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近年、気候変動等に伴い全国各地で豪雨による水害リスクが顕在化している。特に市街部で
は、高度に利用された地下空間への浸水が想定されるため、地下空間を含めた水害リスクを把
握し、関係機関が一体となって浸水対策に取組むことが重要となる。
本研究では、札幌市を貫流する豊平川を対象に、地下空間を考慮した氾濫流の挙動を解析し、
想定最大規模の降雨における地下空間の水害リスクについて考察した。
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1. はじめに

2. 氾濫解析モデルの構築

平成30年7月豪雨における西日本を中心とした広範囲
で記録的な大雨など、近年、気候変動等に伴い浸水被害
が全国各地で頻発している。
平成11年6月の福岡水害では河川の氾濫により博多市
街部で甚大な被害が発生し、地下空間の浸水により逃げ
遅れによる死者が発生した(写真-1)1)。札幌市街部を貫
流する豊平川では、想定最大規模の降雨により幌平橋付
近（豊平川左岸堤防）で洪水氾濫が発生した場合、氾濫
流は札幌駅方面に流下し、札幌駅周辺の地下空間で浸水
被害が想定される2)。
札幌市の地下空間は、地下歩行、地下街（商業施設）、
地下鉄など高度に利用され、平日で約8万人／日に利用
されている3)。そのため、洪水氾濫に対して地下空間も
含めた浸水リスクを把握し、関係機関が一体となって水
防対策に取り組むことが重要となる。
本研究では、豊平川左岸域を対象に地下空間を考慮し
た氾濫流の挙動から、地表及び地下空間の浸水特性や浸
水リスクを明らかにするため、想定最大規模の降雨を外
力とした氾濫シミュレーションを行った。

(1) 解析モデルの概要
市街部における浸水被害は、外水氾濫だけではなく、
下水道からの内水氾濫も浸水発生の要因となる。
そこで、豊平川左岸流域を対象（図-1）に外水氾濫及
び内水氾濫を同時に解析可能なモデル（以下、内外水同
時解析モデル）を構築し、降雨流出、下水道流出、河道
追跡、地表及び地下空間の氾濫を一体的に解析した。
内外水同時解析モデルでは、流域からの河川流出量と
下水道への雨水流出量を①河川流出（土研分布型流出モ
デル）と③下水道雨水流出(修正RRL法）から算定し、

● 水位観測所
解析対象範囲

写真-1 平成 11 年 6 月洪水：博多地下空間の浸水状況 1)

図-1 氾濫解析モデル概要図
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その流出量を河道上流端及び下水道のマンホールに与え、
②河道追跡モデルと④下水道追跡モデルにより河道内及
び下水道管路内（管径φ600mm以上）の水位・流量を解
析した (図-2)。さらに、⑤氾濫モデルにより地表面の
氾濫の拡がりを解析し、地表面の浸水深より地下空間へ
の流入量を算定すると同時に、⑥地下空間解析モデルに
より地下空間における浸水深等の解析を行った（図3,4）。

解析対象範囲

管径[m]
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(2) 氾濫解析モデルの検証
氾濫解析にあたって内外水同時解析モデルの精度検証
を行った。
解析モデルの精度検証は、下水道の排水先となる創成
川及び新川の河川水位により再現性を確認した。降雨は
近年の洪水である平成28年8月降雨を対象とした。対象
期間は8月16日～18日とし、札幌駅周辺では最大時間雨
量25mm/hの降雨が観測された（図-5,6）。
検証結果は図-7となり、平成28年8月降雨における創
成川及び新川の実績水位による洪水波形を概ね再現して
いることを確認した。

図-5 8 月 17 日 17:30 時点 雨量分布（札幌管区気象台 HP）

図-2 解析対象範囲の下水道管路(管径φ600mm以上)
累積雨量：126.0mm/2 日
最大降雨強度：24.5mm/h
降雨量(mm/h)

降雨量

図-3 氾濫解析モデル概要図

図-4 計算フロー図

図-7 実績水位との比較（創成川・新川）
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(2) 地表氾濫解析結果
最大浸水深を図-9に示す。豊平川の堤防が破堤した場
合、浸水範囲は豊平川左岸全域に広がり、氾濫流は札幌
市街地を流下し、茨戸川にまで達する。
地下出入口に着目すると、破堤後約3時間後で札幌駅
周辺の地下空間全域が浸水し、約150箇所ある地下出入
口の内、約50箇所から氾濫流が地下に流入することとな
る。地下出入口部の最大浸水深はテレビ塔周辺で約0.6m、
最大流入量は約1.2m3/sとなり、地下出入口に設置され
る止水板高0.5mを超える浸水深が3箇所で発生している
（図-10）。地下出入口からの流入量が最大となるテレ
ビ塔周辺では、豊平川の氾濫流が創成川沿いを流下する
ため、創成川に近いテレビ塔周辺の浸水深が高くなり、
地下への流入量が増加している。

3. 氾濫シミュレーション
(1) 氾濫解析条件
地下空間への浸水リスクが最も高いと考えられる想定
最大規模の降雨（406mm/3日）を外力とし、豊平川の堤
防が決壊した場合の札幌駅周辺の地表及び地下の浸水状
況について氾濫解析を行った。
対象とした地下空間は図-8に示す地下１階の範囲とな
り、地下空間への流入量は、地下出入口部の地表浸水深
からステップ高を引いた越流高より越流公式にて算定し
た。計算条件を表-1に示す。豊平川の破堤地点は、氾濫
時に札幌駅周辺の地下空間への影響が最も大きいと想定
される左岸KP17.0地点とした。
表-1 計算条件一覧
項目
計算条件等
解析モデル
内外水同時解析モデル(10m メッシュ)
降雨条件
降雨規模：想定最大規模 406mm/3 日
降雨波形：昭和 56 年 8 下旬洪水
破堤地点
左岸 17.0k
河道条件
豊平川及び支川：平成 29 年度現況河道
下水道
平成 30 年度現況施設
雨水貯留施設 平成 29 年度現況施設

― 地下空間
― 対象領域(地下１階)
○ 地下出入口
凡例
浸水深
3.0m 以上の区域
0.5m ～3.0m 未満の区域
0.1m ～0.5m 未満の区域
0.1m 未満の区域

✖ 破堤地点

【チカホ】

創成川

さっぽろ駅

図-9 豊平川 KP17.0 破堤時の最大浸水深図

○ 地下流入地点

創成川

【オーロラタウン】
大通駅
【ポールタウン】

テレビ塔
凡例

浸水深 0.50m 以上の出入口

浸水深

すすきの駅

3.0m 以上の区域
0.5m ～3.0m 未満の区域

地下出入口のステップ高

0.1m ～0.5m 未満の区域
0.1m 未満の区域

図-8 地下空間と出入口状況

図-10 地下空間への流入状況
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(2) 地下浸水解析結果
地下空間の最大浸水深及び最大流速を図-14に示す。
(1) 地下浸水解析条件
地下空間に流入した氾濫流は、約0.1m～0.7mの浸水深と
地下空間は複数の出入口から同時に氾濫流が流入し、
なり、地下通路を0.8m/s～2.5m/sで流下している。
複雑に流下することから、平面二次元不定流解析モデル
豊平川破堤から約3時間で約50箇所の出入口から氾濫
により氾濫解析を行った。対象範囲は多層的な地下空間
流が流入し、地下全域に浸水が広がり(図-15)、約6時間
のうち地下１階をモデル化し(図-11)、地下通路の最小
後には平均浸水深が約0.2mとなる。
幅である2.0ｍをメッシュサイズとした。なお、地下空
地下の氾濫流は地盤高が低い札幌駅方面へと流下し、
間と隣接ビルのシャッターは閉鎖しているものとし、隣
地下駐車場通路で最大浸水深約0.7mとなり、南北線及び
接ビルからの流入・流出は考慮しないものとする。
東豊線さっぽろ駅では浸水深約0.5mとなる。氾濫流が流
モデル化した地下空間の地盤高及び縦断勾配を図-12、 入する出入口では、約50箇所のうち12箇所で流速2.0m/s
図-13に示す。地下鉄すすきの駅からさっぽろ駅まで約
を超過し、図-16に示すように創成川沿いのオーロラタ
1/100の下り勾配となっており、オーロラタウンは大通
ウン出入口では2.5m/s～3.5m/sの流速が発生する。
駅を頂点に下り勾配となっている。また、地下出入口の
最大流速深図
最大浸水深図
地盤高については現地にて計測を行い、地下１階から地
凡例
凡例
流速
浸水深
下２階及び地下鉄ホームへの流下量についても考慮した。
3.0m /s以上の区域
0.50m 以上の区域

3. 地下空間浸水解析
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図-11 札幌地下空間の構造
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図-14 地下空間最大浸水深図と最大流速図
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図-12 地下空間モデル化範囲及び地盤高
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図-15 地下空間の浸水率と地下空間への流入量

図-13 地下空間の縦断勾配
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地下空間下層出入口

豊平川

0

凡例

地下空間で浸水が発生した場合、出入口から地表への
避難が困難となることから、地下利用者は短時間で避難
する必要がある。また、電源設備の浸水により停電が発
生した場合、避難時の危険性がより高まることが想定さ
れる。
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5. おわりに
想定最大規模の降雨により豊平川が氾濫した場合、短
時間で地下空間全域が浸水する結果となった。
氾濫流が地下空間に流入する場合、地下空間の出入口
の最大浸水深は約0.6mであり、止水板の設置により出入
口からの流入防止に効果があると考えられる。ただし、
多数の地点から一度に流入するため、流入量が多い箇所
から優先的に設置するなど検討が必要である。また、地
下空間は停電時に光源となるものがないため、電源設備
の耐水化なども重要である。
地下利用者は短時間で避難する必要があるが、氾濫流
の流入により出入口からの避難は危険が伴うため、隣接
ビルによる垂直避難などより安全な避難行動が出来るよ
う、避難誘導方法、避難ルートの設定など関係機関が連
携した対応が重要となる。また、外国人利用者も含め情
報伝達方法も重要となる。

図-16 地下1階の階段地点の流速

地下浸水深
解析結果
地下流速

図-17 避難困難度指標（石垣ら 4)）

石垣ら4)による水深と流速による避難困難度指標と今
回の解析結果を照らすと、図-17に示す赤枠内の領域と
なり、浸水時の地下通路では成人男性であっても避難困
難となる可能性がある。また、流速が速い創成川沿いの
出入口では、出入口から地表への避難はさらに危険性が
高くなる。

今後は解析モデルの精度を上げるとともに、解析結果
を関係機関と共有し、地下空間における浸水被害軽減に
向けた取組みの推進を図りたい。
参考文献
1)楠田哲也,1999.6.29福岡豪雨,土木学会誌(Vol.84),九州大学
大学院教授工学研究科
2)北海開発局札幌開発建設部：石狩川水系 豊平川洪水浸水想
定区域図 https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/gbur
oi00000081m0.html
3)札幌市：開通までの経緯と歩行者通行量等について
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/genzainojigyo/ekim
aechika/
4)石垣泰輔, 市街地の水災害と地下空間浸水―大阪梅田地区を

4. まとめ
解析結果より、豊平川の洪水氾濫時における、札幌市
街の地下空間の浸水状況を整理した。
i)豊平川で堤防が破堤（左岸 KP17.0）した場合、札幌駅
周辺に流下拡散し、破堤後約 3 時間で地下空間全域の
出入口から浸水が発生する。
ⅱ)破堤から約 3 時間後に地下空間全域が浸水深 0.1m 以
上となり、約 6 時間後には平均約 0.2m となる。
ⅲ)地下の氾濫流は、縦断勾配によりさっぽろ駅等に集
中し、南北線・東豊線さっぽろ駅では浸水深 0.5m、
地下駐車場通路では 0.7m となる。
ⅳ)浸水発生時は 12 箇所の出入口で流速 2.0m/s 以上と
なり、地下通路及び出入口において避難困難箇所が発
生する。

対象として―, 日本都市計画学会関西支部 平成 26 年度シン
ポジウム
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