダンスの事前放流への適用性

（1）対象地域と対象期間
九州地方の92ダムの国土交通省所管ダムと九州地

方にかかるGSMメッシュ（104メッシュ）を対象（図-9
参照）として、令和2年7月豪雨におけるダム流域にお
ける最大降水量ガイダンス（GSM）の適用性について
検討した。

なお、予測雨量はGSMガイダンスが3時間先から
84時間先までの予測を実施していることから81時間
の累加雨量を単位として予測雨量の検証を行う。

図-8 国交省所管の集水面積に相当するGSMメッシュ数

図-9 対象ダム集水域とGSMメッシュ
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（2）ダム集水域における実績雨量の分布特性
全国の所管ダムでの整理と同様に九州地方における

ダムの標高分布とGSMメッシュでの相当メッシュ数
を図-10、図-11に示す。100m 〜 300mの標高に多く
のダムが分布し、多くのダムの集水面積は、GSMメッ
シュの10分の1程度である。図-12に長崎県周辺を拡
大して、GSMメッシュとダムの集水域を示す。ダム
の集水域がGSMメッシュに対して小さいことが分か
る。

気象庁から配信されている解析雨量は、気象庁、国
土交通省が保有する気象レーダーの観測データを気象
庁・国土交通省・地方自治体が保有する全国の雨量計
の地点雨量で補正して作成された1㎞メッシュの平面
的な実績時間雨量の分布を示すものである。

GSMメッシュ内では480（20×24）メッシュの解析
雨量が算定されている。解析雨量のダム集水域平均値
とGSMメッシュ内の集計値（平均値、最大値、最小値）
を比較した。各ダムにおいて81時間雨量が最大を示
している時間帯において比較を行った結果を図-12に
示す。

図-10 九州地方の国交省所管ダムとGSMメッシュの標高分布
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 図-11 九州地方の国交省所管ダムの集水面積に相当するGSM
　　　 メッシュ数

図-12 ダム集水域とGSMメッシュ（長崎県周辺） 図-13 ダムの流域平均雨量とGSMメッシュ内の解析雨量
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ダム集水域平均値がGSMメッシュ内の平均値より
高い値を示しているダムが多い。このことより、ダム
集水域がGSMメッシュ内でも地形的に降雨が大きく
なる箇所に位置していると考えられる。

（3） 実績雨量とGSM、GSMガイダンス予測雨量の
比較

解析雨量のダム集水域平均値（以降、ダム実績雨量）
とGSM予測雨量（全球モデルGSM、GSMガイダンス、
最大降水量ガイダンス）を比較した結果を図-14に示す。
ダム実績雨量の81時間雨量が最大値を示している

時刻で比較を行った場合は、最大降水量ガイダンスよ
りダム実績雨量が大きな値となっている場合が多い。
過大予測（空振り）が発生する可能性はあるが、降雨
を早い段階で予測するためには、最大降水量ガイダン
スの活用は有効であるといえる。
ダム実績雨量とGSM予測のそれぞれの最大値を比

図-15 各ダムの流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較
（流域平均解析雨量とGSM予測それぞれの最大値で比較）

凡 例 
解析雨量 全球モデル GSM 

GSM ガイダンス 最大降水量ガイダンス 

図-16 解析雨量とGMSモデルの比較
（令和2年7月3日9時時点の81時間予測と解析値）

図-14 各ダムの流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較
（ダム集水域平均値が最大となる時刻で比較）
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較した結果を図-15に示す。ダム実績雨量は、GSMガ
イダンスと最大降水量ガイダンスの間の値を示してい
るダムが多い。各ダムの地形特性を踏まえて、流域平
均雨量がGSMガイダンスと最大降水量ガイダンスに
対してどのような値を示す傾向があるか整理すること
が有効であるといえる。

令和2年7月3日9時時点における解析雨量とGSM
予測（全球モデルGSM、GSMガイダンス、最大降水
量ガイダンス）の81時間累積値を図-16に示す。

全球モデルGSMは解析雨量に対して小さな値を示
している。GSMガイダンスは全体的には最も解析雨
量に近い値を示しているが、熊本県南部のピーク付近
は解析雨量より小さい値を示している。最大降水量ガ
イダンスは、熊本県南部のピーク付近は最も解析雨量
に近い値を示しているが、鹿児島県などは解析雨量よ
り大きな値を示している。

洪水調節を実施した長崎県の1ダム、熊本県の3ダ
ムを抽出し、流域平均雨量と、GSM予測雨量を比較
した結果を図-17 〜 20に示す。一山目の降雨のピー
クは、4ダムにおいて、最大降水量ガイダンスが最も
精度良く予測できていると言える。しかし一山目の
ピーク以降は、最大降水量ガイダンスが、流域平均雨
量に対して過大な値を示している。

令和2年7月豪雨のような線状降水帯による豪雨に
ついて、第1波のピークを予測するにあたっては、最
大降水量ガイダンスを活用することが有効であると考
えられる。

6．まとめ 

（1）令和2年7月豪雨を対象とした検討結果
① 事前放流の対象となるダムの多くは、地形特性によ

りGSMメッシュ内の平均値に対して大きな値とな
る傾向がある。

② 令和2年7月豪雨のような線状降水帯による降雨の
一山目を予測する上では、最大降水量ガイダンスの
活用が有効であると言える。

③ 一山目以降の断続的な雨に対しては最大降水量ガイ
ダンスよりGSMガイダンスの方が実績降雨に近い
予測値を示している。

④ 全体的にはダム実績雨量は、GSMガイダンスと最
大降水量ガイダンスの間の値をとる場合が多い。

（2）今後の課題
① 台風などの出水についても同様の検討を行い、降雨
特性を踏まえた最大降水量ガイダンスの活用の可能
性を検討する。

②�ダム実績雨量に対してGSMガイダンスと最大降水量
ガイダンスのいずれの適用性が高いか、地形条件な
どを踏まえてダム毎に分析することが必要である。

図-17 流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較（長崎県Dダム）
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図-18 流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較（熊本県Aダム）
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図-19 流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較（熊本県Bダム）

図-20 流域平均解析雨量とGSM予測雨量の比較（熊本県Cダム）
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