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1. はじめに

近年,集中豪雨による災害が多発しており, 2017 年の

７月九州北部豪雨, 2018 年の西日本豪雨, 2019 年の台

風 19 号で記録的な大水害が発生した。強烈な大雨が日

本列島にもたらされたことが災害発生の主な原因であ

る。災害に対して脆弱な日本の土地利用がその被害を

増大させたと考える。特に,中山間地域では, 洪水や土

石流発生のリスクが高い地域に住居区域が拡大してお

り, それに伴う災害脆弱性の増大が懸念されている。し

たがって, 河川堤防の嵩上げや砂防堰堤の設置などの

ハード対策が被害軽減のために必要不可欠であるが,

近年の豪雨災害の激甚化を鑑みると, ハード対策だけ

では治水対策として不十分であり, 脆弱な土地利用の

改善といったソフト面の対策を迅速に進めていく必要

があると考える。本研究では, 滋賀県大津市荒川地区を

対 象 地 と し , 汎 用 土 石 流 氾 濫 シ ミ ュ レ ー タ

「HyperKANAKO」により土砂・洪水氾濫解析を行っ

て災害リスクの高いエリアを把握し, 効果的な治水対

策を提案することを目的とする。 

2. 対象地の概要

滋賀県大津市荒川地区は比良山地の山麓に位置して

いる。この地域には淀川水系で 1 級河川の大谷川が位

置している。大谷川は流域面積が 7.2 𝑘𝑚2で, 河川勾配

は上流部で 9°, 下流部で 3°の河川である。この地域

の治水対策としては 1935 年の

土砂災害を契機として建設され

た高さ 30ｍの砂防堰堤と図 2.1

に示す獣害対策と土石流対策を

目的としたしし垣がある。 

しし垣が土石流対策として築

かれているのは全国的に珍しく,

どの程度氾濫を留めることができるのかは不明である。

図 2.2 に示すように， 荒川地区にある老人ホームは洪

水リスクが比較的に高い大谷川沿いに位置している。

要援護者の人々は迅速に避難することが難しいため, 

災害リスクの低いエリアに住むべきであり, 土地利用

を見直す必要性が考えられる。 

3. 流出解析

3.1 地形データの設定 

地形データは国土地理院基盤地図情報の数値標高 5

ｍメッシュ地形データをバイナリデータに変換して使

用する。地形図は縮尺が２万５千分の 1 である。 

流出範囲は図 3.1.1 に示すように設定し,2 次元領域は,

縦 1.7 ㎞、横 2.2 ㎞とする。

図 3.1.1 流出範囲 

3.2 ハイドログラフの作成 

本研究では,表 3.2.1 に示す 1935 年に発生した京都大

水害時の 1 時間降雨量と観測史上最大規模の 1 時間降

雨量のデータを用いる。 

図 2.1 しし垣 

図 2.2 老人ホームの位置 
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ハイドラグラフ作成にはピーク流量が必要となるた

め , 洪水時ピーク流量

と土石流ピーク流量を

合理式等を用いて算出

した。算出したデータからハイドログラフを設定する。 

今回の解析では,土石流流動継続時間を 2400 秒に設定

し,図 3.2.1 のような台形形状とした。 

今回の解析は,以下の条件の組み合わせを変えた 8 ケー

スにしし垣を設定した１ケースを加えた 9 ケース実施

する。 

・地形条件

① 砂防堰堤なし

② 砂防堰堤あり

・供給ハイドログラフに与える条件

❶京都大水害時の日最大 1 時間降水量＋土砂濃度０

❷京都大水害時の日最大 1 時間降水量＋土砂濃度 0.30

❸観測史上最大規模の 1 時間降水量＋土砂濃度０

❹観測史上最大規模の 1 時間降水量＋土砂濃度 0.30

3.3 パラメータの設定 

表 3.3.1 に計算に使用したパラメータの値を示す。 

表 3.3.1 パラメータ 

パラメータ 

計算の時間間隔（ｓ） 0.01 

砂礫の密度(kg/m^3) σ 2650 

流体相密度(kg/m^3) ρ 1000 

河床の容積濃度 C* 0.65 

計算時間（ｓ） 2400 

土砂の粒径（ｍ） 0.2 

4. 解析結果と考察

降雨量の違いが土砂・洪水氾濫範囲に解析結果に与

える影響を検討した。対象地域で発生した 1935 年の災

害を想定した京都大水害時の降雨量では, 砂防堰堤に

ほとんどの土砂が捕捉され, 洪水や土石流の氾濫は生

じないことが示された。しかし, 観測史上最大規模の降

雨が対象地域にもたらされると, 堤防の越水が生じる

ことが示され, 現在の対象地域の土地利用では, 想定

を超える大雨が降った場合に,被害が生じる危険性が非

常に高いと考える。次にこの地域における砂防堰堤の

被害軽減効果について検討する。砂防堰堤の有無に関

わらず谷出口の堤防右岸から越水した洪水が住宅地ま

で流出しているものの, 砂防堰堤がある場合の方が洪

水の氾濫範囲は大きく縮小されていることが示された。

しかし, 大谷川の下流地点で発生した堤防越水による

洪水氾濫の範囲は, 砂防堰堤の有無によって違いはほ

とんどない。したがって, 下流側で発生した堤防越水に

よる被害は砂防堰堤では軽減できないことが考えられ, 

この被害を軽減する 

治水対策を考えることが今後の課題となる。 

5． おわりに 

本研究では, 大谷川下流地点で発生した堤防越水に

よる洪水氾濫の被害軽減が課題となった。今回しし垣

を設定した解析は地形データが正確に変更できていな

いため, 正しく検討を行えなかった。しかし, しし垣は

被害軽減の効果を期待できるため, 今後は精度の高い

解析を行う必要がある。 

また, 本解析では, 荒川地区において住居集団移転

場所や避難場所として利用できる安全性が高いエリア

を的確に把握することができなかった。今後は本地区

における安全な土地利用について検討していく必要が

あると考える。
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京都大水害 46.5 ㎜

観測史上最大 153 ㎜

図 3.2.1 ハイドログラフの一例 
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表 3.2.1 降雨量データ
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