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豊平川における内外水同時氾濫解析モデルの
構築について
札幌開発建設部 河川計画課

○鈴木 応徳
今村 仁紀
渡邊 一靖

近年、記録的な大雨により全国各地で豪雨被害が発生している。豊平川のこれまでの氾濫解
析モデルは河川からの外水氾濫を考慮したモデルであるが、外水氾濫が発生する災害時には内
水氾濫の同時発生が想定される。
本論では、上記課題を解消するため、氾濫現象をより詳細に再現できるモデルとして、内水
氾濫と外水氾濫を一体的に解析できる、内外水同時氾濫解析モデルを構築したので報告するも
のである。
キーワード：氾濫解析

1. はじめに

凡例
解析対象範囲

近年、日本全土において大規模洪水による被害が頻発
している。平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害、平成 30 年
7 月西日本豪雨、令和元年 10 月東日本では台風 19 号によ
り甚大な被害が発生した。北海道では平成 26 年 9 月に初
めて大雨特別警報が発表され札幌市において内水氾濫に
よる被害が発生 1)、平成 28 年には 8 月 17 日～23 日の 1 週
間に 3 個の台風が上陸し、さらにその 1 週間後に台風 10
号が接近し、記録的な大雨となり、全道各地で甚大な被
害が発生した。これらの被害を受け、改正された水防法
や大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方に
ついての答申等を踏まえ水防災意識社会の再構築に向け
た取組が実施されている。
大規模洪水時には、豊平川だけではなく中小河川から
も氾濫が発生することも想定され、広範囲で浸水する可
能性がある。更に、下水道が整備された市街部では、下
水道からの溢水等による氾濫の発生も懸念される。また、
札幌市の地下空間は、地下歩行空間、地下街（商業施

図-1 氾濫解析モデル対象範囲

設）、地下鉄など高度に利用され、平日で約8.5万人／日

2. 氾濫解析モデルの構築

に利用されている2)。
そのため、内水・外水を同時に解析することにより詳

(1) 解析モデルの概要

細に氾濫解析が実施できるモデルを構築し、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、関係者が

市街部における浸水被害は、外水氾濫だけではなく、
下水道等からの内水氾濫も浸水発生の要因となる。

一体となって対応を検討することが重要と考えられる。
本論では、豊平川の内外水同時氾濫解析モデル構築と
浸水に対する取組について報告するものである。

そこで、豊平川流域を対象（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、内外水同時氾
濫解析モデル）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。

Masanori Suzuki, Hitoki Imamura, Kazunobu Watanabe
－ 442 －

さっぽろ駅 【チカホ】

― モデル化管路
(管径600mm以上)

地盤高(T.P.m)

【オーロラタウン】
【ポールタウン】

大通駅

すすきの駅
凡 例
：河川（直轄区間）
：河川（道管理区間）
：河川（札幌市管理区間）

図-5 地下空間地盤高

内外水同時氾濫解析モデルでは、①河川流出モデル
（土研分布型流出解析3））と③雨水流出モデル(修正RRL法

図-2 解析対象範囲の河川、下水道管路(管径φ600mm以上)

4)

）を用い、流出量を河道上流端及び下水道のマンホール

内外水同時氾濫解析モデルの概要
Q
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⑥地下空間浸水解析モデル
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に与え、②河道追跡モデル（一次元不定流解析）と④下
水道追跡モデル（一次元不定流解析）により河道内及び
下水道管路内（管径φ600mm以上）（図-2）の水位・流量
を解析した 。さらに、⑤はん濫モデル（平面二次元不定
流）により地表面の氾濫を解析し、地下空間への流入量
を算定し、⑥地下空間浸水解析モデル（平面二次元不定
流解析）に流入量を与え、地下空間における浸水深等の
解析を行った（図-3,4）。
地下空間の解析対象範囲は多層的な地下空間のうち地
下１階をモデル化し、地下通路の最小幅である2.0ｍをメ
ッシュサイズとした。地下空間に接続する隣接ビルの地
盤高、地上階・地下階の接続口の諸元を現地踏査等を踏
まえてモデル化し、地下空間と隣接ビル間の氾濫流の流
入・流出現象も解析に取り込んだ。また、地下１階から
下層階への流下量についても考慮した。
地下空間の地盤高を図-5に示す。地下鉄すすきの駅か

図-3 氾濫解析モデル概要図

Ⅰ．地表面を対象とした内外水同時解析
・河川水位の算定 ②
・地表面の氾濫解析（水深・流速を算定）
⑤
地下空間への流入量算定
・下水道水位の算定 ④

らさっぽろ駅まで下り勾配となっており、オーロラタウ
ンは大通駅を頂点に下り勾配となっている。また、地下
出入口のステップ高については現地にて計測を行い確認
した。
(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氾濫解析モデルの精度

Ⅰ．で算定した流入量を境界条件へ設定
Ⅱ．地下空間を対象とした平面二次元解析

検証を行った。

・地下空間の氾濫解析（水深・流速を算定） ⑥
図-4 計算フロー図
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表-1 計算条件一覧
項目
解析モデル

計算条件等
地表：内外水同時氾濫解析モデル(平面
二次元氾濫解析 10m メッシュ)
地下：平面二次元氾濫解析（2mメッシ
ュ）
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
豊平川 左岸 KP17.0、右岸 KP11.4
豊平川及び支川：平成 29 年度現況河道
平成 30 年度現況施設
平成 29 年度現況施設
扉、シャッター、止水板等は見込んでい
ない

降雨条件
破堤地点
河道条件
下水道
雨水貯留施設
地下出入口
図-6 8 月 17 日 17:30 時点 雨量分布（札幌管区気象台 HP）
累積雨量：126.0mm/2日
最大降雨強度：24.5mm/h

地下空間
対象領域(地下１階)
対象領域(隣接ビル)
地下出入口

【チカホ】

2016/8/18 21:00

2016/8/18 18:00

2016/8/18 15:00

2016/8/18 12:00

2016/8/18 9:00

2016/8/18 6:00

2016/8/18 3:00

2016/8/18 0:00

2016/8/17 21:00

2016/8/17 18:00

2016/8/17 15:00

2016/8/17 12:00

2016/8/17 9:00

2016/8/17 6:00

2016/8/17 3:00

2016/8/17 0:00

2016/8/16 21:00

2016/8/16 18:00

2016/8/16 15:00

2016/8/16 12:00

2016/8/16 9:00

2016/8/16 3:00

2016/8/16 0:00

さっぽろ駅

降雨量(mm/h)

降雨量

2016/8/16 6:00

30
25
20
15
10
5
0

―
―
―
○

図-7 対象期間雨量 札幌雨量観測所（気象庁）

【北 1条地下駐車場通路】

【オーロラタウン】

大通駅
【ポールタウン】
すすきの駅
地下出入口のステップ高

図-9 地下空間と出入口状況

図-8 実績水位との比較（創成川・新川）

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-6、図-7 ）。
検証結果を図-8に示す。平成28年8月降雨における創成
川及び新川の実績水位と計算水位を比較し水位の立上り
時刻やピーク発生時刻、水位波形から概ね再現性がある
ことを確認した。

3. 氾濫シミュレーション
(1) 氾濫解析条件
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地表及び地下の浸水状況につい
て氾濫解析を行った。
地下空間への流入量は、地下出入口部（図-9）におい
て、想定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。また、隣接ビルからの流入も考
慮した。計算条件を表-1に示す。豊平川の破堤地点は、
氾濫時に札幌市街地への影響が最も大きいと想定される
左岸KP17.0、右岸KP11.4地点とした。
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✖ 破堤地点

×
×

図-10 (a) 想定最大規模での浸水域(最大浸水深図)

図-10 (b) 想定最大規模での浸水域(継続時間)
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すすきの駅

図-11(a) 地下空間最大浸水深図

すすきの駅

図-11(b) 地下空間最大流速図

(2) 地表における浸水深の解析結果

日以上継続することが想定される。

シミュレーションによる最大浸水深及び継続時間を図-

豊平川右岸KP11.4で破堤した場合は、豊平川と月寒川合

10に示す。豊平川左岸KP17.0で破堤した場合、浸水範囲は

流部や厚別川と野幌川の合流部で最大浸水深が3mを超え、

豊平川左岸全域に広がり、破堤地点からの氾濫流は札幌

同地点においても浸水深50cmを超える状態が1日以上継続

市街地を流下し、茨戸川にまで達する。

することが想定される。

豊平川左岸下流部、創成川下流域では最大浸水深が1.5m
を超過し、創成川下流域では浸水深50cmを超える状況が1
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図-12 地下空間の浸水域時系列
※シミュレーションにおいて、地下出入口の扉、シャッター、止水板は見込んでいない

図-14 地下浸水時の避難限界指標(戸田ら)

図-13 避難困難度指標（石垣ら）

(3) 地下浸水解析結果

40 分後には北 1 条地下駐車場が浸水し始め、70 分後には

地下空間の最大浸水深及び最大流速を図-11に示す。地

大通駅が浸水することが想定される。100 分後には地下空

下空間に流入した氾濫流は、約0.1m～1.0mの浸水深となり、 間のほぼ全域が浸水し、水深は約 0.3m、オーロラタウン
地下通路を最大約4.0m/sで流下するところがある。

については水深が約 0.5m と想定される。

地下の氾濫流は地盤高が低い札幌駅方面へと流下し、

図-13、図-14には避難限界指標を示しているが、これら

大通駅西側、北1条地下駐車場通路、東豊線さっぽろ駅、

のデータを踏まえ、水深・流速を考慮することで避難経

さっぽろ駅北側付近で最大浸水深が約1.0mを超過し、南北

路検討の基礎資料となると考える。

線さっぽろ駅で約0.5mの浸水が想定される、チカホやポー
ルタウンでは約3.0m/sを超える比較的速い流速となること

4. 災害に備えて

が想定される。

国土交通省では川の防災情報サイトを設けており、こ
こではレーダ雨量計データ、気象警報・注意報、洪水予

(4) 地下空間浸水域の時系列変化

報の発表地域などが確認できる。また、国、全国の自治

地下空間周辺及び地下空間は、豊平川KP17.0地点が破堤

体により2018年より設置が進んでいる危機管理型水位計に

した場合、破堤後1.5時間で浸水を始めることから迅速に

よる水位情報や簡易型監視カメラの映像も確認すること

地上へ避難することが重要となる。

ができ、これらにより洪水時はほぼリアルタイムに河川

豊平川の氾濫水が到達してからの地下空間の浸水状況

水位等の状況が確認できる。

について、浸水域の時系列を図-12に示す。

平成31年3月には避難勧告等に関するガイドラインが改

氾濫流はオーロラタウン・ポールタウン、チカホ付近

定され、災害時に避難行動が容易にとれるよう防災情報

から流入し、20 分後にはオーロラタウンで水深が約 0.2m、 が5段階の警戒レベルで提供されるとともに、住民の主体
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的な避難行動を支援するため、警戒レベル毎に住民がと
るべき行動が示されている。更に、国土交通省、都道府

今後も関係機関と浸水に対するリスクを共有し、浸水
被害軽減に向けた取組みの推進をする必要がある。

県では、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水害の
被害軽減を図るため、洪水予報指定河川及び水位周知河
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防災訓練、合同巡視など関係機関と連携が図られている。
また、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を
あらかじめ共有した上で、防災行動とその実施主体を時
系列で整理した避難勧告等の発令に着目したタイムライ
ンが策定されるなど水防災意識社会の再構築に向けた取
組が進められている。

5. まとめ
想定最大規模の降雨により豊平川が氾濫した場合にお
ける、札幌市街の地上及び地下空間の浸水状況を解析し
た。
これまで、洪水に対するハード対策としてそれぞれの
河川管理者により、河道内で安全に洪水を流下させるべ
く堤防整備、河道掘削、ダム等が整備されている。
一方、万が一豊平川が氾濫した場合、氾濫域は札幌市
街部にも到達し、地下空間も浸水するリスクがあること
がわかった。
地下空間への浸水を防ぐ対策としては、地下空間施設
管理者により止水板等の浸水対策も進められてきており、
地下出入口に設置されている扉やシャッターを閉じるこ
とにより地下空間への流入量を減らす効果や避難時間の
確保にも寄与すると考えられる。地下空間へは多地点か
ら浸水すると想定されることから、関係者が一体となっ
て浸水対策を実施することが重要であると考える。
地下空間が浸水した場合、歩行困難となる場所がある
ことが想定されることから、避難計画の立案や避難訓練
等の基礎資料として参考とされたい。
Masanori Suzuki, Hitoki Imamura, Kazunobu Watanabe
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