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都市沿岸部は，河川，下水道および海岸からの影響に

対して脆弱性を有しており，近年，このような

部が想定を超える事象によって浸水被害を受けるケース

が多く見受けられる

とした津波や高潮等のシミュレーションモデルを構築し

てきた

部においては，都市河川や下水道といったインフラの影

響を考慮することが，都市沿岸部の防災計画を考える上

で非常に重要である．

本研究では，高潮だけでなく，上述の様々な氾濫因子

を考慮した統合氾濫予測モデル（シームレスモデル）を

開発し，代表的な都市河川である鶴見川流域に適用した．

また，ケーススタディを通じて，

用した場合等の複合外力
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2. 対象エリア 

 

研究対象エリアは代表的な都市河川である鶴見川流域

（横浜市）である．鶴見川は43kmの流路長を有し，下

流区間の低平地には市街地が拡がる．また，河口からお

よそ15kmの区間は河床勾配が1/1000程度と緩いため，東

京湾の潮汐や高潮の影響を強く受ける区間となっている．

市街地は下水道ネットワークが整備され，河川や海域と

の境界は計画高潮位（=3m）に基づき設計された海岸堤

防ならびに河川堤防が整備されている．そのほか，17か

所のポンプ排水場，多目的遊水地（面積84ha），氾濫水

を一時的に貯留するための大規模地下貯留管（調整量70

万m3）など，総合的な浸水対策が講じられたエリアで

ある（図-2）．  

 

3. モデル構築 

 

本研究で構築した統合氾濫予測モデル（シームレスモ

デル，図-3）は，①水エネルギー収支分布型流出モデル

WEB-DHM，②一次元河道モデル，③下水道ネットワー

クモデル，④地表面流出モデル，⑤高潮予測モデル，の

5つのサブモデルから構成される．それぞれのサブモデ

ルがシームレスに結合され，互いに水位や流量のやり取

りが行われる．さらに，降雨，風，気圧等の気象データ

に基づき，高潮だけでなく強雨や河川洪水といった複合

外力による氾濫解析が可能となっている． 

 

(1) 水エネルギー収支分布型水循環モデルWEB-DHM 

降雨による河川流出量の算定には，水エネルギー収支

分布型水循環モデルWEB-DHM1)を用いた．WEB-DHMは，

陸面過程モデルSiB2（Sellorsら2)）と，分布型流出モデル

GBHM（Yangら3)）を融合したモデルである．本モデル

は，植生による蒸発散や土壌浸透を考慮しながら，降雨

による地表面流出が解析可能である． 

さらに，鶴見川流域に多く設置されている約4000基の

防災調整池による洪水低減効果もモデル化し4)，落合橋

より上流について本モデルを適用した．  

 

(2) 一次元河道モデル 

落合橋地点から鶴見川河口までの感潮区間は，後述の

(1)(2)式に基づく一次元河道モデルにより解析を行った．

解析では，上流端境界において先述の分布型流出モデル

WEB-DHMによる計算流量を与え，一方の下流端では後

述する高潮予測モデルによる計算潮位を与えた．また，

連続式右辺のソース項qによって，背後地への越流，支

川／下水道からの流入を考慮した．なお，マニング粗度

係数nについては、観測水位と合うようにチューニング

を行い，0.025～0.04の間で区間毎に異なる粗度係数を設

定した． 

(3) 下水道ネットワークモデル 

下水道管渠については，St.Venant方程式に基づく管路

ネットワークモデル5)を用いた．管路ネットワークモデ

ルは複数のLINK（管路部分）およびNODE（マンホール

部分）から構成され（図-4），以下の基礎方程式に従う． 
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 ここに，x：流下方向座標，t：時間，g：重力加速度，

A：通水面積，Q：流量，q：横流入，H：水位，R：径

深，n：粗度係数，Hm：マンホール水位，Am：マンホー

ル断面積，ΣQ：マンホールでの水の流出入量，ΣAs：

管渠内の自由水面の面積である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 対象エリア（鶴見川流域，横浜市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 シームレスモデルの模式図 
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管路ネットワークモデルでは，合流，分水，溢水，ポ

ンプ等による水量変化はマンホールのみにおいて生じ，

両端のマンホール水位の変化によって，管渠内の流れが

支配される． 

また，自由水面をもつ開水路と圧力状態である管路を

同時解析するため，管渠の天端に幅の狭い仮想的な水路

を設けるPreissmanスロットモデルを採用した．スロット

モデルでは管路とスロットとの接続点で水面幅が急激に

変化することから，流れの状態の変化点で数値的不安定

を生みやすい7)．これを避けるため，管路とスロットの

接続部を滑らかに接続した． 

 

(4) 地表面流出モデル 

雨水による地表面流出モデルでは，一般的に，非線形

貯留池モデル等のキネマティックモデルを用いる場合が

多い．しかし，本モデルでは，内水や外水氾濫を解析す

るための二次元不定流モデルを組み込んでいることから，

雨水流についてもこれを用いて表現することとした．以

下にソース項を付加した連続式を示す． 

sewe qr
y

N

x

M

t
±=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂η  (4) 

ここに，MおよびN：水平方向の線流量，η：水位，

re：有効降雨，qsew：マンホールからの溢水／流入である．

以上 (4)式を用いることで、雨水，内水，外水氾濫によ

る地表面の流れを同一のモデルで取り扱うことができる．  

  なお，有効降雨の算定にはホートン式による降雨損

失および土地利用に基づく浸透率を考慮し，マンホール

からの溢水量（流入量）の算定には段落ち式ならびに越

流公式による方法5)を用いた． 

 

(5) 高潮予測モデル 

 高潮の解析には，気圧低下による吸上げ効果ならびに

風による吹き寄せ効果を考慮した非線形長波式8)を用い

た．本研究の対象エリアに対しては，波によるセットア

ップは小さいとみなして加味してないが，必要に応じて

波浪モデルと同時にラディエーション応力項を追加し，

これを考慮することも可能である． 

 

4. モデル検証とケーススタディ 

 

 (1) モデル検証 

2014年10月の台風18号により発生した鶴見川の大規模

出水を対象として，モデル検証を実施した．解析の主な

条件を表-1に示す． 

a) イベント概要 

台風18号によって大きな高潮は発生しなかったものの，

東日本の太平洋側を中心に激しい降雨をもたらした．鶴

見川流域の都田地点では総雨量が360mmに達し（図-5），

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 都田地点における降雨観測値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 多目的遊水地への流入状況9) 

 

表-1 主な解析条件一覧 

計算領域 10km×17km 
計算格子 dx=dy=40m，425×250メッシュ 
計算地形 基盤地図情報5mメッシュより作成 

河 川 
上流端 ：落合橋地点流量 
下流端 ：鶴見川河口潮位 
支川流量：鳥山川，早淵川，矢上川 

下水道 

φ600以上の管渠データを対象 
管 渠  ： 8786本 
マンホール： 8820個 
スロット幅： B=0.1D（Dは管径） 

ポンプ場 
17箇所（ポンプ排水量はデフォルトの水頭

流量表よりモデル化） 
貯留施設 多目的遊水地，新羽末広幹線 

マニング 
粗度係数 

河 道：n=0.025～0.040 (m-1/3s) 
地表面：土地利用に応じて設定 
管 渠：n=0.013 (m-1/3s) 

降 雨 XRAIN観測降雨 

降雨損失 
ホートン式 
（fo=20mm/h，fc=8mm/h，k=0.001  s-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 管路ネットワークモデル6) 
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6. まとめ 

 

本研究で得られた主な成果は以下である． 

(1) 都市沿岸部を対象とし，河川，下水道，海岸に関す

る様々な氾濫因子を考慮した統合氾濫予測モデル

（シームレスモデル）を開発した． 

(2) 本モデルを鶴見川下流域に適用し，過去の台風イベ

ントの再現計算を通じてモデル検証を行った．河道

水位や洪水調節施設の記録からモデルの妥当性を確

認した． 

(3) ケーススタディにより，単一あるいは複合外力によ

る流域の氾濫特性を分析し，浸水に対する脆弱性や

氾濫因子が場所によって大きく異なる事を示した． 

(4) リアルタイム予測へのモデル適用に関して検討を実

施した．入力降雨の部分で検討の余地があるが，氾

濫予測システムとしてのモデル活用も大いに期待さ

れる．  
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INUNDATION FORCAST SIMULATION IN URBANIZED COASTAL LOW-
LYING AREAS CONSIDERING MULTIPLE FLOOD CAUSING FACTORS 

 
Hiroshi SANUKI, Yoshihiro SHIBUO, SungAe LEE, Kouhei YOSHIMURA, 

 Yoshimitsu TAJIMA, Hiroaki FURUMAI and Shinji SATO 
 

Urbanized coastal low-lying area has vulnerability against flood and inundation, which are caused by  
multiple flood causing factors occurring in coast, river and urbanized areas. Several cases of inundation 
were examined, in which designed water levels for warning were exceeded. Submodels were seamlessly 
integrated to simulate inundation caused by tsunami, storm surge, as well as river flood and urban inunda-
tion. In the same time, the model evaluated the performance of structural countermeasures such as sewage 
network, or retardation basin, when considering disaster management plan in coastal low-lying areas. We 
applied the seamlessly integrated model to the highly urbanized Tsurumi River basin and investigated in-
undation characteristics by considering multiple flood causing factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 GPV降雨に基づく浸水予測結果 
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