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Flood Risk

• Flood consequences
– Economic damage
– Loss of life including evacuation

• Flood probability
• Flood Risk

– Economic risk
– Risk loss of life

Flood Risk
氾濫リスク

• 水害の影響

– 経済被害

– 避難を踏まえた死者数

• 氾濫確率

• 氾濫リスク
– 経済リスク

– 死亡リスク

リスク確率 影響



Flood consequences

• Flood scenarios
– Current situation
– Climate change

• Consequence estimates for each 
scenario
– Economic damage
– Evacuation
– Loss of Life

Flood consequences
水害の影響

• 水害シナリオ
– 現状

– 気候変動

• シナリオごとに影響を想定
– 経済的被害

– 避難

– 死者数



Flood consequences
Evacuation

• Lead times are relatively short (“short” <3 hours, “long” >3 hours)
• Difference between vertical evacuation, shelters and evacuation 

outside threatened area are not included
• People's awareness has positive effect on evacuation

Flood consequences 水害の影響
Evacuation 避難

• リードタイムは比較的短い（「短い」<3 時間、 「長い」>3 ）
• 垂直避難、避難所、危険地域外の区別はしていない。

• 人々の意識が高いと避難の効果が上がる。

水害の脅威

リードタイム無し 短い
リードタイム

長い
リードタイム

平均値（期待値）＝0.4ｘ0% + 0.3ｘ41% + 0.3ｘ44% ＝ 26%

避難した 避難した 避難した



• Jonkman & Maaskant mortality functions mostly applicable to larger 
flooded areas

• Other methods aiming to capture more local processes and effects 
• Local situations also have a large impact on the loss of life 

determination, 
– Type of building constructions 
– Age distribution of population
– Weather conditions 

Flood consequences
Loss of Life

Mortality

Approximately 620 fatalities

• ヨンクマン＆マースカントの死亡関数は大きな浸水域に適用可能である

• より局地的な特徴や影響を反映させるためには他のメソッドが必要である。

• 局地的な状況も死亡数に大きな影響を及ぼす。
– 建物の構造

– 住民の年齢層

– 天候

Flood consequences 水害の影響
Loss of Life 死者数

死者数 約620人

死亡率



Flood Risk
Local Individual Risk (LIR)

• This provides insight in the probability that a person at a certain 
location will lose his live due to a flood

• Local individual risk increases by factor 4-5 due to climate change
– 50% of the difference is caused by the increase in failure probability 
– 50% by the increase in loss of life

• Dutch policy LIR < 10-5 p/y

Climate change

Current situation

Flood Risk 氾濫リスク
Local Individual Risk (LIR) 個人死亡リスク（LIR）

• ある人がある場所において、水害により死亡する確率を示すものである。

• 個人死亡リスクは、気候変動により４～5倍増加する。
– この差のうち50％が、破堤確率の増加に起因する。

– 増加の50％は死者数に起因する。

気候変動

現状

• オランダの政策において、

個人死亡リスク＜10-5人／年



Reflection

• Uncertainties play an important role in the process to determining 
flood risk flood probability has the largest impact

• Local Individual Risk is a relative new risk measure that gives 
good insight in the risk to loss of life

• Local Individual Risk makes it possible to compare locations/cities 
on the risk to loss of life

Research questions
• Evacuation: 

– Distinction between evacuation locations
– People's awareness
– Including more actual Japanese evacuation events

• Loss of Life: 
– Japanese building type
– Distinction between evacuation locations

Reflection
考察

• 氾濫リスクを求める際に、不確実性が重要な要素となる。→うち氾濫確率
が最大の影響を及ぼす。

• 個人死亡リスクは比較的新しいリスク対策であるが、死亡リスク検討に有
効である。

• 個人死亡リスクにより、異なる場所／都市間における死亡リスクの比較が
できる。

研究課題

• 避難:
– 避難先による区別

– 人々の意識

– より多くの事例における避難実績を含めていく。

• 死者数:
– 日本の建物構造

– 避難先による区別





Flood consequences
Economic damage

• Damage calculation with the use of Japanese damage model
• Approach Japanese model is similar to Dutch model
• Local high value / vital infrastructure, insight in local high value 

infrastructure is important to check

Flood consequences 水害の影響
Economic damage 経済被害

• 日本の被害モデルを用いた被害計算

• 日本のモデルによるアプローチは、オランダのモデルと類似している。

• 局地的に価値／重要さの高いインフラと、その考え方については、必ず
チェックする。



Flood Risk
Economic risk

• Economic risk increases by factor 5-6 due to climate change
– 50% of the difference is caused by the increase in failure probability 
– 50% by the increase in economic damage

Climate change

Current situation

Flood Risk 氾濫リスク
Economic risk 経済リスク

• 経済リスクは、気候変動により５～6倍増加する。
– この差のうち50％が、破堤確率の増加に起因する。

– 増加の50％は経済被害に起因する。

気候変動

現状


