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破堤氾濫現象と氾濫シミュレータ開発
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要旨

大きな水害被害は破堤に伴って発生する。しかし，個別の破堤や氾濫現象を

分析した研究は多いが，多くの事例に基づいて，破堤現象を越水→破堤→氾濫

の各プロセスごとに，詳細に考察した研究はあまりない。そこで，本研究では

これまでに発生した破堤・氾濫現象関連する計算・実験結果，破堤・氾濫現

象に関する各種特性について考え，包括的に破堤氾濫現象を明らかにするもの
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であり，破堤氾濫に関するノウハウ集とも言える。更に甲府盆地を対象にした

氾濫対策として，開発した氾濫シミュレータについて解説した。

キーワード：破堤，越水，氾濫，氾濫対策シミュレータ

I. 破堤プロセス

1. 破堤原因

河道から越水氾濫しても，破堤しなければ，水害被害額は破堤の数十分の 1

と少なくなる。河道の洪水位が堤防高以下になると，越水氾濫は終了するのに

対して，破堤すると洪水位が破堤敷高又は堤内地盤高を下回るまで氾濫が継続
きぬ

するからである。鬼怒JII水害（平成27〈2015〉年 9月）では洪水が約11時間に

わたり堤内地へ流入し続けた。

中小河川も含めて，破堤原因の 7~8割は越水によるものである。侵食や浸

透による破堤も下記のような破堤事例があるが，それほど多くはない。閂間川

（平成16〈2004〉年10月）のように，越水と浸透の複合原因による破堤もある。

円山川では越流水により，裏のり半分が崩壊後，越流しなくなったが，浸透に

より破堤した。
じようがんじ

・侵食破堤：常願寺川（昭和44〈1969〉年 8月），姫川（平成 7〈1995〉年 7
あぶくま

月），阿武隈川支川荒川（平成10〈1998〉年9月）
ながら こかい

．浸透破堤：長良川（昭和51〈1976〉年 9月），小貝川（昭和56〈1981〉年

8月，昭和61〈1986〉年 8月），矢部川（平成24〈2012〉年 7

月）

2. 越水しやすい区間

洪水が越水しやすいのは洪水流下能力が低いか，洪水位が上昇しやすい区間

である（図 1)。多いのは「川幅が狭い」区間か「堤防高が低い（部分的に）」

区間である。特に部分的に堤防高が低いと，越水した場合，越流水が低い区間

に集中して，破堤しやすい（後述）ので要注意である。

堤防高の不陸（凹凸）について久慈川や鬼怒川で現地調査した結果，縦断方

向の不陸を50~100m程度の区間で見て，未舗装区間で最大20cm程度の不陸
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流下能力が低い 河積が狭い一一-E翡誓累品、長い区間

水位上昇しやすい［三ii;;::襲9か低い｛部分的に｝

施設による流下阻害一仁： 堰
床止め（床固め）

堤防高が低い 他施設との交差区間 --e道路取付部

（部分的に） 鉄道交差部

図 1 越水しやすい区間

が見られたl)。舗装区間での不陸は河川により大きく異なり， 10cm以下の河

川もあれば，最大50cm程度の河川もあった。構造的には道路取付部や坂路交

差部における不陸が大きいが，河川規模による大きさの違いはあまり見られな

かった。
かさあ

堤防を嵩上げしたにもかかわらず，軟弱地盤地帯で堤防が沈下したため堤防

高が低い河川もある。拠点的には狭窄部や合流点の上流で越水しやすい。蛇行

区間では流速が速いと，外岸側で水位上昇し，越水する。橋梁上流では流速の

遅い常流（フルード数Fr<l)では水位上昇量は多くないが，影響範囲は長

く，射流では影響範囲は長くないが，水位上昇量は多い。

3. 越水氾濫

越水流量が多くなると，越水深もやや高くなる。越水深以上に越水区間長が

長くなる（越水区間長は越水流量にほぼ比例する）。そのため，越水深は通常

高くても50-60cm程度で，表 lの事例もすべて50cm以下である。局所的に

は山付き堤の上流や部分的に堤防高が低い区間で lm近い越水深となる場合

がある。

越水流量は越水深と関係するが，斜め越流や堤体形状の影響もある。河床勾

配Iが緩い場合は，洪水は堤防と直角方向に越流（正面越流）するが，勾配が

大きくなる (J> 1 / 1580) と，斜め越流するようになる。斜め越流すると，

有効流水幅が狭くなり，例えばI=l/ 1000の場合，正面越流に比べて越水流

量で 2割，破堤氾濫流量で 3割減少する2)。破堤氾濫の場合，斜め越流に加え

て，堤防背後（破堤区間）の死水域の影響も見られる。

堤体形状については，天端幅が狭く，先鋭な形状の堤防の場合，遠心力の作
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用により，越水流量が多くなる。 GovindaRaoによると， h（越水深）IL（天端

幅） ~0.4では， h/L の値が大きくなるにつれて，越流公式の越流係数の値が大

きくなる凡例えば， h/Lが0.5から 1.5に増加すると，流量係数は約 2割増加

する。

越流水は堤防の裏のりを流下するに従って流速が速くなり（のり尻で最速），

水深が小さくなる。堤内地の水深が小さい場合，跳水を発生させ，水深が天端

高（破堤後は破堤敷高）を超える高さになると，潜り越流となる。裏のりに芝

が生えていると，芝の上を滑らかに流下するため，遠くから見ると，水が流れ

ていないように見える。破堤後の住民の目撃証言＊でも，越水ではなく，のり

尻から水が噴いていた（浸透が原因）という証言が得られるが，のり面を流下

しているのが見えず，末端の水しぶきが見えたことに伴う誤解である。

＊工事・水防関係者の目撃証言は信ぴょう性が高い

4. 越水に伴う破堤氾濫

越流水は裏のり尻で堤内地に衝突して，洗掘を起こす。高さ60cmのモルタ

ル模型による水理模型実験の結果，越流水のせん断力は流下するに従って大き

くなりのり尻で最大になることが分かった（図 2)。裏のりに小段がある場

合は，小段に大きなせん断力が作用する。簡単のために，越流水がのり面（一

枚のり）を等流で流下する場合を考える。せん断力はほぽ越水深に比例する式
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図2 越流水によるせん断力分布
出典）吉野ほか：越流水による堤防法面の破壊特性． 19804) 
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となるので，例えば越水深が20cmから40cmに2倍増えると，せん断力も約 2

倍となる。

洪水が越水しやすい区間として，堤防高が低い（部分的に）区間について前
かりやた いからし

述した。平成16〈2004〉年 7月の信濃川支川刈谷田川（中之島），五十嵐川，
くずりゆう あすわ

九頭竜川支川足羽川でも，部分的に低い箇所から越水し，破堤した。例えば

上下流の堤防よりも堤防高が30cm低いと，上下流の越水深が30cmの時低

い区間では60cmとなり，約 2倍のせん断力となるので，被災しやすくなる。

のり尻（又は小段）に大きな洗掘力が作用するため，この部分が最初に洗掘

されることが多い5) （砂堤防の場合，裏のり肩から洗掘される場合もある）。

のり尻が洗掘され，欠損断面が大きくなるほど，水を含み重量が重くなった堤

体は不安定となる。堤体上部には縦方向にクラックが生じ＊，堤体は土塊状に

崩落していく。越流水により，堤防は少しずつ削られていくイメージがある

が，そうではない場合が多い。

＊天端舗装されていると，クラックの発生を抑制する効果がある

この崩落を繰り返し，天端部分が流失（決壊）又は堤体が全体的に崩壊した

時点で，破堤となる。越水してから，破堤に至るまでの時間6)は

・ 0~40分が約 4 割

・ 40分～ 2時間が約 4割

. 2時間以上が約 2割

となり，時間分布にばらつきがある（対象は堤防高1.5m以上の堤防）。大河

川で堤体断面積が大きいほど，破堤までの時間を要する傾向がある。

5. 破堤形状

破堤形状を平面的に見ると，洪水流が縮流して堤内地へ氾濫するため，堤外

地側がやや広い「八の字」形状となる。側面形状は緩やかな中華鍋形状となる

ことが多いが高潮の影響を受ける河口から離れていない場所では，形状が扁

平（中華鍋より平たい）となる場合がある7)。

破堤規模は破堤幅又は洗掘深で評価される。破堤幅は急流河川では広くて川

幅程度となるが，通常は川幅よりも狭い破堤幅となることが多い（過去の破堤

データで破堤幅と堤防高，越水深との相関も確認したが，川幅との相関が高か

った）。川幅100mで破堤幅84m程度，川幅300mで破堤幅112m程度などと想

定される8)。越水深が高くなりやすい合流点の方が合流点以外の区間よりも，

水利科学 No.369 2019 
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図3 堤防高と破堤口の深さの関係

出典）藤本：木曽三川における治水経済調査についての一考察， 1963g) 

破堤幅が広くなる傾向がある。

破堤形状は時間とともに拡大していく。例えば，破堤幅は破堤直後に大きく

破堤（最終破堤幅の半分程度）し，その後時間とともに拡大していくケース

（長良川：昭和51〈1976〉年 9月）が多い。破堤してから最終破堤幅に至る時

間は

. 0~2(}"分が約 4割

・ 20分～ 1時間が約 3割

. I時間以上が約 3割

であり，短時間で進行する場合と，時間を要する場合がある。破堤開始から時
おんが

間に対応して拡大する場合（遠賀川：昭和28〈1953〉年 6月）もある。

破堤部の敷高は元の天端面から見て，堤防高の 2/3～堤防高の約 2倍の深

さが多い（圏 3)。落堀は深くても堤防高の1.5倍程度である（表 l)。越流時

間が長く，高水敷又は高水護岸が残っていると，洗掘時間が長くなり，落堀は

深くなる（新）II,足羽川，鬼怒川）。ただし，最深部は必ずしも堤防中央付近
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表 1 破堤河川の破堤状況

発生
河川名・距離標

越水深
破堤幅

落堀深
備考

年 月 越流時間 堤防高

平成12〈2000〉年 新川16k左岸 6.0m 高水護岸が残る

9月 （庄内川支川）
100m 

砂質土lh20min 4.0m 

平成16〈2004〉年 刈谷田川9.3k左岸 約40cm 2.0m 裏のり 1.3割

7月 （信濃川支川）
50m 

堤体内に松杭30-40min 5.2m 

平成16〈2004〉年 五十嵐川3.4k左岸 約50cm
117m 

4.3m 裏のり植生なし

7月 （信濃川支川） 30min 3.Sm 堤体内に玉石

平成16〈2004〉年 足羽川4.6k左岸 32cm 4.5m 尚水護岸が残る

7月 （九頭竜川支川）
54m 

砂質土lh20-30min 3.0m 

平成27〈2015〉年 鬼怒川21k左岸 30-50cm 4.9m 高水敷が残る

9月 （利根川支川） lh40min 
200m 

浸透の影響は？2.9m 

＊越流時間は越水してから破堤するまでの時間である

で発生する訳ではなく，やや離れた位置で落堀を形成する場合がある。落堀深

の深い事例では東海豪雨（平成12〈2000〉年 9月）の新川破堤において，堤内

地側（道路）に 6mの落堀が形成された。

実績では堤防が 1箇所でも破堤すると，洪水位が下がって，他区間の越水・

破堤危険度が低下することが多い。しかし，刈谷田川（平成16〈2004〉年 7

月）では本支川が6箇所で破堤し，うち 5箇所の破堤時刻が 1時間20分以内
たかはし

（うち 3箇所は同時刻）の同時多発型破堤であった。高梁川支川の小田川（平

成30〈2018〉年 7月）でも本支川の 8箇所で破堤し， うち 3箇所が 2時間以内

に破堤したと推定されている。

II. 破堤氾濫現象

1. 氾濫流の状況

破堤氾濫流の主流は堤防と直角方向に流下するが，建物や道路などの流れを
さえぎ

遮るものがあれば，下流へ流下していく場合もある。氾濫流の流速は，鬼怒川

水害（平成27〈2015〉年 9月）では破堤箇所近くで 4m/s=c 14km/hであっ

た。他事例も含めて見ると，氾濫水は拡散に伴い，（破堤箇所近くで）

14km/h→ （破堤箇所より数百 mで）約 5km/h→ （数 kmで）約 1km/hの

ように減速しながら，一定速度になる 10)。扇状地では速くて 4~5km/hの伝
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播速度となる場合がある（黒部川：昭和27〈1952〉年 7月，昭和44〈1969〉年

8月）が，それ以外の氾濫平野などでは（破堤箇所近くを除いて）概ね I

km/hである（利根川：昭和22〈1947〉年 9月，長良川：昭和51〈1976〉年 9

月，小貝川：昭和61〈1986〉年 8月）。

氾濫流の流速や浸水深には氾濫原の地形や施設などが影響をおよぼす。河川

地形は上流から谷底平野，扇状地，氾濫平野，三角州に分類できる＊。特に山

に囲まれた谷底平野では，氾濫原が狭いため，浸水深が高く，流速が速くな

るII)。扇状地は谷底平野ほどではないが，浸水深はやや高く，流速は速い。氾

濫流は拡散するのではなく，一定幅を持って，やや直線的に流下してゆく。扇

状地における氾濫流向は等高線と直角方向に向かう。

＊中部山岳地帯から流下し，流入する湾の深さが深い富士川・大井川・安倍川（駿河
さ が み じんずう

湾），相模川（相模湾），黒部川・神通川（富山湾）など，扇状地のまま海へ突入する

臨海性扇状地もある

氾濫平野や三角州では浸水深・流速ともそれほど大きくはないが，標高の低

い箇所を通じて下流域に広がる場合があるし，局所的に浸水深が高くなる場所

に注意する。利根川破堤（昭和22〈1947〉年 9月）では，標高の低い旧河道

（古利根川）等を通じて下流へ流下した。たとえ，狭い範囲であっても標高の

低い箇所があればここを通じて氾濫水は拡散するので，氾濫解析でもメッシ

ュを細かくすると，浸水範囲が拡大することがある 12)。また，沼地，閉鎖性流

域（堤防や道路などの盛土に囲まれた地域），埋立地の上流では浸水深に要注

意である。氾濫流を遮るような閉鎖性流域では，盛土により l.5~2mも水位

上昇する場合がある。

氾濫原にある施設では，障害物の少ない道路があると氾濫流が加速して流れ

るし，氾濫水が小河川や水路に流入すると，氾濫原より速い速度で流下し，下

流で先行的に氾濫する（小貝川：昭和61〈1986〉年 8月，鬼怒川：平成27

〈2015〉年 9月）。笛吹川支川を対象に，小河川の排水効果を検討した結果で

は，氾濫流量の 3%以上の排水効果があるのは，大きな支川の合流点付近だ

けであった。一方，氾濫流の直角方向に堤防や道路などの盛土があれば，ここ

で氾濫水は一旦滞留して，浸水深が高くなると，盛土を越流して再度下流への

流下を始める。

地形や建物の影響により，氾濫水が集中する場合がある。佐用川支川の幕山

川（平成21〈2009〉年 8月）では避難途中の11人が農業用水路に流され， 9人
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がなくなった。 これは幕山川の 3箇所からの越流水が道路を通じ流下し， さら

には氾濫流と直角方向の建物に遮断されて，農業用水路付近に集中したためで

ある 。

2. 氾濫水の上昇

マクロな氾濫流の挙動は前述した。 しかし，避難対策などを考える場合， も

っとローカルな氾濫水の挙動を知っておく必要がある。氾濫水の上昇速度は概

ね10-20cm/10分 （筑後川 昭和28〈1953〉年6月，小貝川 ．昭和61〈1986〉

年 8月）である。下水道などからの内水氾濫でもこの程度のスピードで上昇す

る場合がある （福岡：平成11〈1999〉年 6月）ので注意する 。なお，閉鎖性流

域ではさらに速くなる場合が考えられる。

破堤箇所近くの水位上昇を平成16〈2004〉年7月の刈谷田川 （中之島地区・

破堤箇所から 100-300m)を例に見てみる。洪水流と氾濫流をーイ本的に解析で

きる FDS（流束差分離法）による解析の結果，氾濫水は到達直後一気に

授水深
(m) 
4で諾

2 ]i:t且

：三 800

①家の時計が13:05で止まっていた。

②鉄砲水が家の中に飛び込んできて水はすぐ 2階近くまで達していた。

③泥水が来て 3分もしないうちに畳が浮いた。

④午後 1時頃に道路から水がはけないことに気づいた。2階なら安全だと思い，避難し

たがまもなく保育所一体は 2階の高さまで冠水した。

図4 刈谷田川 （中之島）破堤に伴う浸水位上昇状況

出典）川口ほか： 2004年7月新潟県刈谷田川洪水・破堤氾濫流に関する研究，

2005 13) 
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30~70cm上昇し，その後は前述の 2倍である20~40cm/10分の速い速度で上

昇した（図 4)。従って，浸水後20分で，浸水深は70~150cmに達した。これ

は最大で 1階で腰の高さまで浸水する危険な浸水である。

岡山・小田川の氾濫（平成30〈2018〉年 7月）でも，浸水の上昇が速く，浸水

開始後30分で肩の高さ 1.3m（床上）まで来たという証言14)があり，上記した

刈谷田川流域の浸水上昇速度の範囲 (30分で90~190cm)の平均値に近い値で

ある。なお，閉鎖性流域などではこれより速い速度で上昇する可能性もある。

3. 氾濫による被災

前述したように，谷底平野では大きな流体力 (v2h:vは流速， hは浸水深）

が発生するので．建物等が流失する危険性が高い。祈hは流水中の物体に作用

する抗力で，建物流失の目安は v2h> 10m3/s2である。山陰豪雨（昭和58
みすみ

〈1983〉年 7月）の三隅川流域では 5~30m3 / s2 15)，平成10〈1998〉年 8月末
よささ

豪雨の余笹川流域では3.4~31. 4m3/ s2 16)の流体力の氾濫流で家屋が損壊した。

扇状地でも同様の注意が必要である。なお，氾濫流により三隅川流域の三隅地

区の132棟が全壊・流失した。

氾濫平野や三角州では浸水被害が発生する。氾濫水が拡散するので，広い範

囲で浸水被害が発生する危険がある。また，沿岸部では広範囲で高潮災害を受

ける場合もある。伊勢湾台風（昭和34〈1959〉年 9月）では，高潮により貯木

場の貯木が内陸に運ばれ建物等に大きな被害をおよぽすとともに，長期間に渡

って浸水した。事前に洪水ハザードマップや高潮ハザードマップなどで，その

危険性や範囲について知っておく必要がある。

戦後はカスリーン台風（昭和22〈1947〉年 9月）の利根川破堤などのよう

に， 440km2（埼玉，東京）の広大な地域が浸水したり，伊勢湾台風（昭和34

〈1959〉年 9月）では木曽川流域で310km2が浸水した。東海豪雨（平成 12

〈2000〉年 9月）による名古屋市内の浸水範囲は広かった (113kmりが，近年

では五十嵐川破堤（平成16〈2004〉年 7月）で13km叫円山川破堤（平成16年

10月）で12km2, 鬼怒川水害（平成27〈2015〉年 9月）で40kmだいうスケー

ルの氾濫被害が多い］7)。

閉鎮性流域氾濫平野や三角州の沼地，埋立地の上流では浸水深に注意する
なるせ

必要があるし，浸水の長期化の可能性もある。鳴瀬川支川の吉田川破堤（昭和
しない

61〈1986〉年 8月）では，宮城県中部の旧品井沼で11日間にわたって浸水し
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た18)。また，鬼怒川水害（平成27〈2015〉年 9月）でも，茨城県常総市南部で

浸水が 9日間におよんだ。

皿 氾濫対策

1. 氾濫対策の概要

氾濫対策にはハード対策とソフト対策がある。洪水対策以外のハード対策に

は各種氾濫流制御手法がある（図 5）。特に二線堤や誘導水路は効果的である。

代表的な二線堤に，鳴瀬川支川の吉田川破堤（昭和61〈1986〉年 8月）に伴う

水害に対して建設された宮城県大崎市鹿島台町の二線堤（道路盛土を活用）が

ある。また，小貝川水害（昭和61〈1986〉年 8月）時に，氾濫水を排除するた

めに市職員や消防団員により建設された緊急排水路（幅 2mX深さ lm)は

有効であった。排水路により，千代田堀の排水樋門を通じて鬼怒川へ氾濫水が

排水された。

また，ソフト対策としては，情報伝達，水防活動，避難活動などがある。豪

雨•水害時の伝達としては，広報車や防災行政無線による行政情報（水害の発

生，避難勧告・指示， Lアラート），テレビ・インターネット情報（雨量，水

位，警報・注意報水害の発生），地域情報 (CATV, コミュニティ FM, ミ

ニFM)，周辺情報（町内会長ロコミ情報）などがある20)。

水防活動は地域の水防団員による活動で，水害防止にとって重要な活動であ

り，越水防止の土のう積みや侵食防止の木流しエなどが行われるが，地域によ

り体制や技術力は大きく異なる。近年は水害被害の減少により，水防団員の技

術力が低下し，国土交通省の事務所職員に水防工法について尋ねるケースも見

受けられる。

氾濫流制御手法［二ニ一蓋信□、門〗［這喜誓;ii
拠点防御 ----c輪中堤 ：長良川，雄物川，桜川

耐水性建築物 ：神田川流域ほか事例多数

図5 主要な氾濫流制御手法

出典）末次ほか：二線堤の氾濫流制御機能と被害軽減効果， 200019) 
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最後に。避難活動は初動活動のなかで減災に重要な活動で，各市町村がその

責任を負っているが，水害規模が大きい場合には広域避難について検討した

り，都道府県も活動に参画する。水害時の再避難（平成16〈2004〉年水害な

ど）が起きないように，浸水に安全な避難所を指定する必要があるが，低平地

では十分な数を確保できない恐れがある。

そこで，高層ビル・マンションや民家を一時避難所に指定したり，学校の 2

階以上の教室を活用したり，ショッピングモールの空きスペースの活用などが

考えられる。また，次節に示す避難情報提供システムとしての氾濫シミュレー

タの構築・活用が望まれる。

2. 甲府盆地における氾濫対策

山梨県甲府市が位置する甲府盆地を対象に，氾濫対策を考えてみる。盆地で

最も危険なのは釜無）II・笛吹川合流点（閉鎖性流域）における高浸水深が長期

的に続くことである。沿川に排水ポンプはあるが，河道水位が高い状態では排

水することができない。そこで，考えられるのが可動式の排水ゲートで，堤防

高を低くしておき，そこに遊水地の越流ゲートのような転倒式の排水ゲートを

設置する。堤防上部から氾濫水を排水できるので，河道水位が氾濫水位より低

くなった段階から，調整しながら排水することができる利点がある。

次に避難対策について考察する。甲府盆地のなかで，釜無川・笛吹川・荒川

に囲まれた地域＊内には，（地震時を除く）浸水時に使用される避難所が50箇

所ある。内訳は小学校21(6)，中学校 9, 公民館4(2)，児童館 4(3)，ス

ーパー 3(3)，高校 3(I)，福祉センター 2(I)，その他4(I) である。な

お，他にも避難場所はあるが，平場の公園などが指定されており，今回の考察

の対象としていない。

＊釜無川左岸の破堤による氾濫水は，荒川の堤防を越えないため， 3河川で囲まれた地

域が氾濫域となる

避難所の浸水安全度を避難所の床高と周辺道路高との比高で見ると， Im以

上が30%ある一方， 50cm未満（前段落の（）内の数字）も34%もある。す

なわち，浸水時には浸水に対して安全な避難所が不足する可能性があり，高層

ビルなどを一時避難所に活用することも，今後検討する必要がある。また，氾

濫が発生した際に，避難所が浸水していないかどうかの情報に基づいて，避難

誘導を行うのが良い。
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氾濫に伴う浸水情報も重要であるが，今後の浸水予測も必要となる。山梨大

学では計画雨量（確率 1/ 100)又は L2雨量（想定最大規模降雨）に基づく氾

濫解析結果をパソコンの画面上に表示する氾濫シミュレータを開発してい

る21)。従来のシミュレータとは，氾濫による避難所の浸水状況及び安全度を画

面上に表示できる点が異なっている。

3. 氾濫シミュレータ

本シミュレータは釜無川の左岸破堤に伴う氾濫流の挙動を予測するシステム

である。すなわち，降雨規模 (2通り）と破堤箇所 (8箇所）の16ケースのな

かから選択したケースに対して，浸水深分布を破堤 4時間後までの30分ごと

（破堤後の経過時刻）と最大浸水深の 9通りが表示できる。想定破堤箇所は重

要水防箇所，湾曲部，重要施設（市役所など）などを考慮しながら設定され

た。

対象洪水は計画雨量には昭和57〈1982〉年 8月洪水， L2降雨には昭和47

〈1972〉年 7月洪水の流量ハイドログラフを採用し， H～ Q曲線を用いて水位

に変換して氾濫流量を計算した。釜無川は急流河川のため，斜め越流の影響を

考慮した（前述）。氾濫計算では高精度の二次元不定流モデルを用いて，建物

占有率と土地利用に対応して設定した粗度係数により，時間・メッシュ (50x

50m*) ごとの氾濫状況（浸水深）を予測することができる。

＊国土地理院の数値標高モデル・データ (5X 5 m) を用いて，メッシュの標裔データ

を作成した
しきい

氾濫計算の計算時間間隔は 1秒で，計算が発散しないよう，氾濫水先端の閾

値を 1mmに設定し，また道路などの盛土 (50cm以上）やカルバート（幅 6

m 以上）の影響も考慮している。盛土は中央自動車道国道20号，新山梨環
みのぶ

状道路 JR身延線を対象に本間公式により越流計算を行っている。カルバー

トは中央自動車道，国道20号，新山梨環状道路を対象に，境界メッシュの透過

率として与えた。なお，流域内の小河川や水路による排水，ポンプ排水などは

考慮していない（安全側の評価）。

避難所安全度は避難所の床高 F（周辺道路高との比高）と避難路（道路）の

浸水深 hから，以下のように評価している22)。安全度は危険，やや危険，注

意，安全浸水なしの 5段階で表示されている。なお，避難路の浸水深が

50cm以上になると，避難は困難となる条件である23)。
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l)浸水深 h<O. Im→浸水なし

3)F ~ O. 5mの場合

F ~ h →危険

0. 5m ~ h < F→やや危険

0. 2m ~ h < 0. 5m→注意

2)h <O. 2m→安全

4)F<0.5m 

h ~ O. 5m→危険

F ~ h <O. 5m→やや危険

h < F→注意

かい づつみ

一例として， L2降雨に伴う洪水により，甲斐市 ・信玄堤近くの堤防

(Kl86:北側の■）が破堤した時の氾濫状況 （破堤 4時間後）を見てみる （図

6)。破堤幅は川幅の451mとし，破堤敷高は堤内地盤高 （高水敷は氾濫流によ

り侵食と仮定）としている。氾濫流は中央自動車道 （中央 ・南北方向）と国道

20号の影響により， 2方向に分かれて，4-6 km/hの速度で流下し，南下した

氾濫水が集積する笛吹川 （南側）沿いの浸水深が高くなっている。また，盛土

の影響により ，中央自動車道の上流の浸水深が高くなっている。なお， L2降

雨は632mm/2日と ，計画雨量 (315mm/2日）に対して約 2倍であり外水

氾濫以外に流域平均雨量 （昭和57〈1982〉年 8月雨量を引き延ばし）に よる湛

口

• ややえ険

0 ：注意

0 ：安全 •9/ 

● ：浸水なし、シ Iてグ． 玉ェユイ凡

>・ 

図 6 釜無川破堤に伴う氾濫と避難所の安全度（破堤 4時間後）

出典）内田：i咸災への活用を目指した実践的氾濫シミュレータの開発に関する研究
201924) 
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水も考慮している。

避難所安全度を見ると， L2降雨に伴う浸水で危険な避難所は破堤後 2時間

では 7箇所であったが， 4時間後には12箇所に増加した。破堤4時間後の危険

又はやや危険な避難所は約 4割であった。また，破堤4時間後の L2降雨によ

る氾濫に伴う安全度を計画雨量に伴う安全度と比較すると，危険またはやや危

険な避難所は約 2倍となった。

【L2降雨 2時間後】 【L2降雨 4時間後】

．危険 7箇所 (14%) → 12箇所 (24%)

・やや危険 10箇所 (20%） → 7箇所 (14%)

・注意 6箇所 (12%） → 8箇所 (16%)

•安全 1箇所 (2%) → 7箇所 (14%)

・浸水なし 26箇所 (52%） → 16箇所 (32%)

【計画雨量】 【L2降雨 4時間後】

．危険 1箇所 (2%） → 12箇所 (24%)

・やや危険 8箇所 (16%) → 7箇所 (14%)

・注意 8箇所 (16%） → 8箇所 (16%)

•安全 6箇所 (12%） → 7箇所 (14%)

．浸水なし 27箇所 (54%） → 16箇所 (32%)

この他，避難所をクリックすると，浸水深の時間的変化以外に，避難所の諸

元データ（収容人数備蓄品，住所，階層，直近河川からの距離）も表示さ

れ，避難所の選定や避難誘導に活用することができる。浸水と重なった避難

所，市役所などの背景地図を見やすくするよう，浸水の色を調整する浸水透過

度の機能もある。

本シミュレータは基本的には豪雨・水害時の避難行動の支援システムであ

り，市町村が避難勧告や指示を発令したり，避難所への誘導に活用できるもの

である。ただし，水害が発生していない通常時に，防災訓練や避難訓練，研修

に活用することも可能であり，訓練・教育用のツールともなりうる。
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