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1．はじめに

　2019年 8月 27日から 28日にかけて、佐賀県の六角川

流域は秋雨前線に起因する豪雨に見舞われた。六角川流

域に位置する南渓観測所の雨量をみると、8月 28日の未

明 3時から 5時にかけて、約 100 mm/h の強い降雨が観

測されており、この影響で六角川左岸において浸水深 3 
mにおよぶ内水氾濫が生じた。

　この内水氾濫によって、佐賀県大町町の鉄工所から油

が流出し、住宅約 200戸、農地約 41 ha が被災した。鉄工

所従業員の証言によれば、28日午前 4時頃に、工場内に

鉄砲水が流れ込むことで工場内部が浸水し、午前 5時頃

に、鉄を冷却する油（クエンチオイル）が流出を開始した。

外部へ流出した油の量は約 5.4万リットルと推定されて

おり、洪水による油の流出量としては国内最大規模であっ

た（図 -1）。
　大町町の油流出事故では、油の河川や海への流出を防

ぎながら、堤内地の水位を下げるために排水を行わなけ

ればならず、非常に高度な判断が求められた。被害を最

小にするためには、氾濫域における油の動きや下流域の

汚染リスクを事前に予測した上で、対策を準備しておく

ことが有効である。そのためには、油の移流・拡散を追

跡する数値計算モデルの構築が求められる。

　油は流れによって受動的に輸送されるだけでなく、油

膜自身の特性による自律的な拡散作用を有する。海洋に

おける流出油の漂流予測モデルをみると、油を油膜と考

えオイラー的に解く方法
2)
と、油を粒子の集合体と考え

ラグランジュ的に解く方法
3)、4)、5)

があり、多くの場合ラ

グランジュ的な手法が採用されている。これは流出油が

複数の油膜に分裂・結合する計算を、オイラー的な手法

行うのが難しいためである
5)。本研究でも、油膜は帯状

に分裂していることから（図 -1）、海洋における実績を踏

まえて、ラグランジュ的手法を採用する。

　既往の海洋における油漂流モデルでは、海流の速度に

単純に係数を掛け、油の移流速度を算出している
3)、5)

．

しかし、氾濫流は海流と比べ時間的変化が大きいため、

水と油の移流速度のずれを力学的に考慮することが望ま

れる。また、平坦な海面と異なり、時々刻々と変化する

氾濫水面の場合、水面勾配が油の移流に影響を及ぼす可

能性がある。

　本研究では、上述の点を踏まえ、氾濫流による油の移流・

拡散を追跡するラグランジュ型のモデルを構築する。ま

た構築したモデルを用いて、大町町で発生した油の移流・

拡散過程の再現を試みる。

2．モデルの構築

　流出した油は、拡散、移流、蒸発、溶解、乳化、堆積、

分解など物理的・化学的・生物的作用により状態を様々

に変化させる。これら全ての作用をモデルに組み込むの

は困難なため、本研究では氾濫流および水面勾配による

移流と油膜特性による拡散をモデル化の対象とする。ま

た油の平面方向の移流・拡散のみを対象とし、鉛直方向

　本研究では、油の移流・拡散を予測するための数値解析モデルを構築し、令和元年 8月の佐賀豪雨に

おいて発生した油流出事故の再現計算を行った。数値解析の結果、油の移流を精度良く再現するためには、

氾濫流の影響に加え、水面勾配の影響を考慮することが重要であることを明らかとした。また、流出し

た油は油膜の厚さによって自立的に拡散するため、氾濫流の流速が低下した後も徐々に広がっていくこ

とを明らかとした。
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図 -1　工場から流出した油、28日午後 0時 21分に朝日新聞社
ヘリから撮影
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の移流・拡散は対象としない。 

　流出油の追跡計算は、油が氾濫流に影響を及ぼさない

1 wayカップリングとし、追跡に必要な流速や水深は iRIC 
Nays2D Floodを用いて事前に実施した氾濫解析結果から取

得する。Nays2D Floodの基礎式については、マニュアル
6)

に詳述されているため、ここでは粒子追跡の基礎式のみ

を記載する。

(1) 基礎式

　油を粒子の集合体と見立て、ラグランジュ的手法を用

いる場合、各粒子 iの平面位置Xi は以下の式で表される。

               (1)

ここで、tは時間、Ufi は氾濫流による移流速度、Ugi は水

面勾配（重力）による移流速度、Udi は油膜特性による拡

散速度である。

　氾濫流による油の移流速度Ufi は、力の釣り合いより以

下の式で表される。

     (2)

ここで、mi は粒子の質量 (=ρoLA)、ρは水の密度、ρo は油

の密度、Aは粒子の面積，Lは粒子の厚さ、f1 は淡水と油

の界面抵抗係数、Ui は氾濫解析から得られた粒子位置に

おける流速である。

　水面勾配の影響による油の移流速度Ugi は、重力の水面

方向成分と、それに対する抵抗を考慮し、以下の式で表

される。

             (3)

ここで、gは重力加速度、Si は粒子位置における水面勾配

である。

　松崎・藤田は、油膜厚さをある粒子 iの周囲にある粒

子の数と距離を用いて表すことで、油膜の厚いところほ

ど拡散しやすい油の特性を表現している
5)。松崎・藤田

はFayが提案した油膜拡散の式
7)
をもとに、流出直後の

拡散を表す第 1段階と、その後の拡散を表す第 2段階の

2つの式を提案している
5)。Fayの式より、大町町の油流

出事故における第 1段階と第 2段階の閾値を求めると、

流出地点（油槽タンク）から約30 mまでが第1段階となり、

第 1段階は工場内部で発生したと予想される。本研究は

工場の外に流出した油を追跡対象とするため、第 1段階

は無視し、第 2段階のみを扱うこととする。第 2段階に

おける拡散速度Udi は以下の式で表される。

                           (4)

ここで、rij は粒子 iとその周囲の粒子 jとの距離、kは拡

がり係数、Nは粒子 iの近傍にある粒子の数である。式

(4)において、周辺粒子との距離が短いほど拡散速度が大

きくなる。また、粒子 iは粒子 jの位置と反対方向に拡散

するため、粒子間距離のベクトル rij を分子に置くことで、

移動方向を指定している。

　油を拡散させる要因として、乱流による拡散も挙げら

れるが、本研究では油膜拡散の効果を分かりやすく示す

ために、乱流拡散は省略する。

(2) 計算条件

　氾濫解析の計算領域は南北方向 3.7 km、東西方向 3 km
であり（図 -2）、格子サイズは両方向におよそ 10 mであ

る。地形は国土地理院の基盤地図情報数値標高モデルを

用いて作成し、鉄工所や家屋は不透過セルとして設定す

る。数値標高モデルに含まれない道路の下を通る水路は

カルバートとして扱い、下潟排水機場の実績排水量も計

算に取り入れる。なお粗度係数は全領域 0.03とする。

　降雨量は、流出箇所近傍の雨量観測点である南渓にお

ける観測雨量を、計算領域に一様に与える。氾濫計算の

対象時間は、降雨が強くなった 28日の午前 3時から午後

24時までとする（図 -3）。先行降雨により地下飽和状態

であったと仮定し、降雨の地下浸透は考えない。このため、

降った雨は地形に沿って表面流として流出する。また対

象地域では、六角川からの溢水や破堤氾濫は無かったた

め、六角川の水位を再現する必要性は低いと考え、境界

条件として六角川の流量は与えていない。

　油は工場の東側シャッターから 28日の 5時くらいに流

出を開始し、図 -1を見る限り午後 0時 20分までは流出

している。そこで、図 -2に示す油流出地点に、油粒子（ρo

＝ 861 kg/m3
）を午前 5時から午後 1時の間に 10分間隔で
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図 -2　計算領域と鉄工所周辺の計算条件設定、背景は国土地理
院の識別標高図と航空写真である。
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図 -3　南渓雨量観測所 2019年 8月 28日雨量、矢印は氾濫計算、
粒子追跡および粒子投入の期間を表す。

－ 354 －



Inoue Takuya, Asahi Kazutake , Shimizu Yasuyuki

計 2,700個（1個 20 ℓ，計 5.4万 ℓ）投入する。油の追跡計

算と氾濫計算の時間刻みは同じ 0.5秒とする。

　油と淡水の界面抵抗係数 f1 は次式より求める。

                  (5)
ここで、Re はレイノルズ数、Fd は密度フルード数である。

式 (5)は塩水と淡水の界面抵抗係数を表す式であるが
8)
、

河田らは流出油の移流実験を通じ、a= 0.05，n=0.5とする

と、油と淡水の界面抵抗係数として代用できる可能性を

示している
9)。油流出地点付近の代表的な流速・水深から、

レイノルズ数と密度フルード数を求め、式 (5)に代入する

と、f1 はおおよそ 0.005となる。

3．結果と考察

(1) 氾濫解析結果

　図 -4に氾濫解析の浸水深の時系列変化を示す。8月 28
日の午前 3 時から 5時にかけて降った約 100 mm/hの強い

雨が山間部の谷を伝って、六角側左岸堤防と山に挟まれ

る低平地に流れ込んでいる（図 -4a）。その後、午前 7時、

午前 10時と時間の経過に伴い浸水深は増加し、最大 3 m
近い浸水となっている（図 -4b, c）。また午前 10時（図

-4c）と午後 13時（図 -4d）を比べると浸水深がほとんど

変化していないことが分かる。これは、有明海への油の

流出を防ぐために、午前 11時 40分頃に下潟排水機場の

ポンプを停止したためと考えられる。

　図 -5に下潟排水機場で観測された内水位の時系列変化

および土木学会の災害調査団が観測した痕跡水深
10)
（観

測位置は図 -2参照）と計算結果との比較を示す。計算結

果は、時系列水位と痕跡水深をおおよそ再現している。

(2) 油追跡計算結果

　図 -6aに油の追跡計算結果を示す。粒子の色は時間ご

とに分けられており、白、水色、黄色、ピンクの順に 2
時間ずつ時間が経過する。流出した油は、はじめ北東へ

移動し，住宅の間をすり抜けた後、帯状に分裂し弧を描

くように南東へ進路を変え、病院へと向かっている。こ

の軌跡は図-1に示す実際の油の軌跡と概ね一致している。

　油が北東へ移動した要因は、図 -6aの点線矢印で示し

た付近に水路があり、この水路の水が北東方向へ流れ出

たためである。平時であれば、水路の水は樋門を通じて

六角川へ排出される。しかし、洪水時には六角川からの

逆流を防ぐために樋門は閉められていた。この結果、水

路の水は六角川へ排出されず、北東へ流れ出たと考えら

れる。また図 -1と比べると、やや北への油の移動が強い

要因として、鉄工所を不透過と扱っているため、鉄工所

内を抜ける流れが再現できていないことが挙げられる。

　油が南東へ進路を変えた理由は、前述の水路付近のよ

うな局所的な流れを除けば、基本的には山から低地へ向

かって水が流れていたためである。また、午前 11 時 40

分頃まで下潟排水機場でポンプ排水が行われていたため、

氾濫水が緩やかに下潟排水機場に向かっていたことも、

油が南東へ向かった要因として挙げられる。

(3) 水面勾配の影響

　図 -6bに水面勾配の影響を考慮しない場合の結果を示

す。この場合、正午時点で油が病院に到達しておらず、

図 -1の写真を再現できない。また、時間別の油の移動距

離を比べると、午前 8時までの移動距離に大きな差があ

り、水面勾配を考慮したケースは考慮しないケースに比

べ 130 m以上先に移動している。これは、内水氾濫が山

から低平地へ広がっていく時間帯に、鉄工所の東側付近

で水面勾配が大きくなったためである。一方、午前 8時
から正午までの移動距離を比べると、両ケースとも大き

な差が無い。これは山から流入する水が減り、水面勾配

が小さくなったためである。

1 km
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図 -4　氾濫解析による浸水深、(a) 午前 4時、(b)午前 7時、(c)
午前 10時、(d)午後 13時
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(4) 油膜特性による拡散の影響

　図 -7aに 28日正午における油膜特性による拡散の影響

を考慮した場合と考慮しない場合の比較を示す。油膜特

性による拡散を考慮すると、考慮していない場合に比べ、

帯状に流れる油の幅が広がる。ただし、流出油の先端の

移動距離は大きく変化していない。

　次に 28日 24時点の比較を図 -7bに示す。油膜特性を

考慮したケースでは、油が広域拡散しているのが見てと

れる。このことから、油が病院の方へ移動した要因は氾

濫流および水面勾配の作用が主であるが、流速が低下し

た後（浸水深の変化がほとんど無くなった午前 10時以降，

平均流速は 1 cm/s以下まで低下している）、油が広範囲に

広がっていった要因は、油膜の自立的な拡散作用であっ

たと考えられる。

4．おわりに

　本研究では、氾濫によって流出した油を追跡する数値

解析モデルの構築し、2019年 8月の大雨で発生した佐賀

県大町町における油流出事故の再現計算を行った。この

結果、水面勾配の影響を新たに考慮することで、油の軌

跡を概ね再現できることを確認した。また、油の挙動は

流れに対し完全な受動的ではなく、油膜特性による自律

的な拡散作用を有する。しかし、流れが速い間はその影

響は少なく、流速の低下とともに相対的に影響が大きく

なることを確認した。

　工場からの油の流出事故は、小規模なものを含めれば

全国の様々な流域で発生いている。今後、流域治水を進

めていくためには、油などの汚染物質の拡散範囲につい

て事前に解析を行い、適切な対応を模索しておくことが

重要となる。本研究で開発したモデルは、そのための強

力なツールとなるだろう。
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図 -6　油の追跡計算結果、(a) 水面勾配の影響を考慮した場合、（b)
水面勾配の影響を考慮しない場合。
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図 -7　油膜による拡散を考慮した場合（黄色）と考慮しない場
合（水色）の比較。(a)  28日 12時、（b）28日 24時
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