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水災害

原因 ハザード Hazard→（氾濫リスク） ハードの対応（※治水）
気象→ 豪雨 →洪水 →河川の氾濫 治水（河川堤防・ダム）
[台風・前線] （外水氾濫←溢水，破堤）

→雨水排除不良→内水氾濫 内水（下水道・排水機場）

→斜面崩壊・土石流→土砂災害 砂防

高潮 →氾濫 海岸堤防（高潮堤防）

地震→ 津波 →氾濫 海岸堤防

↓

水災害リスク Risk（生活，営業／社会・経済）
↑ Exposure ↓発災（Damage）

水防災 水防・避難（市町） 締切・排水・応急復旧（ハード管理者）
救急・救命
被災者支援

※河川法→治水＝河川について，洪水，津波，高潮等による災害の発生を防止
河川砂防技術基準→洪水防御 2



治水～洪水防御 ←連続堤防・洪水調節施設
（洪水を川に押し込める）←河川管理行政

←計画・設計・施工・維持管理
↑
外力想定 計画対象洪水←計画対象降雨 ←計画規模

（確率年 Return period）

外力来襲（ハザード）：確率的 ～ 計画規模・整備進捗途上
↓
整備レベルを超過する外力

↓

発災（災害が起きる） ←いつ？どこで？ ←整備能力の認識（発災閾値）

↑

水防災
被害を避ける・軽減する
・水防活動
・避難．．．．．．．．～生命を守る
・災害対応．．．． ～社会・経済・日常生活の壊滅的な被害を｢減災｣
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河川における治水＝洪水防御 ←水系治水
流域に降った雨を水系に集め，（河道・堤防からあふれずに）安全に流す

↑
計画→設計→工事→維持管理

〇洪水防御計画の流れ
・計画対象区間
・計画基準点 →流域（集水域）
・計画規模 ←確率年return period （雨量→河川流量→河川水位）

↓
・計画降水量 降雨継続時間内の累積降雨の流域平均 ←地上雨量データ

←年最大値を標本 →確率分布の検討 （Thiessen分割）
↓

計画規模（確率年）に応じた計画雨量（累積流域平均）

・計画対象降雨（時空間分布）
←実績降雨の例から引き伸ばしをして作成

引き伸ばし率を流域平均で想定各小流域にもあてはめる
小流域（支川流域あるいは流出モデルを装着する面積要素）ごとの
ハイエトグラフを引き伸ばす
※引き伸ばしの最大を規定，時空間分布に偏りのあるものは棄却
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流出解析 小流域（流出域と流路）と河道
↑ ↑

流出モデル 河川モデル（水理モデル）

貯留関数法→流出域・流路 １次元不等流
タンクモデル→流出域

↑
適切なパラメータ ←地形・地質／土地利用 対象実績降雨の再現計算で規定

流域の湿潤具合（rsa）．．．計画値
↓
・基準点（主要点※）流量．．．．ハイドログラフ（流量時間曲線）

基本高水 ←複数の計画対象降雨から計算される
基本高水ピーク流量 →基本方針の案として最大のもの採用

↓ ↑ 洪水調節

・計画高水流量 ←河道限界流量

↓ 河道水理解析 ←1次元不等流（最近は準2次元不等流）
↓ ［計画河道 勾配，断面，粗度]

・計算水位 ＜計画高水位（HWL）
＋局所的水位上昇量(Dh)：湾曲部外岸水位上昇量など

※計画高水位（HWL） ←計画高水流量に対する計算水位包絡
社会的条件，歴史的経緯 （極力既往高水位以下） 5



河川計画の構造
河川整備基本方針 ←社会資本整備審議会 長期目標
河川整備計画 ←流域委 20～30年で実施
河川整備計画をステップアップ（段階的に）基本方針レベルを目指す

基本方針：
・計画規模＝確率年 Return period
・基本高水ピーク流量 ←計画対象降雨の流出解析

←既定計画（工事実施基本計画），その他
↓ ←ダム群による洪水調節（季節ダム～予備調査）

・計画高水流量
・計画高水位

整備計画：
・整備計画流量（基本高水）．．．．戦後最大規模←流域委

→相当確率年→計画対象降雨
・整備計画河道流量（既設ダム）

↕ 比較→整備メニュー
・各断面の流下能力 ←現状河道で安全に（HWL以下※）流せる流量

※堤防天端‐余裕高の断面 6



整備計画メニュー

・ダム等による洪水調節～整備計画河道流量を逓減させる
→ダム計画→ ダム設計

・①計算水位＋②Dh ＜ HWL →河道計画→ 河道設計・堤防設計
①←準２次元不等流計算
②←湾曲部外岸水位上昇など

・計算水位の低減←引き堤
河道掘削（高水敷掘削・浚渫）
河道整正／樹木伐開

・築堤 堤防天端→HWL＋余裕高
堤防形状→定規断面
洗堀・漏水対策 ←堤防設計要件

・流域対応 ←流域貯留
↑
代替案比較 ←「今後の治水対策の在り方に関する有識者会議」 2009～

（ダム検証）

↑
費用便益比 便益：整備による浸水想定の減少→浸水域の資産被害防止

規模別被害～確率→期待値 （治水経済マニュアル）
7



計画→設計→工事→維持管理

設計：
河道 河道計画流量の水位＜HWL

準2次元不等流計算←河道形状，粗度・障害物，勾配

堤防 HWL以下の洪水を安全に（破堤せずに）流下させる

破堤原因 設計 基本設計

越流→天端．裏法侵食 天端高 定規断面
浸透→裏法すべり，パイピング 浸透経路長※ 天端高＝HWL+余裕高
洗堀→表法侵食 侵食代 2割法の台形断面

※照査 円弧すべりの安全率
動水勾配のチェック

→遮水工／護岸・水制の設計

ダム 洪水調節容量 ←ピークカット →サーチャージ水位
洪水調節ゲート

有効貯水容量 ←多目的ダム →常時満水位
計画堆砂量
ダム高←設計洪水位 （200年確率洪水を非常用洪水吐で）

←不飽和浸透解析
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計画→設計→工事→維持管理

工事：
整備計画（20～30年）
メニューの順序

ダム（洪水調節施設）工期→全区間に流量低減効果
断面の流下能力向上（築堤・断面拡幅）．．．下流から

工事進捗管理→流下能力図の変化※

維持管理：
維持管理の対象：
堤防：破堤にかかる変状．．．沈下，侵食，亀裂，孕み出し，．．．
河道：疎通能力にかかる変状←河床上昇，河道内樹林

堤防への影響（侵食・洗堀←水衝←河床変動・樹林化）
構造物：劣化，変形

↑
維持管理計画←維持管理流量※
↑
巡視・点検・評価 ⇔ 記録 RIMDAS

平時
洪水中→とくに浸透・洗堀のよる破堤兆候発見→水防基準 9



水防災

・治水整備の現状レベルを把握（発災閾値）
・水防災計画
ハザードマップ
浸水想定：計画外力←整備途上認識

可能最大外力←超過外力(天変地異）
←避難勧告等の対象

タイムライン
発災前の避難（命を守る）・準備
発災後の対応（壊滅的被害を回避・早期復旧）
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水防基準水位

水位 危険度 洪水予報 避難情報
(気象庁・河川管理者) (市町村)

水防団待機水位 １
氾濫注意水位 ２ 氾濫注意情報
避難判断水位 ３ 氾濫警戒情報 避難準備情報
氾濫危険水位 ４ 氾濫危険情報 避難勧告等
氾濫 ５ 氾濫発生情報 避難指示

※内閣府H17「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）」→H27見直し
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☆基準水位観測所

水位観測
↓

水防基準水位

水防基準点での水位に
置き換えて規定

↑
受持ち区間のなかで
最も危険なところで
判断
・氾濫危険水位
・避難判断水位
を想定

↑
越流・破堤を想定した
避難体制
↑
浸透・洗堀破堤
（越流なき破堤）
←水防巡視に依存
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・リアルタイム水防災
水防災計画の実施←外力が水防災計画のそれと異なる降雨･洪水

↑
基準観測点水位ハイドロ
過去･･････････････現時点･･･････････将来
観測値時系列 現時点観測水位 予測水位

リアルタイム洪水予測（流出解析+河道水理解析）※
↑ ↑

リアルタイム観測雨量 予測雨量
（XRAIN ） （短時間雨量予測）

※流出モデル→[基準点] → 河道水理モデル ←下流端水位(潮位)
Q～H ↑

水位観測・データ同化

将来予測水位変化→水防基準水位への到達時間の予想．．．準備
今後の各タスクの実施予測時刻
←タイムラインの相対時刻読替え
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水防災

フェイズ０ 事前 ←避難・水防 市町←河川管理者←気象庁

フェイズ１ 破堤抑止→荒締切→応急復旧 ←堤防決壊シミュレーション
(０～72時間） 排水→啓開 資材機材の搬入

救出（←逃げ遅れ） 救急・救命 （備蓄・管理）
ライフラインの復旧（Security, Water, Energy, Access, Telecom1）

フェイズ２ ．．．．．．
フェイズ３ 本復旧
・・・・ 復旧

↑ これ以前の課題： 水防計画（ハザードマップ）
タイムライン 住民の啓蒙

地域のBCP←事業所BCP
洪水予測技術←水理・水文観測

災害が大規模化すると，対応が広域化
機能 多様化
関係者 広範囲→広域連携

↑
防災計画→危機管理計画
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水災害（豪雨・洪水）への備え

治水

・治水計画
↓

・設計 河道・堤防
洪水調節施設

↓
・工事（進捗）

↓
・維持管理

治水効果の評価

水防災

水防災計画
ハザードマップ

タイムライン
リアルタイム水防災

↑
洪水予測←水理・水文観測

災害経験

戦後の台風
カスリーン
伊勢湾台風
室戸台風 etc.

長良川水害1976
（安八破堤）

東海豪雨 2000

ゲリラ豪雨多発

激甚な災害
東日本大震災2011

鬼怒川水害2015

西日本水害2018

工事実施基本計画
（1960年代）
↓
治水工事進捗
↓
技術の進展

←河川工学の進化
河川法改正 1997
基本方針・整備計画

気候変動

都市型水害
水防災の意識低下
（水防組織弱体化）

水防法改正

新しい治水・水防災 15



頻発する豪雨・洪水災害（2000以降）

東海豪雨2000
・破堤 新川（←庄内川から洗堰で分派）

直轄⇔県管理

・都市型水害 ライフライン寸断
→ハザードマップ

・河川/内水複合災害
洪水・ポンプ運転調整

・集中豪雨

恵南豪雨
・矢作ダム ←但書き操作

ダム下流部で洪水災害

・土砂災害
沢抜け→ダム堆砂進行

線状降水帯 16



特定都市河川浸水被害
対策法（2003）

浸水想定→ハザードマップ

河川～下水道連動
東海豪雨で検証

破堤機構に関する研究
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2004 台風10個来襲 →200名以上の犠牲

・破堤：五十嵐川・刈谷田川，
足羽川，円山川破堤

↓
破堤機構

・ダム操作 異常洪水時防災操作
下流の水害への被害（放流を絞る）

・避難の課題 ←氾濫水の伝播
←災害弱者の犠牲

←ハード整備とソフト体制の連携
18



2005 ハリケーンカトリーナ
高潮→ニューオリンズ水没，1000人以上の犠牲者
→広域避難・緊急対応 ←FEMA（連邦危機管理庁）
→日本三大湾での対応→ 「東海ネーデルランド高潮洪水地域協議会」

TNT

2008 岡崎豪雨，都賀川水難事故
←ゲリラ豪雨
（1999練馬豪雨・福岡豪雨）

→XバンドMPレーダーの配備
（降雨観測の時空間解像度向上）

浅野川水害 ←線状降水帯

2010 可児・八百津豪雨 ←ゲリラ豪雨 19



2011 東日本大震災・津波
→津波防災 L1（100年に一度のレベル）．．．．施設対応

L2（1000年に一度のレベル）．．．ソフトで対応
津波防災まちづくり・地域計画

→河川の耐震・津波対策

紀伊半島豪雨災害 深層崩壊→天然ダム

庄内川洪水 →名古屋で100万人避難勧告 東海豪雨の再来
避難の問題：避難情報⇔市民の避難行動

2012 九州北部豪雨・矢部川破堤
破堤←パイピング

2013 京都水害 嵐山水没，地下鉄水没
←ダム操作

2014 梨子沢土石流
広島土石流災害→局所的同時多発
↑ 大規模土砂災害

線状降水帯
20



水系治水の着実な実施 ←河川整備計画
にもかかわらず．．．．

2000 東海豪雨 都市型水害 ←河川・下水道連携 破堤・但書き放流
ハザードマップ 土砂災害

2004 台風10個来襲，200名以上の水害犠牲者 ←破堤
都市だけに限らない →ソフト体制とハード整備の連携

2005 ハリケーンカトリーナ（高潮） 巨大災害 大規模浸水→広域事避難
危機管理行動計画

2008 岡崎豪雨・都賀川水難事故←ゲリラ豪雨 ←XバンドMPレーダの配備
（1999練馬豪雨．福岡豪雨 →都市水害）

2010 可児・八百津豪雨←ゲリラ豪雨

2011 東日本大震災・津波 巨大災害 L1, L2の概念 ←国土強靭化計画2014
紀伊半島水害 深層崩壊～天然ダム

2013 九州北部豪雨 矢部川破堤←パイピング

←水防法･河川法改正 2013．．．．水防への河川管理者への関与（協力義務）

2014 広島土石流災害 同時多発 ←大規模土砂災害
↑ （表層崩壊） ⇔梨子沢土石流
線状降水帯 21



2015 鬼怒川水害 破堤→広域氾濫 事前避難～救出（ヘリコプター等）
←線状降水帯 ←Xバンドレーダの減衰→CMPレーダ
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2016 熊本地震
岩手岩泉水害 高齢者施設の被害

北海道水害 破堤→広域同時多発

2017 九州北部豪雨 土砂災害・流木災害
←2012豪雨の再来

23



〇大規模水害

大規模水害（治水だけでは守れない）への危機管理 ←近年の大水害の頻発

↑ 地球温暖化への｢適応策｣ ←気候変動に伴う極端現象

国土強靭化計画 基本法2013 ←東日本大震災2011

強靭性⇔脆弱性 リスクマネジメント ハードとソフト

水防法･河川法改正 2013．．．．水防への河川管理者への関与(協力義務)
水防災社会再構築ビジョン2015 ←鬼怒川水害 →緊急行動計画2017

2015 想定最大規模 →浸水想定
2017 水防法の一部改正

｢大規模氾濫減災協議会｣の創設

想定最大規模降雨 L2
当該河川に過去に降った雨だけでなく近隣の河川に降った雨が当該河川でも
同じように発生すると想定
↓
日本を降雨の特性が似ている15の地域に分け，
それぞれで過去に観測された最大の降雨量により設定
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L2 浸水想定
L2想定最大規模降雨

↓

対象流域平均雨量として，
各小流域のハイエトグラフを引延し
↓
流出解析･水理解析
↓
越流･破堤シナリオ→氾濫計算

↓

1）浸水想定区域図←最大真水深のオーバーレイ
2）浸水継続時間←浸水深0.5m以上の継続時間
3）家屋倒壊等氾濫想定区域図

←氾濫流または河岸侵食で家屋流失・倒壊の恐れ

→2），3）については水平避難（事前避難）

これまでの治水の基本方針の
計画対象降雨を対象にした流量を
現在の整備状況下で河道に流下させ，
これまでの浸水想定（計画外力L1対象）
と同じ手法で計算

25



名古屋市西区の
ハザードマップ

浸水想定区域図
◇庄内川･矢田川

（国管理）
←１/200降雨

◇新川･五条川
（県管理）

◇内水 （市管理）

（名古屋市提供）26



Hazardシナリオ 計画規模（1/150）→想定最大規模

27



想定最大規模降雨による浸水想定（揖斐川・長良川・木曽川・庄内川）

揖斐川 長良川 木曽川 庄内川
28



阿賀野川水系浸水想定区域図
阿賀野川・早出川

L1浸水想定区域図 L2浸水想定区域図
（計画規模） （想定最大）

家屋倒壊等氾濫想定氾濫区域（氾濫流）

浸水継続時間

29



手取川･梯川流域のそれぞれの
想定最大規模降雨（L2）の
浸水想定で使用可能な避難所

梯川流域のL2対応避難所が，
手取川流域のL2による氾濫で
使用不可！

北陸地整金沢河川国道事務所提供

30



梯川流域に着目した近年の降雨のパターン ←XRAIN

CASE1 2013年7月出水
（流域平均総降水量230mm）

CASE2 2013年9月出水
CASE3 2017年8月出水

31



2018 西日本水害
前線上で線状降水帯 西日本で激甚な水害 →200名を超える犠牲者

倉敷市真備町で高梁川水系
小田川が破堤氾濫

32



肱川 野村ダムの異常洪水時防災操作
（但書き操作）

→急激な増水で被害

33



桂川日吉ダムの操作

2013

34



０６年には１期島全体を取り囲む止水壁を建設。外部の高潮の影響で、島内の地下水が
上昇しない対策が取られた。また、防潮壁のかさ上げ工事も順次実施。
現在、通常の水位から防潮壁が約５メートル高くなる設定になっているという。
大阪府で過去最高の潮位２９３センチを記録した１９６１年の第２室戸台風と同等の潮位
となった上で、５０年に１度の高潮や高波が来ても波が防潮壁を越えない想定だった。

台風21号

強い勢力
（低気圧）

↓ ↓
高潮←強風



まとめ

戦後の台風災害 → 治水整備 → 工事実施基本計画
カスリーン，伊勢湾台風．．． ．．．長良川水害

↓
基本方針・整備計画 1997 ←気象観測・予測技術の発展

2000年以降も様々な形態の水害

都市型 ←内水（下水道・ポンプ）～中小河川との連動
←ゲリラ豪雨 →レーダ雨量計（C, X‐MP, PAR）
←水防災力の脆弱さ →ハザードマップ，タイムライン
←災害形態（ライフライン） →BCP 高解像度降雨予測

土砂災害 深層崩壊 ↑
表層崩壊 ←線状降水帯 → レーダ：C→X
流木連動 ↓

大規模氾濫（鬼怒川・小田川） ←レーダ：XMP→CMP CX合成
↑

L2浸水想定 →危機管理 タイムライン
↑
水系治水の破綻：破堤，ダムの限界→異常洪水時防災操作（但書き放流）

←治水システムの検証 36


