
  
  長短期降雨特性を備えた豪雨の内部波形の模擬発生法

  誌名 農業農村工学会論文集
ISSN 18822789
著者名 皆川,裕樹

増本,隆夫
工藤,亮治

発行元 農業農村工学会
巻/号 82巻3号
掲載ページ p. 147-156
発行年月 2014年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



農業農村工学会論文集
I D R E Journal 

No. 291, pp.15 ~ 24 (2014.6) 

長短期降雨特性を備えた豪雨の内部波形の模擬発生法

皆川裕樹 増本隆夫 工藤亮治

農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所， 〒305-8609茨城県つくば市銀音台2-1-6

要旨

ある閾値を超える雨量規模を持つ豪雨を対象として，その総雨量と内部波形の模擬発生手法を開発した．本手法は豪

雨回数の発生，各イベントの総雨量の決定，総雨量の 1時間雨量系列への配分，内部波形パターン発生の 4手順から成

り，必要なパラメータは実測豪雨より推定する．例えば模擬発生期間を 100年として得られた 305個の豪雨データを実

測豪雨と比較した結果，その発生頻度および雨量の強度分布をよく再現できることが示された．一方，内部波形の模擬

発生では，相関性を備えた擬似雨量から成る参照波形を新たに発生させ，それを基準に雨量値を並べ替える点が特徴で

ある．これらにより得た多様な波形パターンは実測に近い自己相関性を備えており，豪雨の内部波形特性までも再現で

きることが確認された．本手法により，気候変動を想定した計画降雨波形や短期集中波形等の模擬発生も可能となる．

キーワード：豪雨，模擬発生，内部波形， 自己相関性，降雨強度分布

一 はじめに

近年は， 日雨量 100mmさらには 200mmを超えるような

豪雨の発生頻度の増加が指摘されており（気象庁， 2012),

将来もこの傾向が継続すると，洪水等の災害リスクの上昇

が懸念される．この災害発生過程の解明や対応策の検言寸で

は，対象地域の気象・水文特性の実態把握が不可欠であり，

特に豪雨についてはその発生頻度や降雨強度等に焦点を当

て統計的手法を中心とした様々なアプローチがなされてき

た（例えば中島ら， 1969;江藤ら， 1986;増本， 1993;近

森・永井， 2002)．一般に，これらの特性を精度よく把握す

るためには，なるべく長期間の観測資料を収集することが

望ましい． しかし，気象観測網は全国的に整いつつあるも

のの，洪水などの出水イベント解析に必要となる 1時間単

位のデータは観測期間が長くない地点が多く，その蓄積量

には地域差がある．さらに，比較的長期間の観測資料が存

在する場合でも，ある程度の雨量規模を持つ豪雨はそもそ

も発生頻度が少ないため， 1地域で見ると十分なサンプル

数が得られない可能性も考えられる．

一方，大規模豪雨に対する防災計画の策定では，計画基

準の豪雨をモデル入力として得られる河川水位，流量等の

情報が安全性評価の重要な判断要素となる．この時の雨量

規模は，計画対象により経済性を考慮した上で概ね定めら

れており，例えば農地を対象とする排水計画では 10年確率

程度の雨量が用いられる．ところが，計画基準雨量を時間

配分した計画降雨波形については，パターンの多様さと複

雑さから明確な基準設定には至っていない．その定義方法

として複数の降雨強度式を組み合わせる手法（角屋ら，

1993)や確率論的に定式化を試みた事例（端野， 1986；端

野・前， 1990)などが提案されているものの，現状では，

過去の観測豪雨の実績波形あるいは降雨強度式を用いて定

められた仮定的な波形を 1つ設定し，妥当性を吟味したう

えで採用している（農林水産省農村振興局， 2006)．豪雨時

は，雨量の時間分布で表わされるハイエトグラフ形状（以

下，内部波形）により出水規模やその特性が異なるため，

安全性検討のためにはなるべく多くの波形パターンを想定

するべきではあるが，限られた実測資料だけで十分な議論

を行うことは困難である．

このような中，実測では得られない長期間，あるいは多

数の降雨データを得るための有力な手段として，その模擬

発生手法が多く提案されてきた．実測の降雨特性を備えた

模擬発生データは実際に解析の入力としても使用されてお

り（例えば角屋ら， 1970；藤原・久井， 1986)，実測値の代

替として十分実用的といえる．ここで，降雨強度の分布形

状はいくつかの確率分布によって近似できることが経験的

に知られており，雨量値の模擬発生では，その中から実測

値によく適合する分布を選択して使用するのが一般的であ

る．しかし， 1時間単位のような短時間スケールの雨量系

列を得ようとする場合には，降雨強度に加えて内部波形の

持つ自己相関性の再現が重要となり，そこには何らかのエ

夫が求められる． Woolhiserand Osborn (1985)や Hershenhorn

and Woolhiser (1987) は日内の一雨雨量を短時間へ配分す

る手法を提案したが，そこでは配分期間中の雨量増分をマ

ルコフ連鎖で表現したまた，自己回帰モデルを利用して

前後の時間雨量値の相関性を考慮する手法や（藤原・久井，

1986；佐山ら， 2008)，ランダムカスケードモデルにより雨
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量の空間分布まで考慮した例（立川ら， 2003) もあるが，

これらはいずれも雨量の配分手法に注目したものであり，

無数に存在しうる内部波形の発生を目的としたものではな

いまた，観測数の少ない豪雨について，様々な雨贔およ

び内部波形パターンを効率的に模擬発生させることができ

れば，前述のような降雨データ蓄積の少ない地域への適用

や防災関連の課題検討の入力とするなど幅広い活用が期待

される．

そこで本研究では，ある一定以上の雨量規模を持つ豪雨

に的を絞り，その長時間雨量分布と内部波形の模擬発生手

法を新たに提案する最終的に得られるデータは 1時間等

の短時間単位であり，対象地区の実測豪雨特性を統計的に

備えるよう工夫を行うことで，長・短時間雨量の豪雨波形

の入力を必要とする様々な検討への活用を目指す．

2. 豪雨の模擬発生方法の全体像

2. 1模擬発生の手順

本模擬発生手法はモンテカルロ法に基づいており，再現

させる実測豪雨の特性は，発生頻度， 日・時間単位の降雨

強度分布および内部波形等とする．これらの地域による変

化特性は，対象とする地区の実測豪雨データを事前に収

集・分析し，各手順で必要なパラメータを推定することで

組み込みが可能である．データの発生年数や個数は自由に

設定でき，実測あるいは気候予測モデル等による推定では

得られない長期間に対象地区で発生しうる多数の豪雨パタ

ーンを得ることができる．

本手法は，大きく Fig.Iに示す STEP1~4の4手順で構成

されており，さらに豪雨イベント回数および雨量規模の発

生法 (STEP1~3)と，内部波形パターンの形成手法 (STEP4)

に分類できるまず STEPlでは，発生開始 1年目の 1月か

ら順番に， 1ヵ月毎の豪雨発生回数を決定する発生回数

が0回の場合は STEPlに戻り，次月へ進む．豪雨が 1回以

上発生する場合は STEP2に進み，発生した豪雨回数分の総

雨量を日雨量単位で発生させ雨量規模を決定する．豪雨の

降雨期間は，データ使用目的に応じて 1日から数日程度の

範囲で予め設定しておくこととし，例えばここでは排水計

画の計画基準降雨で採用されることの多い 3日雨量に固定

する（農林水産省農村振興局， 2006)．この総雨量は STEP3

においてそれぞれ時間配分され，配分結果は無降雨を含む

1時間雨量の系列となる．その際，配分結果の降雨強度分

布が実測と適合するようにパラメータを決定する．すべて

の発生雨量を 1時間単位に配分し終えると STEPlに戻り，

次月に進んで同手順を繰り返す．一連の手順は設定した発

生年数の最終年の 12月が終わるまで繰り返され，その後

STEP4に進む．

最終手順となる STEP4では，発生したそれぞれの豪雨の

内部波形パターンを形成する．この波形パターンは， しば

しば単峰複峰型のようなピークの数や，前方～後方集中

型といったその位置に注目して分類されるが（例えば田中，

1972)，本手法では無数に想定されるパターンを得るため，

Start 

Input generation period(year) 

Decide on monthly occurrence number 
of heavy rainfall event 

STEP3 

'’  Disaggregate total rainfall amount 
into hourly data 

Generate internal structure of rainfall 
with autocorrelation characteristic 

c
 

Finish ）
 

Fig.I 豪雨の模擬発生手順

Scheme of a diurnal rainfall pattern generator 

これらについて恣意的な制約を設けない．再現すべき内部

波形特性のうち，短時間降雨の強度分布については STEP3

で考慮済みであるから，ここでは自己相関特性の再現を目

的とする．その手段として，配分された 1時間雨量値を，

相関を考慮しながら並べ替える手法を提案するこのよう

にして降雨強度の決定と自己相関性の補正を 2段階に分け

て行うことで，両特性を同時に満たす内部波形を得ること

が可能であり，発生したすべての豪雨の内部波形を得ると

模擬発生手順が終了となる．なお，本手法を構成する 4つ

の手順はいずれも独立しており，発生回数や雨量規模に任

意の値を設定することも可能である．

2.2パラメータ推定のための実測豪雨の抽出

Fig.1に示す本模擬発生手法の各手順の詳細は後述する

が，各手順で必要なパラメータは，対象とする地点の実測

降雨資料より抽出した豪雨イベントより決定する．豪雨の

降雨期間は模擬発生の対象データと同期間に設定し（ここ

では 3日間），さらに雨量にある閾値を設けてそれを超える

イベントを豪雨として抽出する．この閾値には，収集した

降雨資料の分析結果等を用いて対象地域毎に適当な値を採

用するが，例えばその地域において年に 1~2回発生する程

度の雨贔規模などが一つの目安となる（皆川・増本， 2010).

3. 豪雨発生回数および雨量規模の決定手法

以下に，本模擬発生法のうち Fig.Iの STEP1~3で示され

る豪雨の発生回数およびそれぞれの雨量決定手順の詳細を

148 
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述べるなお，これ以降に示す関数fは確率密度関数を，

同様に関数 Fは確率の累積分布関数を示すものとし，各分

布に従う乱数は一様乱数を用いた逆関数法（例えば四辻，

2010) を採用 して発生させた

3. 1豪雨の発生回数の決定

STEPlでは， 1ヵ月毎に豪雨の発生回数を決定していく

ことで，対象地区の豪雨発生の季節特性を再現させる．こ

こで， j月 (j=l,2, 3, ・・・, 12)の豪雨発生回数を nJとしたと

き，この値がポアソン分布に従うと仮定すると，式（1)が

得られる (Ripley, 1987). 

f(n1)= 
e力'(A1Y)町

叫
(1) 

ここに， らはj月の年平均の豪雨発生回数であり，各月で

実測降雨資料より求めた値を用いる（例えば後述の Table

1)． 日本では豪雨が発生する時期が梅雨時期と台風時期に

集中しているが，もに実測資料より得た値を用いることで

豪雨発生の季節性が表現される．ここで， yは実測データ

の収集期間 (year) である．

この STEPlにおいてある年の j月の豪雨回数を決定する

時，それが 1回以上であった場合は STEP2以降に進み，総

雨量および 1時間雨是への配分が順次行われる発生回数

が0回の場合は，次月であるj+I月に進み (12月の次は次

年の 1月），再び STEP1から開始する．

3. 2豪雨の雨量規模の発生手法

STEP2では， STEPlで発生した豪雨それぞれについて，

総雨量（例えばこ こでは 3日雨量に固定）を発生させる．

総雨量は日雨籠単位で扱うことから，その発生には日雨量

の強度分布によく適合することが知られているガンマ分布

を使用したここで用いたガンマ分布を式（2)に示す

(Johnson, 1987). 

f(x) =~[a(x-V)r-1 e-a(x-v) 
r(h) 

h= 
(m-v) 

2 

〇”
2 

m-v 
a= 

゜~
2 

(2) 

ここに， r（h)はガンマ関数である． vは原点パラメータであ

り，発生させる雨是の下限値として定められるまた， h

は形状母数， a は尺度母数パラメータであり，ガンマ分布

形状の決定に関わるこれらの値は抽出した実測豪雨の雨

量平均値 mと分散尻を求めることで，以下の式 (3), (4) 

により決定できる．

(3) 

(4) 

3. 3 1時間雨量への配分割合の決定

STEP3では， STEP2で発生したそれぞれの総雨量を 1時

間雨量に配分する．降雨期間は 3日としているため，ここ

での配分時間の総数 Tは72となるこの 1時間雨量値は，

総雨是に各時間ステップの配分割合を乗じることで計算す

ることと し，その値は次式で表わされる．

r, =Rxd, (5) 

ここで，添え字 tは総配分時間 T中の時間ステップ (t=l,2, 

3,…，乃であり， r，は配分された各時間の雨量値である． R

は， STEP2で決定したそれぞれの総雨屋を入力するため， 1

イベント中では一定の値となる． d,は，総雨是を 1とした

時の雨是配分割合を示し， 0から 1の範囲でランダムに決

定する．この値はそれぞれの時間ステップで異なる値をと

り，その発生には自由度が高く様々な分布形状に適合可能

なベータ分布を利用した (Bratleyet al., 1987)．以下にその

手順を記す．

各時間ステップでの d,，決定の行程は Fig.2のように示さ

れるまず，総雨量の割合を 1としたとき，時間ステップ

1のときの配分割合 dけまベータ分布に従い得られる [0,1]

の値とする 2ステッ プ目では，総雨岳 1から d1を除いた

残りの値を 1とみなし，同様にベータ分布に従い屯を決定

する． 3ステップ目は， 1から前ステップまでの配分割合の

合計を除いた残りの値に対し，同手順を繰り返す．この手

順を最終時間ステッ プまで繰り返し，配分割合の積算値は

必ず lとするこのとき， tステップ目の配分割合は式 (6)

のように表現される

dt =[1一翌〕x(]t (6) 

式（6)中の佑はベータ分布に従い得られる 0から 1の値

であり，次式により得られる．

J(w)= r(a'+ b') 
r(a')r(b') 

wa'-1 (1 -w r-1 

、p
J
O
 :in[llA :JAllll[nllln:) 

Fig.2 

.. Direction of d, decided 
by beta distribution 

Time step (t/1) 

各ステップの配分割合dnの決定手順

(Tは総配分時間で， t=l,2, ・ ・ ・, 7) 

Decision procedure of distribution ratio, d, 

(7) 

4
,’

ィ
，
9

1
,4'／゚

I

A
9

,
4

、
9,
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農簾農村工学会論文集291(82-3) 149 



18 農業農村工学会論文集第291号（第 82巻第 3号）

ここに， W は一様乱数である． a＇, b'はそれぞれベータ分

布の形状パラメータであり，得られる時間雨量の強度分布

が実測に近い結果となるよう試行錯誤で決定する．ただし

既往の研究より，ある程度の雨贔規模を持つ豪雨であって

も期間中の 1時間雨量では無降雨あるいは 5mm未満など

の強度の弱い雨量の発生割合が高く，その分布形状は指数

分布で近似可能とされているため（増本， 1993)，この両値

はベータ分布がそのような形状をとる範囲で決定する．

4. 内部波形パターンの模擬発生法

ここではまず，内部波形パターンの表示を容易にするた

めに，各イベント中の経過時間およびその時の積算雨量を，

それぞれ総時間数と総雨量で除して無次元化した積算雨量

曲線を利用する． Fig.3に本研究で抽出した実測豪雨（後述

の金沢地方気象台での観測値）の内部波形パターンを示す

が，このように無次元化させることで総雨量が異なる多数

の内部波形を並列して表示でき，そのパターンを容易に比

較できる． STEP4では，模擬発生データ系列において内部

波形の持つ自己相関性を補正すると同時に，この波形パタ

ーンの多様性を再現する手段として， STEP3で得た配分雨

量値の並べ替えを実施する．その並び順を決定する基準と

して，前後の値で相関を持つ擬似の雨量値を新たに模擬発

生させ利用する手法を提案する．

4. 1相関を持つ擬似雨量系列の模擬発生手法

擬似雨量値は模擬発生させる豪雨と同じ時間ステップ数

とし，ここでは 72個の値を発生させることになる．この値

をX; (i=I, 2, 3,…， 72) とすると，前述のように，豪雨中の

1時間雨量の強度分布は指数分布で近似可能であることか

ら，ここでは以下の式 (8), (9) に従い値を決定する．

5
 

oi 

l
e
J
u
1
8
J
3
A
I
l
e
I
n
t
I
m
3
 

0.5 
Time 

Fig.3 無次元化された実測豪雨の内部波形パターン

（金沢地方気象台での例）

Non-dimensional pattern of internal structure distribution 

in observed heavy rainfalls 

-----C1= 0.5, M1= 1.5 

―C2= 0.0, M2= 2.0 

--- C3= -0.5, M3= 2.5 

>:2l /¥ 
/{u2) 

:：゚t
0.5 Ul i 1 

＇ (u1=0.7) ＇ 
＇ -1 

Fig.4 パラメータ C, Mによる U2のとる分布形状の変化

Changes of probability density function of u2 depending on 

parameters C and M 

ー＿＿
X

＿一ぇ (8) 
1 

x2 =-7ln(l-u2) 
A 

(10) 

F(x;)= I-exp(—枕） (9) 

式 (8) のヌは指数分布の尺度母数であり，定義よりこ

の値は分布の期待値を表わす．ここでは STEP3で配分され

た 1時間雨量の平均値を入力しており，並べ替えの対象と

なる系列毎に個別の値をとらせる．これにより，擬似雨贔

値の発生に採用する指数分布の形状を，並べ替えを行う系

列の分布形状になるべく近似させるよう工夫している．こ

の式を用いて，以下の手順で擬似雨量値を模擬発生させる．

まず， i=lのときの値x廿ま，並べ替えの対象となる 72個

の雨量値の中から無降雨を含めてランダムに 1つ選択する

こととする．そのとき，式 (9) より F(x1)=u1とおくと，こ

の値は [0,1] の範囲をとることになる．次に i=2のときを

考えると，ここで得るゃは X1との相関性を考慮する必要が

ある．そこで U1との相関性を考慮した U2の値を決定するこ

とで，以下の式 (10) により X2を求めることができる．

U2の値は Fig.4に示すような U1を最頻値とする三角分布

に従うと定義し，その中から決定することで U1との相関性

を持たせる．このとき， U2がとる分布は U1との関係より以

下の式 (11), (12) のように表わされる．

C+ 
叫M-C)

f(u,)=［三(M-C)

0 < U2 :5: U1 

(11) 

u1 < u2 < I 

u; 
Cu2＋ー（M -C) 0 < U2 ~ U1 

2u1 

F(u2) = iCu!＋号(M-C)+[M＋六（M-C）］他ーU1)

鱈＿＿U：）］（U; —吋） UI 叫 <l
(12) 
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ここで，固中の M と Cはパラメータであり ，両値の関

係を式 (13) で定義する．

-0-Quasi rainfall 

M=2-C 

C<l } 
(13) 

パラメータ Cは自由に設定でき，マイナスの値もとりう

るこの値を調節することで u2が従う分布形状が変化し

(Fig.4)，同時に U1との相関強度も変動する（ここでは C

が小さくなるほど相関度合いが強くなる） ．また C=lのと

きは M=lとなり， 1↓1と u2は無相関となる．ただし，この

パラメータは最終的に得られる豪雨データの自己相関係数

が実測の値によく適合するように試行錯誤で決定する．

このようにして決定された u2より得られるゃは， X1と近

い値をとる確率が高く，両値の相関関係が考慮されること

となる． 3ステップ目では， U2を最頻値とする式 (12) よ

りU3を決定し，同様の手法を用いて X3を得る．これを最終

ステップまで繰り返すことで，前後の値で相関性を備えた

擬似雨是値から成る系列が得られる．

次に，この擬似雨是値を利用して STEP3で得た配分雨量

値を並べ替える手法について述べる．

4. 2短時間雨量値の並べ替えによる内部波形パターンの作

成手法

短時間雨是値の並べ替えについて，ここでは 2通りの手

法を考案した 1つ目は擬似雨量値を発生させた時間ステ

ップ毎に STEP3で配分された系列の中から雨最値を選択し

ていく手法 (1案）である． 2つ目は，擬似雨岳値を最終ス

テップまで連続して発生させた後に配分雨量値を並べ替え

る，すなわち擬似雨量値の系列が持つ連続した波形パター

ンを利用する並べ替え手法 (2案）といえる以下に各手

順の詳細を記す．なお， 2案は後述の適用段階において明

らかになった 1案の問題点を解決するための改良案の位置

付けである．

4. 2. 1雨量値の毎時間選択による内部波形の形成

l案では，4.1に示す手順で時間ステップ iのときの擬似

雨是値 x1が決定すると，その度に STEP3で発生させた配分

雨量系列の中から 1つ雨量値を選択するその選択手法は，

X1と配分雨且値をすべて比較し，その絶対値が最も近い値

を選ぶここで選ばれた値は配分雨是の系列から除外して

いき，並べ替え後の時間ステップ iの雨量値とする．この

ように 1つの値が選択されるとその値を x1に置き換え，式

(9)以降の手順で次ステップの値 xI+1を決定し，再びそれ

に近い雨量値を 1つ選択するこの手順をすべての時間ス

テップが終わるまで繰り返すと，配分雨量系列内で近い大

きさの雨量値が固まって配置され，相関性が考慮された系

列が得られるこの手法の特徴は，擬似雨最値 x1が元の配

分雨是値からのみ選ばれる点である．

4. 2. 2擬似雨量系列の波形パターンを用いた並べ替え

2案では， 4.1に示す手法によって最終ステップまで連続

して擬似雨最値を発生させる．その後に，得られた擬似雨

』．
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Fig.5 雨藪値の大きさの順位並びに注目した並べ替え

Rearrangement method of generated data by using the ranking 

order of rainfall amount 

量系列中の値の並びを波形パターンとして捉え， STEP3で

得た配分雨最値の並べ替え処理を行う．その両者を関連付

ける指標として，ここではそれぞれの系列中の値の大きさ

の順位並び (Rank) に注目する． Fig.5に，この並べ替え前

後での内部波形パターン変化の模式図を示す．まず，参照

される擬似雨量値 (Quasirainfall) に，元の位置情報として

それぞれの配分時間ステップを記憶させておく．次に，擬

似雨 最系 列と並べ替えの対 象となる配分 雨量系 列

(Disaggregated rainfall) のそれぞれで，雨最値を大きさの

順にソートし順位付けを行う ．その後，ソートされた両系

列で同順位の値を対応させ，擬似雨最値の持つ元の位置情

報を配分雨量値に移行させる．その位置情報に従って雨量

値を並べ替えることで，両系列の順位並びが同じとなる

この手順により，降雨強度の異なる 2つの系列で最大限に

波形の形状パターンを近づけることができる．その結果，

得られた並べ替え後の雨量系列 (Rearrangedrainfall) では

大きさの近い雨量値が連続して抽出され (Fig.5(b)）， 自己

相関特性を備えた内部波形が形成されることとなるただ

し，この擬似雨是系列は，並べ替えを行う度に新たに発生

させるため，その波形形状はすべて異なる．そのため，最

終的に得られる並べ替え後の雨是系列はすべて異なる内部

波形を持つこととなる．

これらの内部波形パターン生成手順が発生したすべての

豪雨イベントに対して実行されると，提案する一連の模擬

発生手法が終了となる．

5. 豪雨の模擬発生法の適用結果とその特性の検証

5. 1実測豪雨から得られたパラメータ

以上の手順で模擬発生させた豪雨データの各特性を，実

測値と比較することで検証する．本研究では，各手順で必
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Table 1 実測資料より得た各月の年平均豪雨発生回数

Annually-averaged occurrence of heavy rainfall in each month 

Month 2 3 4 5 6 

み 0.159 0.000 0.000 0.014 0.101 0.362 

Month 7 8 ， 10 11 12 

み 0.594 0.420 0.580 0.232 0.203 0.188 
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Table2 実測値より得たガンマ分布のパラメータ
Parameters of Gamma function calculated by using observed data 

＞
 

a 

70.0 

h 

2.443 0.039 

要となるパラメータの決定および結果の比較に，これまで

に収集・分析してきた金沢地方気象台の日雨量および時間

雨量データ（皆川・増本， 2010) を利用した．データ期間

は， 1時間雨量の観測記録が存在する 1940年 1月から 2008

年 12月までの 69年間である．豪雨抽出の閾値は日雨量

70mm以上の日を含む3日雨量，もしくは3日雨量で 100mm

を超えるイベントと決定し，この閾値により合計で 197個

の豪雨を抽出した（両条件による重複抽出は無し）．これら

より， STEPlにおける式（1)ではy=69となり， j月の年平

均豪雨発生回数であるみにはそれぞれ Table1の値を用い

た． STEP2で使用するガンマ分布のパラメータは，豪雨抽

出の閾値に合わせて v=70.0とした．さらに，抽出豪雨の総

雨量の平均値 m=132.8, 分散祈＝1,614.4からパラメータ h,

aをTable2のように得た．また， STEP3で配分割合の決定

に用いたベータ分布では，その形状が指数分布形状をとる

ようにそれぞれのパラメータを O<a'<l, b'>Iの範囲で制

限し，最終的に得られる 1時間雨量の強度分布が実測とよ

＜適合するように試行錯誤的に決定した．本研究ではこの

両パラメータは配分割合決定の時間ステップ tとともに変

化することとし， a'には 0.1 (t=l) から 0.8 (t=72) まで等

間隔に単調増加させた値を各ステップで設定した．同様に

b'には 15から 1まで等間隔で単調減少させた値を用いた．

ここでは，模擬発生年数を 100年と設定して得られたデ

ータと実測値との比較結果を示す．

5. 2豪雨の発生頻度および雨量規模の再現性

STEPlで決定された豪雨発生回数の合計は， 100年間で

305回となり，年平均では 3.05回， 1年間では最大で 8回

の豪雨が発生していた．実測資料では， 69年間で 197個の

豪雨を抽出したことから年平均で 2.85個（年最大は 9個）

であり，ほぼ同等の頻度で模擬発生できていることになる．

また各月の豪雨発生頻度をみるとこちらもよく再現できて

おり (Fig.6)，対象地区の豪雨発生の季節特性がよく表わせ

ている． Fig.7に実測および模擬発生雨量の積算頻度分布を

示す．この図より，両系列の雨量規模の分布形状はよく適

合しているといえる．さらに， STEP3において総雨量を配

□Observed 
芯 Generated

゜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Month 

Fig.6 実測および模擬発生による各月の豪雨の発生頻度

Frequency of monthly occurrence of heavy rainfalls 
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Fig.7 実測および模擬発生による総雨量の積算頻度分布

Cumulative frequency of total rainfall amounts 
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Fig.8 実測および模擬発生による 1時間雨量の発生分布
Distribution of hourly rainfall intensity in the observed and 

generated data 

゜
20 

分した時間雨量の強度分布は Fig.8のように示された．ここ

で使用した実測豪雨中の 1時間雨量の強度は約90％が5mm

以下であり，例えば 30mm以上のような大きな雨量の発生

割合は全体の 2~3％程度と低いため，図中の縦軸は対数軸

として比較している．これより，模擬発生豪雨中の 1時間

雨量は，強度の弱い雨量と共に強い雨量においても実測の

強度分布をよく再現しており，本手法において豪雨の発生

頻度とその降雨強度については地域特性を十分表現できて

いるといえる．

5.3内部波形特性の再現性

次に， STEP4に示した 2つの手法で模擬発生させた豪雨

の内部波形特性を比較する．その検証では，本研究で考慮

した自己相関性および，波形パターンの分布に注目する．
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まず自己相関性では，実測豪雨と STEP4での雨量値の並べ

替え処理前後の自己相関係数をそれぞれ求め比較すること

で，この並べ替え手法の効果を見る．自己相関係数は 1イ

ベント毎に当然異なるため，多数のイベントから成るデー

タセットでこの値を比較するには 2通りの手段が考えられ

る．すなわち，自己相関係数を 1イベント毎に個々に求め，

全体を平均した値を代表値として比較に用いる方法と，す

べてのイベントを連結して 1つの長い雨量系列とみなし，

その自己相関係数を得る方法である．その両方を試したと

ころ，得られる値に大きな差異がないことが確認されたた

め，ここでは後者の手法を採用した結果を示す．

ここでN時間分の雨量時系列データ x, (t=l, 2, 3,…,N) 

について，遅れ時間をてとした時の自己相関係数 R(r)は次

式で求められる．

R(r)= 

N-r 

応びtサ―(N-rJx西

＝ N-r 

I;-(xt―司）2

t=I 

--r し、＿~,

N-r 

和〉：功／（N-r)
t=l 
N 

ヌ正こ叫(N-r)
l=r+l 

N 

I(xt―ヌ2)2

l=r+l 

(14) 

(15) 

である．

以上の式により求めた，実測および模擬発生雨量系列の

コレログラムを Fig.9に示す．図より，遅れ時間を 1とした

時の自己相関係数 R(l)に注目すると，実測豪雨では

R(l)=0.55であり相関性がみられるが， STEP3で配分された

直後の並べ替え前の雨量系列 (Beforerearrangement)は0.20

程度であり，相関性を持たない一方で， STEP4で並べ替

え処理を行った後の系列をみると， l案では R(l)=0.55, 2 

案で 0.5]となったこれより，配分雨量系列をそれぞれの

手法で並べ替えた結果，実測豪雨に近い自己相関特性を持

つ内部波形が再現できていることが示された．

次に，それぞれの手法で得た内部波形のパターン形状を

Fig:10で比較する．まず (a)に示す並べ替え前のパターン

形状の分布では，前述の実測豪雨より得た結果 (Fig.3) と

比べて幅がなく偏っていることが確認されたため，この偏

りを解消する必要がある．そこで 1案により並べ替えた

Fig.IO (b) のパターンをみると，上記の偏りが解消されて

おらず，すべての事例において時間ステップの後半に雨量

が集中する偏りが新たに発生した．この原因を精査すると，

豪雨中の時間雨量分布では無降雨あるいは少雨の割合が全

体のほとんど（ここでは約 9割）を占めることが関係して

いることが明らかになった．すなわち，ある時間の並べ替

え対象に発生頻度の大きい小さな雨量値を選択した場合，

その値を用いて発生させる擬似雨量値も小さな値になる確

率が高いため，その値と配分雨量値を逐一比較する 1案の

手順では再び小さな雨量値が選択される．この傾向が連鎖

すると，ある時間ステップからは小さな雨量値のみが連続

して選択されてしまい，その末尾に未選択の比較的大きな

雨量値が集中する結果となる．このため， 1案では内部波

形の持つ自己相関性の再現は可能であるが，その波形パタ

ーンの偏りの解消までには至らないことが示された．
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Fig.9 実測および模擬発生雨量系列の自己相関係数
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Fig.to 雨量値の並べ替えによる模擬発生豪雨の内部波形パターン

Patterns of internal structure of the generated heavy rainfalls after the rearrangement process 
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一方，2案による結果の Fig.IO (c) では，実測豪雨と同

様に雨量の集中する位置が降雨期間の前半から後半まで蝠

広く分布しており，降雨期間の前半，あるいは後半に雨量

が集中するなど多彩な波形パターンが得られていることが

みてとれる これは，連続して発生させた擬似雨量系列中

の値の大小関係のみを波形パターンとして利用したため，

そのパターンはランダムであり且つ雨量の偏りが解消され

る結果となった．

以上の検証より， 2案を用いることでこれまで困難であ

った実測の豪雨が持つ自己相関性および波形パターンの多

様性を同時に備えた内部波形を得ることが可能であること

が示されたよって，ここで最終的に提示する模擬発生手

法では， 2案の内部波形発生法およびその結果を採用し，

提案する．

5.4模擬発生結果と豪雨中の短時間最大雨量の強度分布

以上の手順で発生させた模擬発生豪雨のハイエ トグラフ

の一例を Fig.11に示す．図より ，降雨強度および内部波形

パターンはそれぞれのデータで異なり，様々な結果が得ら

れていることがわかる ．さらに，豪雨中の短時間雨是の強

度特性を実測と模擬発生豪雨で比較した．各イベン トから

降雨期間中の最大 6, 12, 24, 48時間雨最を抽出しそれら

の出現頻度を比較すると (Fig.12)，全体的に模擬発生豪雨

の方が大きい雨量の出現頻度がやや低いものの，概ね近い

分布形状となっていた．このことから，本手法で 1時間雨

量の強度 とその並びから成る内部波形特性を考慮した結果

として，数時間～48時間等の短時間雨是の強度特性につい

ても再現できていることが確認された．

きる (Minakawaand Masumoto, 2013)．さらに，実測ある

いは気候予測モデル出力のデータ期間毎に本手法での必要

パラメ ータを推定することで，過去から現在まで，あるい

は将来変化すると考えられる豪雨特性の再現にも対応可能
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Fig.11 模擬発生豪雨データの抽出例

Examples of the generated rainfall patterns 

5
 ゜

A
3
U
3
n
o
a
g
3
>
llelnuI
n
3
 

5.5想定される模擬発生豪雨の活用場面

このように対象地区の特性の再現性を十分吟味 したうえ

で得られる模擬発生豪雨は観測値と同様に扱うことが可能

であり，様々な地域や研究分野への適用が期待される．そ

の一例と して，気象の観測期間が短く豪雨資料が不足して

いる地域での豪雨データ補填や，洪水や排水問題の検討と

いった短時間単位の雨量データを必要とする出水解析に対

する入力用データの発生などが挙げられる特に後者では

観測値のみでは困難である様々なパターンの雨量規模およ

び内部波形の組み合わせを想定することができるため， こ

れまで経験的に定められてきた排水計画の計画基準降雨規

模およびその波形の妥当性の評価にも有用といえるまた

気候変動の影蓉評価研究に用いられる気候予測モデルでは

予測値は 日単位で出力される場合が多く，現状では短時間

雨量を必要とする研究への適用が困難である．それらに対

しては，ここで示す時間配分手法を適用することで雨量値

を短時間単位に変換することができ，そのデータは種々の 6. まとめ

流出モデルや排水モデルを用いた解析の入力として適用で

Observed 

---------Generated 

L
O
 ゚

Fig.12 

100 200 

Rainfall amount (mm) 

実測および模擬発生豪雨中の各時間最大雨最の
積算頻度分布

Frequency distributions of maximum rainfall amounts of several 

durations 

である．これらの期間毎に模擬発生させたデータを，種々

の気候変動影蓉評価研究（例えば工藤ら，2012) に適用す

ることで，その影蓉度合いを相互比較することも可能であ

るこのように，本手法では多様な雨量および内部波形の

組み合わせを備えた豪雨を容易に得られる利点があり，得

られるデータは非常に実用的であることから幅広い活用が

期待される

本研究では，地点雨是を対象として豪雨の雨量および内

部波形を模擬発生させる手法を提案し，豪雨の持つ地域特

性と してその発生頻度，降雨強度，内部波形特性の再現を

試み，一連の方法の利用可能性について述べた，本手法の
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特徴および模擬発生結果についてまとめると，以下のよう

である．

1) 本模擬発生手法はモンテカルロ法に基づいており，異

なる雨量規模，内部波形を持つ豪雨データを 1時間単

位で得ることが可能である各手順で実測豪雨より推

定したパラメータを用いる．

2) 豪雨の総雨量は，ガンマ分布に従い決定する．この総

雨量の時間雨量への配分では，時間ステップ毎の配分

割合をベータ分布に従い発生させた．これにより，対

象地区で観測された豪雨の降雨強度を十分な精度で
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3) 内部波形の持つ自己相関特性を有する様々な波形パ 皆川裕樹，増本隆夫 (2010)：実降雨データと温暖化実験データに

ターンを発生させることで，本手法は様々な地域に適

用可能であり，模擬発生させた豪雨は実測データの代

替として種々の課題検討にむけた解析への活用が期

待される．ただし，事前に対象地域の実測豪雨と比較

し，データの妥当性を十分に吟味する必要がある．

4) 本手法は，多様な降雨強度と内部波形パターンを持つ

豪雨データを得られる特性を活かし，種々の解析に対

する入カデータの作成が可能である．そこでは，排水

計画における計画基準降雨の適切な規模や降雨波形

の検討に用いることが想定される他，気候変動の影響

評価においては気候予測モデル出力値の時間配分結

果を利用するなど，幅広い用途が期待できる．
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Abstract 

A diurnal rainfall pattern generator which can statistically reproduce observed characteristics of heavy rainfall in 

target areas was developed. The data are obtained as hourly data, and it is possible to generate a lot of heavy rainfall 

with different patterns of internal structure. We can set any given value as a generation period, and the generator 

composed of four procedures as follows: 1) to decide the monthly event frequency, 2) to generate total rainfall 

amounts for each event of daily rainfall, 3) to disaggregate the total rainfall amount into hourly data, and finally, 4) to 

rearrange disaggregated data series by performing autocorrelation correction. An important purpose of the final step 

is to correct the autocorrelation relation of disaggregated hyetographs. In this process, a hyetograph with 

autocorrelation relation was newly generated by each rearrangement. The hyetographs were used as a reference 

pattern to rearrange the hourly data. Parameters in each step were estimated by using long-term rainfall data collected 

from the target area to reproduce observed characteristics. Here, we set 100 years as the generation period and 305 

events were generated. The data were compared with observed data to verify accuracy of the method. The verification 

results demonstrated that the characteristics of heavy rainfall were reproduced with good accuracy, so these data 

showed availability as input rainfall data for any analysis such as flood simulation. 

Key words : Heary rainfall, Diurnal rainfall pattern generator, Internal structure of rainfall, Autocorrelation 

characteristic, Rainfall intensity 
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