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筑後川の右支川である桂川の流域では，平成 29年 7月九州北部豪雨災害において甚大な氾濫災害が生じ

た．災害後の現地調査により，桂川流域の西寄りに位置する支川の荷原川や新立川では 50cm 程度の浸水

痕跡が見られ，河川の護岸が被災している箇所がいくつか見られたものの，土砂濃度はそれほど大きくは

なかった．それに対し，桂川流域の東寄りに位置する妙見川では，1m を越える浸水痕跡が見られ，氾濫

水は土砂を大量に含んでいたことがうかがえた．続いて，数値解析によって桂川流域の土砂・氾濫災害の

再現を試みたところ，排水系統を考慮していないために浸水を過大評価してしまった箇所があるものの，

流域の西側では土砂の堆積を考慮しなくても精度良く再現できた．ただし，土砂濃度の大きい妙見川周辺

の氾濫状況は，土砂の堆積を考慮した解析でもうまく再現できなかった． 

     Key Words: inundation, field survey, numerical simulation, sediment deposition 

1. はじめに 

2017年 7月 5日に発生した九州北部豪雨災害では，福

岡県朝倉市から大分県日田市にかけて局地的な豪雨に見

舞われ，筑後川の右支川でとくに甚大な被害が生じた．

とくに赤谷川や白木谷川や奈良ヶ谷川などでは，大量の

土砂と流木が流出して下流に壊滅的な被害を与えた．降

雨量が大きかったことは当然のことながら，それに加え

て土砂と流木が河道内に堆積し，河床上昇を引き起こし，

氾濫被害を助長したことが予想される． 

それらの河川よりも筑後川の下流側（西側）に位置し，

流域に多くの平地部を含む右支川が桂川である．桂川流

域では，とくに下流の平地部で広範な内・外水氾濫が発

生した．赤谷川や白木谷川ほどの人的被害や壊滅的な被

害がなかったため大きな注目を集めるには至らなかった

が，床上浸水家屋や河岸侵食などが多く見られた．同じ

桂川流域の中でも，西側の荷原川や新立川では土砂濃度

はそれほど大きくはなかったものの，東側の強雨域に近

いところに流域を持つ妙見川からは大量の土砂が流出し

た痕跡があり，浸水深も他の河川に比較して大きくなる

など，同じ桂川流域でも異なる氾濫状況が見られた． 

本研究では，桂川流域における氾濫災害の状況を調査

した結果を報告するとともに，洪水と土砂による氾濫状

況を数値解析によって再現し，土砂の流出による氾濫流

への影響を検討することを試みる． 

2. 桂川流域の現地調査 

(1) 桂川流域の概要 

桂川は，流域面積が約 51km2の筑後川の右支川であり，

福岡県が管理する二級河川である．途中で妙見川，新立

川，荷原川などと合流して筑後川に流れ込む．流域内に

水位観測地点は設けられていない． 

(2) 現地調査 

災害発生から2週間余りが経過した 7月 22～23日に，

浸水痕跡等を記録することを目的として桂川流域の現地

調査を行った． 

図-1に浸水痕跡を計測した地点を，表-1にその浸水痕

跡深を示す．浸水深に幅があるのは，一つの地点におい

て複数個所で計測しているためである． 
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表-1 各地点の浸水痕跡深 

地点 浸水痕跡深 

A 0.5～1.0 m 

B 0.6～0.7 m 

C 0.4～0.5 m 

D 0.4～0.8 m 

E 0.4～0.5 m 

F 0.5～1.1 m 

G 1.2 m 

H 1.3 m 

I 0.8 m 

a) 桂川下流域 

道路面に土砂が薄く堆積していたほか，植生に薄く土

砂が付着していた程度で，痕跡があまり明瞭でないこと

からも，土砂濃度はそれほど大きくなかったことが推測

される．水田も浸水した跡があり一部の稲が流失してい

たが，長時間の浸水がなかったのか，残っている稲は問

題ないように見られた．水田に土砂が堆積している様子

も見られなかった． 

b) 荷原川，新立川，桂川中流域 

河川の周辺で 0.4～0.5m 程度の浸水痕跡が見られた．

ところどころ，河岸が侵食されて護岸が被災している箇

所が見られた（図-2）． 

c) 妙見川 

F地点周辺の住宅地域において，1m程度の浸水痕跡が

見られた．家屋や敷地内に堆積した土砂を片付けている

様子が見られ，浸水痕跡がかなり明瞭に残っていたこ 

図-2 新立川上流部の護岸の被災 

図-3 妙見川上流部の河岸侵食 

とからも，氾濫水の土砂濃度がかなり高かったことが推

察される．G, H, I 地点の妙見川上流区間では河岸の侵食

（図-3）と越水した痕跡があり，また付近の水路が流木

で閉塞していた影響などから，付近の家屋には道路面か

ら最大 1.3mほどの浸水痕跡が残っていた． 

図-1 浸水痕跡の計測地点 
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図-4 上流部，下流部，里山の解析範囲 

3. 桂川流域の氾濫現象の数値解析 

本節では，数値解析により，桂川流域で発生した氾濫

現象の再現計算を試みる．用いたモデルは，著者ら 1)と

同様に，対象領域を上流部と下流部に分割し，上流部で

の流出解析ならびに洪水解析により洪水と土砂の流量を

解析し，それを境界条件として下流部の平面 2次元氾濫

解析を行うモデルである． 図-4 は，本解析における上

流部，下流部，ならびにその間の領域（以下，「里山」）

を示す． 

(1) モデルの概要

a) 上流部のモデル 

上流部では，河道を抽出し，その河道区間をもとに斜

面を流域分割する．斜面では雨水の流出のみを考慮して，

kinematic waveモデルとして流量を解析し，それを横流入

流量として河道内の洪水流量を計算する． 

 上流部の流出解析において用いた基礎式は下記のとお

りである． 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑞

𝜕𝑥
= 𝑟  (1) 

𝑞 = 𝛼ℎ𝑚   (2) 

ここに，h：斜面の水深，q：斜面上の単位幅流量，r：

降雨強度，, m：それぞれ係数で𝛼 = √sin 𝜃 𝑁⁄ ，m = 

5/3 であり，：斜面の勾配，N：斜面の等価粗度である． 

 図-5は，上流部ならびに里山において用いた河道と分

割した斜面を示す．斜面の総数は 147である．ここでは，

国土地理院から発行されている10mメッシュの数値標高

データを用いて流域分割した． 

河道部分の河床には，斜面の崩壊で生産された土砂が

堆積していて，この渓床堆積物が洪水とともに流出する．

各河道の下流端における流量と土砂の体積濃度を出力し，

下流部の境界条件として用いる．  

河道の洪水流解析で用いた基礎式は下記のとおりであ

る． 

図-5 上流部および里山の流域分割 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑥
= 𝑖 + 𝑟  (1) 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑀)

𝜕𝑥
= −𝑔ℎ

𝜕(𝑧𝑏 + ℎ)

𝜕𝑥
−

𝜏𝑏

𝜌𝑇

 (2) 

𝜕(𝐶ℎ)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝐶𝑀)

𝜕𝑥
= 𝑖𝐶∗  (3) 

ここに，h：河道の水深，u：河道の流速，M (= uh)：河

道の流量フラックス，i：土砂の堆積（侵食）速度，zb：

河床標高，b：底面せん断応力，T：流れにおける水と

土砂粒子の混合物の密度，C：河道流中の体積土砂濃度，

C*：河床土砂の体積濃度である．土砂の堆積（侵食）速

度は，エネルギー勾配に応じて計算される平衡土砂濃度

と河道流中の体積土砂濃度との比較から計算される．底

面せん断応力は，高橋・中川 2)にならい，土砂濃度に応

じて抵抗則を変更する．なお，土砂が流出するにしたが

って侵食により河床は低下していくが，本解析において

は計算の安定のため，侵食されただけ斜面から土砂の供

給が起こると仮定して河床標高の変動は起こらないと仮

定する． 

 図-5に示すように，下流部の平面 2次元氾濫解析に接

続する河道の下流端は 15ヶ所ある． 

b) 下流部のモデル 

下流部では，桂川などの河道を含めた対象領域を三角

形非構造格子に分割し，土砂を含んだ氾濫流の挙動を解

析する．下流部の土砂・氾濫解析に用いた基礎式は下記

のとおりである． 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁

𝜕𝑦
= 𝑖 + 𝑟                           (1) 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑀)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝑀)

𝜕𝑦
= −𝑔ℎ

𝜕(𝑧𝑏 + ℎ)

𝜕𝑥
−

𝜏𝑏𝑥

𝜌𝑇

(2)
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図-6 下流部の解析格子とその標高 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑁)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝑁)

𝜕𝑦
= −𝑔ℎ

𝜕(𝑧𝑏 + ℎ)

𝜕𝑦
−

𝜏𝑏𝑦

𝜌𝑇

      (3) 

𝜕(𝐶ℎ)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝐶𝑀)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝐶𝑁)

𝜕𝑦
= 𝑖𝐶∗                    (4) 

𝜕𝑧𝑏

𝜕𝑡
+ 𝑖 = 0                                       (5)

ここに，i：土砂の堆積（侵食）速度，u, v：x, y方向の氾

濫流の流速，M (= uh), N (= vh)：x, y方向の氾濫流の流量フ

ラックス，bx, by：x, y 方向の底面せん断応力である．土

砂の堆積（侵食）速度や底面せん断応力については，河

道流の解析と同様である．なおここでは標高の変動を計

算することで，土砂の堆積・侵食を考慮する．

 対象領域は，71,760 個の解析格子に分割した．このう

ち桂川などの河道として扱ったのは 9,030 個である．こ

の各解析格子に，国土地理院の 5m メッシュ数値標高デ

ータを用いて標高を与える．図-6に，解析格子の標高を

示す．なお，河川の堤防高は数値標高データの値が直接

解析格子に反映されており，河床高は現地調査で簡易に

計測した掘り込み深さを各河川に与えた． 

 氾濫の外力は，気象庁のアメダスの朝倉地点で観測さ

れた 10 分間降雨ハイエトグラフを一律に与えた．用い

たハイエトグラフを図-7に示す．桂川の下流端（筑後川

との合流点）では，国土交通省の水文水質データベース

から得た筑後川の片ノ瀬と荒瀬の水位を，桂川・筑後川

の合流点までの距離で内挿補間して作成した筑後川の水

位ハイドログラフを与えた．底面せん断応力や平衡土砂

濃度の計算の際に土砂の粒径を考慮するが，ここでは一

様粒径と仮定し，現地で採取してきた妙見川の氾濫によ

る堆積土砂から得られた 0.109mmを平均粒径として用い

る． 

(2) 解析結果と考察

上流部における流出解析結果の一例として，妙見川の 

図-7 アメダス朝倉地点で観測された 10分間雨量 

(a) 土砂を考慮しない場合の洪水流量ハイドログラフ 

(b) 土砂を考慮した場合の洪水流量と土砂濃度ハイドログラフ 

図-8 妙見川支川下流端でのハイドログラフ 

支川下流端での洪水流量と土砂濃度のハイドログラフを

図-8に示す．土砂を考慮した場合において数値振動がみ

られるが，土砂を考慮しない場合に比べて考慮した場合

の方が全般的に流量が大きくなっていることがわかる．

他の河道においても傾向は同様であった． 

 つぎに，この洪水流量と土砂濃度のハイドログラフを

境界条件として，下流部の解析を行った結果を示す．図

-9には 7月 5日 13時，17時，7月 6日 0時の各時刻にお

ける浸水深を，図-10には最大浸水深を示す． 

 図-9より，5日 13時の時点ですでに浸水が始まってい

るが，これはモデル上，水路等からの排水を考慮してい 
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図-9 下流部の浸水深の時間変化（左：土砂を考慮しないケース，右：土砂を考慮したケース） 

図-10 下流部の最大浸水深（左：土砂を考慮しないケース，右：土砂を考慮したケース）  
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図-11 国土地理院が推定する浸水域 

ないためと考えられる．5日17時ごろに浸水深のピーク

を迎えるが，土砂を考慮しないケースと土砂を考慮した

ケースで浸水箇所が大きく異なっている．土砂を考慮し

ないケースにおいては，桂川下流域で，とくに荷原川と

の合流点付近で大きな浸水がみられる．それに対して，

土砂を考慮したケースでは桂川や妙見川において河床に

土砂が堆積した結果，とくに桂川の周辺で氾濫が集中し

て起こったために下流にまで氾濫水が供給されなかった

と考えられる． 

つぎに，国土地理院の推定する桂川流域の浸水深を図

-11に示す．これと図-10の最大浸水深を比較すると，土

砂を考慮しないケースも土砂を考慮したケースも，浸水

域はおおむね一致していることがわかる．ただし，妙見

川周辺の浸水状況が解析では過小評価となり，桂川の最

下流端付近ならびに土砂を考慮したケースの桂川周辺は

逆に過大評価となっている． 

表-1に示した現地調査による痕跡浸水深と，解析で得ら

れた最大浸水深との比較を表-2に示す．地点 A～Fでは，

土砂を考慮しないケースも土砂を考慮したケースも，痕

跡浸水深の範囲と解析結果は概ね一致している．地点 G

～I は，両ケースの結果とも痕跡浸水深の過小評価とな

っている．妙見川においては，上流部で斜面崩壊が多数 

表-2 痕跡浸水深と解析結果との比較 

痕跡浸水深 土砂を考慮し

ないケース 

土砂を考慮す

るケース 

A 0.5～1.0 m 1.069 m 0.787 m 

B 0.6～0.7 m 0.609 m 0.719 m 

C 0.4～0.5 m 0.533 m 0.369 m 

D 0.4～0.8 m 0.593 m 0.577 m 

E 0.4～0.5 m 0.400 m 0.401 m 

F 0.5～1.1 m 0.413 m 0.735 m 

G 1.2 m 0.203 m 0.531 m 

H 1.3 m 0.281 m 0.412 m 

I 0.8 m 0.204 m 0.303 m 

発生しており，解析において発生土砂量が過小に計算さ

れていた可能性がある．上流からの土砂の生産量の推定

は今後の課題であるが，土砂を考慮することによって下

流の氾濫状況が大きく影響を受けることは本解析結果か

らも明らかである． 

4. おわりに

本研究の数値解析において，土砂の影響を考慮しない

場合と考慮した場合で大きく異なる解析結果が得られた．

従来の河道計画においては，土砂の影響が考慮されてい

ないが，とくに土砂生産の多い中山間部では河床変動に

よる洪水への影響は無視できない．今後は，単に洪水の

流量のみを増加させる現在の浸水想定手法に代わる，河

道の設計手法が必要と考えられる． 
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FIELD SURVEY AND NUMERICAL SIMULATION OF  

FLOOD AND SEDIMENT INUNDATION IN KATSURA RIVER BASIN 

Kenji KAWAIKE, Yuki YAMADA and Hajime NAKAGAWA 

In the Katsura River basin, one of tributaries of the Chikugo River, severe flood inundation happened in 

July, 2017. According to the authors’ field survey, in the western area of the Katsura River basin, 0.5 m 

inundation mark and small sediment concentration was found. On the other hand, in the eastern area, we 

found several clear mark of more than 1 m inundation, and large amount of sediment deposition. 

Numerical simulation was carried out to reproduce the situation of flood and sediment inundation. In the 

western part of the river basin, the calculated inundation area agreed well with the observed one even with-

out sediment effects. However, in the eastern area with high sediment concentration, it was difficult to 

reproduce the inundation area and water depth even in the case considering the sediment effects. 
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