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あり，日本の気象庁では具体的に「過去 30 年の
気候に対して著しい偏りを示した天候」としてい
る．一方，国際連合の専門機関である世界気象機
関（WMO）では「平均気温や降水量が平年より
著しく偏り，その偏差が 25 年以上に１回しか起
こらない程度の大きさの現象」を異常気象と呼ん
でいるので，基準となる期間は，若干，異なるも
のの，数十年に一度の希有な出来事であるのはま
ちがいない．
　日本で起きた典型的な異常気象の例としては，
1993 年の冷夏が挙げられる（図１）．夏の気温が
平年より２～３度低かったことで北日本を中心に
稲の生育が遅れ，生産量が２割以上減少した．深
刻な米不足への懸念から，政府はそれまで国是と

世界中で頻発する異常気象，
注意するのは

大雨だけではない！
石川 憲二

科学技術ジャーナリスト

　ここのところ豪雨や強風などによる気象災害
の報道が目立つことから，「やっぱり地球温暖化
の影響で異常気象が起きやすくなっているので
は？」と心配している人は多いと思う．ところが，
そんな不安な気持ちに対して明確な説明を行うの
は難しい．なぜなら，地球上における大気や海水
の動きは究極の複雑系であるため，原因と結果の
因果関係を特定するのは不可能に近いからだ．し
たがって，今後，どんな気候変動が起きるかも，
正確なところは誰にもわからない．つまり，私た
ちはこれからも「見えない恐怖」に脅えながら生
きていくしかないのである．
　ただし，そうだからといって絶望する必要はな
い．過去の事例を知り，有効な備えをすることで
被害は最小限に抑えられる．ここでは異常気象と
呼ばれる現象を冷静に分析し，敵の正体に少しで
も近づくことで，できるだけ効果の高い災害対策
を考えていきたい．

１　異常気象の定義

　異常気象という言葉はニュースに頻繁に登場す
るが，その定義を正確に答えられる人は少ないは
ずだ．
　簡単に言えば「平年から大きくかけ離れた天候
により社会的に大きな影響をもたらした現象」で
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していた米の全面輸入禁止を撤回し，緊急輸入に
踏み切ったほどだ．ところが，私たちが，普段，
食べ慣れている米とは種類の違うインディカ米が
多く入ってきたために一般家庭ではなかなか受け
入れられず，社会的な混乱が生じたことを覚えて
いる人は多いと思う．
　冷夏による米の凶作は 1890（明治 23）年と
1918（大正７）年にも起きている．つまり，100
年ほどのあいだに３回のペースとなり，冒頭に挙
げた異常気象の定義とだいたい一致する．ただし，
これはあくまで冷夏に限っての話であり，豪雨や
豪雪，強風などと対象を拡大していけば遭遇する
確率は高まるのだから，やはり自然災害への警戒
は絶対に怠ってはいけないのである．

２　異常気象の「犯人」は最後まで
　　わからない
　1993 年の冷夏は大きな被害をもたらした「大事
件」であるにもかかわらず，今でもその原因は完
全には特定できていない．というのは，気象現象

はさまざまな要因が重なって起きるので，それら
のうちどれが「主犯」なのか，わかりにくいからだ．
一応，「容疑者」とされているものをいくつか挙
げておく（他にもある）．
•梅雨前線が長期間，日本に停滞し，沖縄県以外で
は梅雨明けの発表ができないほど長雨が続いた
•日本の上空を通る強い偏西風（ジェット気流）
にブロッキング現象と呼ばれる乱れが生じ，北
方の寒気を引き寄せた（図２）
•オホーツク海で高気圧が発達し，北日本の太平
洋側に冷たく湿気った北東気流を送り込むヤマ
セ型気圧配置になっていた（図３）
•２年前の 1991 年６月に起きたフィリピン・ピ
ナツボ火山の噴火によって大量に放出された二
酸化硫黄が成層圏で硫酸エアロゾルとなり，１
年間以上かけて拡散していったため，日照量が
低下した（図４）
　例えはおかしいかもしれないが，この状況は，
乗客全員が犯人だったというアガサ・クリスティ
の『オリエント急行殺人事件』に通じるかもしれ
ない．異常気象につながる要因はさまざまあり，
単独ではそれほど大きな影響を及ぼさないもの
の，それらが「たまたま」重なると深刻な災害を
引き起こす．しかし自然は気まぐれなので，いつ，
どこでそういった被害が起きるか予測するのは難
しいのである．
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３　異常気象への警告は，毎年，出さ
　　れている
　異常気象の発生頻度はそれほど高くはないもの
の，その要因となるような現象はたくさんあるた
め，気象庁では毎年のように「異常気象の特徴と
要因に関する情報」という内容の報告を行ってい
る４）．ここ数年間のものを新しい順にまとめてみ
た．
〇 2016（平成 28）年
８月 24 日
「８月の顕著な天候と海面水温について」
　北日本では，８月上旬後半以降，前線や台風の
影響を繰り返し受けたことにより，太平洋側を中
心に記録的な多雨となっている．西日本の８月は，
平年より気温が高く，降水量が少ない状態で経過
した．
〇 2015（平成 27）年
９月 18 日
「８月中旬以降の不順な天候について」
　2015 年８月中旬から９月上旬頃にかけて，西日
本から東北の広い範囲で平年より降水量が多く，
日照時間が少ない状態となった．
〇 2014（平成 26）年
９月３日
「８月の不順な天候について」
　2014 年８月は，西日本を中心に記録的な多雨・
日照不足になった．また，７月 30 日から８月 26
日にかけては各地で大雨が発生した（平成 26 年
８月豪雨）．
〇 2013（平成 25）年
９月２日
「夏の日本の極端な天候について」
　2013 年の夏は，西日本の夏平均気温が 1946 年
以降で第１位の高温，東北地方の７月の降水量が
第１位の多雨になるなど，極端な天候となった．
８月 13 日
「最近の日本の高温について」
　2013 年夏は，西日本を中心に広い範囲で高温と
なるとともに，東・西日本の太平洋側と沖縄・奄
美では少雨が続いた．
〇 2012（平成 24）年
９月 21 日

「８月下旬～９月中旬の北日本と東日本の高温
について」
　北・東日本は厳しい残暑となり，北日本は３旬
続けて高温の記録を更新した．
２月 27 日
「冬の天候と大気の流れの特徴について」
　平成 24 年冬（平成 23 年 12 月～平成 24 年２月）
の日本を含む東アジアや中央アジアなどで低温と
なった．
２月３日
「平成 23 年 12 月後半から平成 24 年２月初めに
かけての低温と大雪について」
　北日本から西日本にかけて低温となり，日本海
側を中心に記録的な積雪となったところがあった．
〇 2010（平成 23）年
９月３日
「夏の極端な高温」
　2010 年６～８月の日本の平均気温（都市化の影
響の少ない 17 地点の平均）は，統計を開始した
1898 年以降で最も高くなった．
４月 23 日
「３月から４月にかけての日照不足と気温の変
動」
　日本列島は，発達した低気圧が頻繁に通過しや
すい状態となり，日照時間が少なく，また，気温
の変動の大きい状態が続いた．
　多い年では３回も発表されており，件数だけを
見ると「何か天変地異でも起きているのでは……」
と疑ってしまいそうだ．もちろんそんなことはな
く，これらはあくまで観測上のデータにおける「平
年との違い」を説明しているだけで，すべてが大
きな災害につながっているわけではない．
　ただし，どんな兆候であれ，油断は大敵だ．こ
こではそれがわかるように，違う展開となった二
つの事例を紹介しておこう．
　一つめは 2015 年９月 18 日の「８月中旬以降の
不順な天候」５）についてだ．直前に起きた「平成
27 年９月関東・東北豪雨」の原因をさまざまな観
測データから分析しており，非常にわかりやすい．
このときは鬼怒川の氾濫によって茨城県常総市付
近の広いエリアが水没し，救助の様子がテレビで
も大々的に報道されたので，記憶に新しいと思う．
被害はここだけに留まらず，最終的には１都 19
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広い範囲で大雪が降り，数日間にわたって外部と
のアクセスが寸断された集落まであった．これに
ついても，同じ報告の中にあった「西日本周辺海
域の高い海面水温」が関係しているといわれてお
り，そう考えると，非常に重要な発表だったこと
がわかる．
　気象観測上の異常データは必ずしもすべてが大
規模な災害につながるわけではないが，後にさま
ざまなかたちで人々の生活に影響を及ぼしてく
る．そして，原因と結果の因果関係が掴みにくい
からこそ，私たちは常にリスクを意識しながら，
もっと多くの情報に関心をもたなければいけない
のである．
　ここまでの内容を整理するとこうなる．
•異常気象とは 25 ～ 30 年に１回あるかどうかの
特異な気象現象である
•観測データ上の異常はもっと頻繁にあるが，す
べてが大きな災害につながるわけではない
•ただし，どんな小さな「異常」でも結果的に人々
の生活に被害をもたらすことがある
　異常気象に伴うさまざまな変化は，私たちがな
かなか気付きにくいところで静かに進行してお
り，それが他の要因などと組み合わされることで
大きな災害を引き起こしたり，農業や漁業への影
響となって現れる．ところが，マスコミはいつも
表面的な動向しか見ないので，ちょっと大雨や大
雪があると「異常気象だ．大変なことが起きるか
もしれない！」と騒ぎ立てるが，何もなければす
ぐに黙ってしまう．そのせいで重要な変化や兆候
がわかりにくくなってしまうことがあるから，報
道された情報だけに頼るのは危険だ．つまり「オ
オカミ少年」が騒ぎすぎることで，本当の危機が
迫ってきたときに正しい対処ができなくなってし
まうのだから，最悪な事態を避けるためにも情報
ソースは広くもつべきなのである．

県で合わせて約 315 万人に避難勧告が発令された
ほどだったのだから，正真正銘の異常気象と言え
るだろう（図５）．
　これに対して，2016 年８月 24 日の「８月の顕
著な天候と海面水温について」６）では，この夏に
観測された北日本太平洋側の多雨や西日本の高温
と西日本周辺海域の高い海面水温の状況について
報告しているものの，その直後に大きな災害が起
きることはなかったので，正確には異常気象とは
呼べないのかもしれない．しかし，実際には別の
ところで人々の生活に大きな影響を及ぼしていた
のである．

４　気象変動による被害は，いつ，
　　どこで生じるかわからない
　2016 年の冬，北海道の函館では深刻な事態が起
きていた．日本の近海では当たり前のように獲れ
ていたイカの漁獲高が過去 10 年間で最低となり，
価格が一気に上昇したのである．それどころか流
通量が足りず，朝市の名物だったイカ釣りが中止に
追い込まれただけでなく，塩辛や乾物などを生産す
る水産加工会社に大きな被害が生じた．
　イカが不漁になった原因だが，もちろん正確に
はわからないものの，漁場における海水温の下降
が影響しているのではないかと疑われている．そ
してそうなった理由の一つが，2016 年の夏に報告
された「北日本太平洋側の多雨」にあったのであ
る（図６）．
　もう一つ，2017 年２月に北陸から山陰にかけて
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図５　2015年８月11日～９月11日の降水量と日照
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図６　北日本太平洋側の多雨６）
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５　地球温暖化とは平均的に気温が
　　上昇することではない
　異常気象といえば，必ず結び付けて報道される
地球温暖化問題についても解説しておきたい．
　現在，地球を取り巻く大気や海面の温度が上昇
傾向にあるのは確かだ．そして，二酸化炭素など
の温室効果ガスの濃度上昇が主な原因だとする考
え方は，大筋では間違っていないと思う．
　しかし，これはあくまで「全地球」の「長期的
傾向」についての話であることに注意してほしい．
それはグラフを見ればよくわかる（図７）．
　地球温暖化の証拠といわれる海面水温の上昇は
100 年以上前から続いており，今に始まったこと
ではない．しかも「温暖化」が明確にわかるのは
長期変化傾向についてだけであって，年ごとの温
度差はその変化率を常に上回っている．つまり，
数年分の比較では温暖化傾向はわからないのだか
ら，「今年の夏はいつもより暑い気がする＝地球
の温暖化がますます進んでいる」とはならないの
である．
　また，地球上には自然条件の異なる多種多様な
エリアがあるので，温暖化が進んだとしても「す
べての場所で気温が高くなる」といった単純な変
化は起きない．これは，次のようなケースを考え
てみればわかるはずだ．

　日本の南方の海域で海面温度が上昇すると海水
の蒸発が活発になり，湿度の高い空気の塊が生ま
れる．それが南風に乗って北上することで大雨を
もたらすのだが，その結果，雨雲によって日光が
遮られて日照量が減るのに加え，雨水によって陸
地が冷却されるので，冷夏になりやすくなる．つ
まり，地球全体では温暖化が進行しているのに局
所的には温度が下がるといった逆転現象が起きる
のである．似たような例では「平均的に雨量が増
える一方で特定の地域では逆に乾燥化が進む」と
いったケースも考えられる．
　科学の世界では，ある閉じられた世界（系）で
温度が上昇した場合，あらゆる反応が活発になる
と考える．内部のエネルギー量が増えるのだから，
これは当然の話だ．
　100 年ほどの間に約 0.5℃，海面水温が上昇した
ことで，地球上でもさまざまな反応が起きやすく
なっている．たとえば雨や雪が多くなったり，風
が強くなったり，地域ごとの温度差や降水量の差
が広がったり……といった具合だ．特に最後の「温
度差や降水量の差を広げ」という部分は重要で，
寒い地方ではますます冬が厳しくなるとか，乾燥
地帯で雨がもっと少なくなるといった傾向が進む
と，それこそ人が住めなくなってしまう．そうい
う場所が拡大していけば，かなり深刻な事態だ．
　日本国内においては，やはり局所的な豪雨や豪
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表１　2013 年以降の世界の異常気象による被害

年 月 地域 種類 状況と被害

2013年

１月～ 米国南西部 少雨
少雨の状態が2014年，2015年と長期にわたって続き，カリフォ
ルニア州の2013年の年間降水量は1895年以降で最少に．このた
め飲料用水や農業用水が不足．

５～６月 ヨーロッパ 大雨
広範囲で雨が降りやすい状況になり各地で大雨が降った．チェ
コやドイツでは２万人以上が避難したほか，チェコ，ドイツ，
オーストリアで18人の死亡が確認された．

６月 インド 大雨
広い範囲で多雨となった．特に，６月中旬に北西部のウッタラ
カンド州周辺で大雨となり，９万人以上が避難しただけでな
く，死者数は658人に及んだ．

７月 中国南部から朝鮮
半島北部 大雨

７月初め以降，南からの湿った空気の流入により大雨となり，
中国四川省では68人が死亡，179人が行方不明となった．被害も
発生している．

７月～ 中国南部 高温・少雨
広い範囲で高温・少雨となり，重慶市や湖南省などでは35℃以
上の日最高気温が20日以上続いた．また少雨により貴州省や湖
南省では187万ha以上の耕地が被害を受けた．

７月～ アムール川流域 多雨 広い範囲で多雨となり，ロシア極東域ではアムール川の水位が
上昇して洪水が発生し，13万5 000人以上が影響を受けた．

９月～ インドシナ半島 多雨
広い範囲で雨が多く，台風21号の影響も加わって多雨が発生，
タイでは約300万人が洪水の影響を受けたほか，タイ，カンボジ
ア，ベトナムなどにおける死者は合計80人以上に及んだ．

12月～ 米国南西部 寒波 翌年１月にかけて強い寒波の南下にたびたび見舞われ，各地で
顕著な低温を記録．20人近くが死亡するなど被害が発生した．

2014年 初めから タイ 少雨
積算降水量が平年より少ない状態が続き，チャオプラヤー川の
流域ではダムの貯水量が大幅に低下して断水などの影響が広
がった．

2015年

春以降 東南アジア 少雨

場所によっては12か月間にわたり降水量が平年の60％を下回
り，水資源や農業への影響が広がった．エルニーニョ現象に伴
う大気の流れの変化が要因とされ，このため東南アジアでは広
く対流活動が不活発となったと考えられている．

５月 インド 熱波 中部を中心に計2 200人以上が死亡．上空の下降気流が平年より
強かったことが影響したと考えられている．

11月～ インド南東部 大雨 タミル・ナド州チェンナイ周辺で11月上旬から断続的に大雨と
なり，12月３日までに260人以上が死亡した．

2016年

４月～ 中国長江流域 多雨

中・下流域では平年に比べて雨が多い状態が続き，積算降水量
は最近20年間で最多に．要因としてインド洋熱帯域の海面水温
上昇と，日本の南の太平洋上で高気圧の勢力が強まって長江周
辺に暖かく湿った空気が流れ込みやすい状況が持続したことが
考えられる．洪水や土砂災害による死者は160人以上に及ぶ．

４月～ インド 熱波 断続的に熱波が発生し，北西部のファローディでは5月19日に最
高気温51.0℃を記録．インド全土における観測記録を更新した．

６月 米国南西部 熱波
６月初めより断続的に熱波が発生し，アリゾナ州フェニックス
では６月19日に最高気温約48℃を観測，1933年の統計開始以来
第５位の高温記録となった．

2017年

１月 ヨーロッパ中部か
らロシア西部 寒波

強い寒気の影響を受けて気温が平年に比べて低下し，20人以上
が死亡．平年に比べて８～12℃以上気温が低くなった地域も
あった．

１月 タイ南部 大雨
強い北東モンスーンと低気圧の影響により大雨が続き，洪水で
20人以上が死亡．９日間の降水量が600mm以上に及んだ地域も
あった．

※気象庁「世界の異常気象」（http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/extreme_world/archive.html）をもとに著者作成．

特設企画88-2〜9.indd   7 17/05/19   11:40



設備と管理／2017年７月号8特設企画

SELECTION Guide PART 88

雪，台風の凶暴化，さらにこれまであまり例のな
かった竜巻の多発といったことが考えられる．さ
らに，これらの気象的な要因に地震や火事といっ
た他の災害が重なることで被害が拡大することも
あるので，合わせて注意が必要だ．
　2016 年 12 月に起きた糸魚川市の大規模火災で
は，日本海側の低気圧に南風が吹き込んだせいで
最大瞬間風速が毎秒 27.2m にもなり，そのこと
が火の回りを速め，消火を遅らせる原因になった．
このくらいの風速では異常気象には当たらないが
（強風注意報レベル），そこに火災という別の要因
が加わることで大災害につながるのだから，よ
り広い視野をもって対策にあたらなければならな
い．

６　世界に目を向けると異常気象は
　　頻発している
　ここからは日本国内だけでなく世界にも目を向
け，どんな異常気象が観測されているか考えてい
きたい．2013 年以降のケースをまとめてみたのが
表１だ．
　日本の場合，異常気象として多いのは豪雨や豪
雪，あるいは台風による強風などだが，世界に目
を向けると，熱波，寒波，少雨などまったく違う
現象が頻繁に起きており，これだけを見ても一筋
縄ではいかないことがわかる．
　ちなみに，熱波の頻発も地球温暖化と関連付け
て報道されることがあるが，熱波は世界気象機関
の定義では「日中の最高気温が平均最高気温を
５℃以上，上回る日が５日間以上連続した場合を
いう」と凄まじい現象になっており，「100 年ほど
の間に約 0.5℃上昇」といった温暖化の緩やかなペ
ースとはまったく別ものであることがわかる．そ
の他に寒波や少雨といった温暖化の逆を行くよう
な異常気象も多発しているのだから，やはり気象
現象を単純なメカニズムで捉えることはできない．
　世界の異常気象の例を見て，もう一つ気付くの
は，被害が広い範囲に及ぶケースが多いというこ
とだ．これは大陸固有の自然条件による．
　もっともわかりやすい例が，表からは外れるが，
2011 年にタイで起きた大洪水だろう．このときは
８月から 12 月にかけての長期間，日本の関東平
野に匹敵する広いエリアの多くが水没し，死者数

752 人，行方不明者３人，生活上の影響を受けた
人は約 250 万人という記録的な被害が生じた．さ
らに私たちにとって重大だったのは，タイに進出
している日本企業約 3 100 社の１/ ７以上にあた
る約 460 社が損害を被ったことだ．中には工場が
完全に水没したケースもあり，復旧に数か月もか
かっている．
　なぜ，これほどの大惨事になってしまったのだ
ろうか．その理由は，インドシナ半島の地図（地
形図）を見れば，ある程度わかる．
　タイの国土の大半は半島中央部の広い低地に位
置しており，周囲から雨水が流れ込みやすい構造
になっている．このような地形は，平常時であれ
ば稲作などに向いた肥沃な土地を生むのだが，多
雨になると一気に状況が変わる危険性を孕んでい
る．しかもタイの場合は，最終的に海に向かう大
河が首都バンコクを貫くチャオプラヤー川ぐらい
しかないので，北のラオスまで含めた広いエリア
に降った雨の多くが人口密集地に一気に集まって
くるという問題があった（図８）．
　そして 2011 年，雨季の真っ最中である７月末
に台風８号がベトナム北部に上陸し，その影響で
降水量が増大した．平年なら秋には乾季が訪れる
のだが，この年は９月以降にも三つの台風が続け
て来たことで雨量はまったく衰えない．その結果，
国内のダムの大半が貯水可能容量の限界に近づく
という異常事態に陥った．ダムを決壊させるわけ
にはいかないから，その後は放水に踏み切るしか

チェンマイ

ミャンマー ラオス

カンボジア

ベトナム

タイ

バンコク

パタヤ

アユタヤ

チェンマイ メコン川

チー川

ムン川

ヨ
ム
川

ピ
ン
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オ
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図８　タイの主要河川

特設企画88-2〜9.indd   8 17/05/19   11:40



設備と管理／2017年７月号 9特設企画

世界中で頻発する異常気象，注意するのは大雨だけではない！

なく，最終的には大規模な洪水という最悪な事態
を招いてしまったのである．
　日本のような火山性の島国の場合，山によって
細かく土地が分断されているので，突発的で局所
的な洪水は起きやすいものの，「関東平野のほと
んどが長期にわたって水没する」といったケース
は，まず考えられない．しかも，明治時代以前か
ら多くの治水事業が継続して行われてきたため，
河川の氾濫事故はかなり少なくなっている．これ
に対して，タイではその後も 2013 年，2016 年，
2017 年に洪水が繰り返されており，対策の遅れが
深刻だ．そしてこのような状況は新興国や途上国
では日常的なので，これらの国に進出している企
業では十分な覚悟が必要になる．

７　「異常」気象対策は「日常」的に　
　　考える
　以上を踏まえ，設備の管理者としてどんな異常
気象対策をすべきか，まとめておこう．
　①過去の情報を集めておく
　災害につながるような異常気象の頻度はそれほ
ど高くないとはいえ，数十年に一度は起きている
のだから，過去の事例を調べていけば，その土地
にどんなリスクがあるか，おおよそのことはわ
かる．多雨，少雨，気温，風，さらに気象ではな
いが地震などについても調べ，少なくとも「過去
100 年間に起きた最大の自然災害」のレベルには
対処できるようにしておくことが防災担当者の務
めである．
　②「異常」が起きたときのためのバッファを
　日本国内であれば気象庁に加え，気象情報サー
ビスの専門会社なども増えているので，専門家の
アドバイスを受けることもできるはずだ．これに
対して，海外では観測データが少ないエリアもあ
り，特に政府や自治体がどんな災害対策を進めて
いるかといった具体的な情報はなかなか手に入れ
にくいのが現状だ．したがって，その場合は，被
害の予測を多めに見積もっておくしかない．
　たとえば洪水のリスクの高い土地で事業を行っ
ているのであれば，予想される最高水位の２倍の
高さまで水が来る可能性があると考え，設備など
の設計をしておく．タイの例を参考にするなら，
事務所はもちろん，工場であっても１階部分は常

に水没の危険性があるので，大事な機械や金型，
書類などは置いておかない．そのくらいの準備は
必要だろう．
　③最悪の場合の保険も考えておく
　さまざまな要因が重なって起きる異常気象は，
どんな専門家であっても完全には予測できないも
のだ．しかも，前例を超えてくるから「異常」な
のであって，温暖化云々を言う前に，私たちは常
に自然の脅威を意識しながら生きていかなければ
ならない．
　異常気象による被害を完全に防ぐのが無理なの
だから，経営や運営に携わる人間は最悪な事態も
想定し，その場合の対策もしておくべきである．
具体的には，拠点を分散して事業の多重化を図る
とか，さまざまな保険に入っておくなど，やり方
はそれぞれだろう．

＊　　　　　＊　　　　　＊
　ビジネスのグローバル化が進み，多様な地域に
進出するようになれば，必然的に異常気象に出会
う確率は上がっていく．特に海外の場合は日本国
内では考えられないほど大規模で甚大な被害が生
じる可能性があるだけに，「異常」ではなく「日常」
の一部だと考えたほうが，これからの時代，リス
クは少なくなるのではないだろうか．

＜参考文献，出典＞
１）（独）防災科学技術研究所「防災基礎講座」（http://
dil.bosai.go.jp/workshop/01kouza_kiso/reigai/climate.
htm）を基に農林水産省統計の最終確報値を反映して
作成．

２）（独）防災科学技術研究所「防災基礎講座」（http://
dil.bosai.go.jp/workshop/01kouza_kiso/reigai/climate.
htm）

３）九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻対流圏科学研
究分野ホームページ（http://weather.geo.kyushu-u.
ac.jp/about_topics/pinatubo.html）

４）気象庁「日本の異常気象」（http://www.data.jma.
go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/）

５）気象庁「平成 27年（2015 年）８月中旬以降の不順な天
候」（http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/
extreme_japan/monitor/japan20150918.pdf）

６）気象庁「平成 28 年（2016 年）8 月の顕著な天候と海
面水温について」（http://www.data.jma.go.jp/gmd/
cpd/longfcst/extreme_japan/monitor/japan20160824.
pdf）

７）気象庁「海面水温の長期変化傾向（全球平均）」
　　（http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/shindan/
a_1/glb_warm/glb_warm.html）
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○ 特別な技能や特殊工具不要．地面に置くだけ
で高齢者や女性でも敷設可能
　ボックスウォールは，取扱いが容易で，ジョ
イント部分を接続すると洪水防護の展開がで
き，特殊な工具やスキルを一切必要としない．
○水圧を利用して洪水を堰き止める
　ボックスウォールは，かかる水圧により固定
され止水する．そのため，アンカーボルトなど
による地面への固定は一切必要ない．
○高い運用実効性
　ボックスウォールは，設置，撤収が簡便なた
め，実行する人を選ばない．機械式や重量のあ
る防水板を導入されていても，実行者が高齢化
していて実際に運用ができないところに採用さ
れている．

　ノアック社（スウェーデン）の「Boxwall（ボ
ックスウォール）」は，洪水の際に水の自重で固
定され，水の浸入を防ぐ製品．本製品は，約
50cmの水位まで対応する．製品自体が軽量な
ため，持ち運びが容易で女性や高齢者でも簡単
にセッテイングができ，建造物や財産を近年増
加している局地的な集中豪雨，例年発生する洪
水被害から守ることができる．ボックスウォー
ルは，一つひとつがユニットとなっており，単
純な手作業でつなげることができる．各ユニッ
トは，ダム部（背面の壁），アンカー部（水平箇
所），シール部（アンカー部接地面先端部）によ
り構成．ボックス下部の前と横にある多孔質シ
ーリング材により，水の侵入を防ぐ．従来の土
のうのような水害対策品と比較して，高い防護
効果と機動性を誇りながら，繰り返し使えるコ
ストパフォーマンスの高い洪水防護製品である．
【ボックスウォールの主な特徴】
○ 10mを２名, ２分で設置．軽量化による高い
機動性

　ボックスウォールのユニットは,3 .4kgと軽
量. １チーム（２名）で10mを約２分間で設置で
き，短時間で広範囲の展開が可能．瞬間的に襲
ってくるゲリラ豪雨の特性に対し初動までの決
断が早く，撤収も容易にできるので，対処にお
いて精神的負担が少ない．

女性や高齢者でもすばやく簡単に設置ができる，
土のうに代わる止水対策の決定版！「ボックスウォール」

http://www.gadelius.com/
ガデリウス・インダストリー（株） 産業機材事業部　TEL 03-5414-8763

【ボックスウォール製品仕様】

サイズ 705×680×528mm
最大堰き止め高 500mm
重量 3.4kg/ 個
材質 ABS 樹脂
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　製品幅は６種類用意し，銀行，ビル・マンシ
ョンエントランス，コンビニエンスストア・路面
店など，さまざまな幅の開口部への対応を可能
とした．製品高さは床下浸水を想定して50cm
で設計をしている．設置は，既存の自動扉サッ
シなどを利用し，製品上部の左右の特殊固定金
具（特許出願中）を建物開口部に固定して,90度
回転するだけ．この１回の動作で，止水板を固
定する動作と床に押し付ける動作を同時に行え
る機構を採用している．止水パッキンを床に押
し付ける動作により高い止水性を発揮すること
が可能である（１時間当たりの漏水量は５L/h・m2

以下）．
　このように，自動扉サッシなどに直接設置す
ることで，事前工事が不要で，美観を損いたく
ないビル・マンションエントランスやコンビニ
エンスストア入口などへの設置に適している．
また，新たに簡易施工で設置可能な専用柱の発
売を開始しており，より多くの要望にお応えで
きるようになった．
　「フラッドセーフ ライト」は，高い止水性能
を持ち，簡単設置が可能な止水板である．施設
特性上高い止水性能を必要とする地下街・地下
駐車場，機械・発電設備，および高額資産を伴
う建物へは，高い止水性を誇る「フラッドセーフ 
パネル」での提案も可能である．

【開発の経緯】
　近年，局地的かつ短時間に発生する猛烈なゲ
リラ豪雨が突発的に発生し，予測が難しいこと
から，都市部の雨水の排水処理能力を超えるこ
とによる浸水被害（内水氾濫）や河川氾濫による
浸水被害（外水氾濫）が頻発している．各自治体
での浸水対策に対する取組み意識が高まり，特
に地下街などは，避難場所確保や浸水防止に関
する計画の策定が増加傾向にある．浸水被害へ
の対応止水製品は，誰でも簡単に，短時間で設
置可能であることが重視される．そうした要望
に応えるべく開発されたのが，軽量パネル止水
板「フラッドセーフ ライト」である．
【特長】
　水災対策では，一般的な止水製品として土の
うが挙げられるが, １袋で約18kgと重く，設
置場所まで持ち運んで，積み上げるだけでも多
大な労力を要し，設置完了までも数十分の時間
が必要となるため，ゲリラ豪雨のように短時間
に発生する降雨への対応が非常に困難である．
　弊社の「フラッドセーフ ライト」は，面材部
分に中空ポリカーボネート板を採用することで,
２mタイプでも約10.8kgと軽量で，女性や高
齢者の持ち運びにも配慮した重量設計としてい
る．ポリカーボネートは耐衝撃性に優れ，軽微
な漂流物の衝突や，浸水時の水圧へ対応可能な
素材である．

軽量パネル止水板「フラッドセーフ　ライト」

https://www.takiron.co.jp/product/product_11/
タキロンシーアイ（株） 防災事業推進部　TEL 03-6711-3723
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•最大開口幅：８m

アピアガード「オクダケシリーズ」
～突然のゲリラ豪雨でも１分でセット完了―
軽量で簡単にセット，コンパクトな防水板～
　アピアガード「オクダケ」は，防水板のパネル
部分を３分割構造とし，アルミ製のガイドレー
ルに３枚のアルミ板パネルを重ねるだけで簡単
に設置できる.1枚当たりの重量は約３kg/mと
軽く，一般的な土のう１袋（約20kg）と比較し
ても，保管スペースをとらない．
•用途：住宅や店舗などの出入口
•止水高さ：0.5m（パネル３枚）～

１m（パネル６枚）
•開口幅：0.65～10m（２m以上は中柱付き）

アピアガード「オートバランス」
～業界初，電気を使わず，水の重さだけで防
水板をセット．停電時でも無人で，安全に，
防水板が自動可動．～

　従来からある多くの防水板は，その作動に人
手を必要とするため，夜間に豪雨が発生し無人
であった場合などは即時対応できないという弱
点があった．アピアガード「オートバランス」は，
流れ込んだ水を利用し，「水の重量」と「防水板
の重量」のバランスにより，電気を使わずに自
動で防水板が設置されて水の浸入を防ぐ．予期
しない突然の集中豪雨でも，人手を必要としな
いので安心して使うことができる．
•用途：地下駐車場や建物外構部の出入口
•止水高さ：１m
•最大開口幅：８m
•NETIS登録番号：KT-130099-A

アピアガード「シートⅢ」
～万一の水の浸入に対しシートを持ち上げて
セットする防水対策～

　アピアガード「シートⅢ」は，設置に必要なシ
ートや中柱が床面にすべて収納されており，部
材の持ち運びが不要．最大開口幅８m，止水高
さ１mと大開口に対応し，一人でも４分30秒
でセットできる（当社試験値）．また，収納性に
優れており，建物の美観も損ねない．
•用途：地下駐車場や建物外構部の出入口
•止水高さ：0.3～1.0m

防水板アピアガードシリーズ
「オートバランス」「シートⅢ」「オクダケ」

http://www.lixil-suzuki.co.jp/
（株）LIXIL鈴木シャッター 本社 販売促進部　TEL 03-3944-1099
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とも可能．使用した後は水を捨てるだけで，袋
は燃えるゴミとして廃棄できるので後始末も簡
単である．「水のう君」を設置しても浸水が発生
しなかった場合，水を抜けば再利用が可能であ
るため，コスト的なメリットも大きい．普段は
380×360×190mm程度の箱で30枚の水のう
袋を保管できるので，備蓄には最適の省スペース．

　コンクリートとアスファルトに包まれた都市
部では，水害対策として土のうを用意するため
の土の手配は大きな課題である．そのような都
市型水害の問題を解決するのが，簡易止水対策
水のう袋「水のう君」．「水のう君」は，高耐久
密閉袋へ土の代わりに水を入れることで水害に
対抗することができる．土を必要としないので，
都市部のような環境でも簡単に準備ができる．
水のう袋に水を入れると重量は約 10kg程度，
これを土のうのように２段積みで並べることに
より約 150mm程度の浸水に対応．高耐久密
閉袋に水を入れるだけなので，準備の手間がき
わめて簡便で，設置する場所までホースを利用
すれば，移動させる労力を一気に軽減させるこ

水で水を制する簡易止水対策水のう袋
「水のう君」

https://service.co.jp/
（株）総合サービス 営業部　TEL 0120-980-329

「水のう君」使用例
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タイプは約 10分で満水になり，水はほとんど
戻りません．また，使用後の処理にも配慮して
おり，付属の脱水剤を溶かした水に浸せば，雑
巾のように絞って脱水することができるので，
あとはゴミとして廃棄できます．
　ビル・マンション・学校・タワーパーキング
などで多数
お使いいた
だいていま
す．全国発
送OKです．
お気軽にお
問い合わせ
ください．

　ゲリラ豪雨は予測が困難で，思いもよらない
箇所から浸水や漏水を発生させます．今までは
浸水や漏水の経験がないとしても，今後も発生
しないという保証はありません．ですので，い
ざというときに被害を最小限に食い止めたり，
発生した困った水を処理するものを備蓄するこ
とをお勧めします．
　当社の吸水バッグ「ウォーターキャッチ」は吸
水ポリマーを配合した素材を薄いシート状にし
たものなので，場所をとらずに保管でき，いざ
というときすぐに使用できます．ラインアップ
は 4種類で，20リットル（LL-Ⅰ）／10リット
ル（LH-Ⅰ）／５リットル（LQ-Ⅰ）／0.7リット
ル（LS-Ⅰ）．条件にもよりますが，20リットル

吸水バッグ「ウォーターキャッチ」

http://www.sanyo-ltd.com/
（株）三洋 第二営業部第二課　TEL 03-3663-6188
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