
基調講演

　ちょっと私の経歴を言いますと、昭和55年に旭川開
発建設部に入局、昭和57年に旭川の治水課、昭和61年
に開発局の土木試験所、その後、開発土木研究所河川
研究室へ、その後、平成6年に北大のほうに移りまし
た。
　特に、入局して2年目の、この昭和56年の大出水の
経験は衝撃的でした。これは、豊平川の災害状況です
が（図－3）、こんなのいまだに見たことないですけど、
これは、石狩川の上流の旭川地点の状況です。この時
私は、旭川河川事務所にいたのですが、ものすごい流
れで、これは美瑛川の堤防ですが（図－4）、堤防のあ
ったところが、一瞬にしてなくなってしまった大出水
でした。

言うもので、理由は後で説明いたします。
　そもそも、なぜそんなものを作ろうとしたのかは、
話は昭和にさかのぼります（図－2）。私が昭和55年に、
開発局に入局して、すぐに昭和56年の石狩川の大洪水
というのを経験いたしました。堤防は破堤し、下流の
ほうは水浸しました。流域平均雨量282mm という、史
上最大の被害が生じたものすごい大洪水で、いまだに
これを超える水害はないです。なぜ iRIC の開発が行
われたという話から始めます。

「フリーソフト iRIC によるコンピュータ河川工学への挑戦」

　　　
北海道大学大学院　工学研究院　教授　清水　康行

　どうもありがとうございます。清水です。今日はこ
のような立派な講演会でお話させていただき、大変光
栄に思います。
　今日のお話は、先ほど池田所長の方からもお話があ
りましたように、「フリーソフト iRIC によるコンピュ
ータ河川工学への挑戦」という、大それた題目にさせ
ていただいております。
　まず、iRIC というプロジェクト（図－1）ですが、こ
れは水理学や河川工学の知識がなくても、川の流れや
河川の地形、変化をパソコンで予測・解析・検証でき
る無料のソフトウェアです。iRIC の略は、International 
River Interface Cooperative、国際的な河川の情報を
やり取りするための共同体ということで、必ずしもソ
フトウェアの名前ではありません。こういう共同体を

図－1

図－2
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図－3 図－5

図－4 図－6

　この場所は美沢左岸築堤という所ですが（図－5）、
今は堤防ができて立派になっていますけども、こうい
う真っすぐな川も、一瞬にして堤防が無くなるという
のを経験しました。同じような所を、3箇所、6箇所く
らい、私は直接体験させていただきました。そのとき
の然別川ですが（図－6）。ここももともと小さい川だ
ったのがあふれてこっちの道路もずたずたにして、土
砂をまき散らした水害でした。
　これは別の本州の川ですが、こういう急流河川では、
流れていても水が多くなると、家がある所も堤防があ
る所もお構いなしに、浸食します（図－7）。

図－7
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　これは北海道の2011年、最近の例ですが、音更川も、
もともと堤防のあった場所が一瞬にしてなくなると、
こんな感じですね。（図－8）。

　私、旭川河川事務所という所にいましたが、この水
害の後にできた工事実施基本計画で、牛朱別川の上流
部分に非常に狭い箇所があるので（図－10）、あふれる
危険があるため、その部分にバイパスを掘って牛朱別
川の水をこっちの石狩川に流す、という計画がありま
した。川はみんな下流に流れるのに、横に流すという
のだから、これはちょっとおかしいのではないかと思
いました。新しい川を作ったときに水がどう流れるの
か、それから土砂がどう流れるのか、砂州ができるの
かどうか、なんていう予測技術が当時はありませんで
した。
　何とかこういうのを予測できないかといろいろ考え
ていました。今、永山新川と言うんですか、等高線に
平行で、流れるのか？

図－10

図－8

図－9

　このように大雨が降る時、川の変化する流れとか、
河道の様子を何とか予測できないか、というふうにず
っと思っていました。昭和56年の洪水の後、当時の、
開発本局の山口さんが、私の所に写真を持ってきて見
せてくれました。真っすぐな川も、流速の速い所が、
射流、超水して波が立って、これを結ぶと、蛇行して
います。真っすぐな川も何でこんなふうに曲がるんだ
い、決壊するのは予測できないのかい、とそのような
話をしてきました。
　普段は比較的直線な川も、どうして蛇行するのだろ
う。川が蛇行する仕組みが分かって、予測もできるよ
うになったら、災害も予測できるのではないか、防止
対策もできるのではないかと言うことです（図－9）。

　これも、平面図、縦断図、横断図、多少水位の計算
は不等流計算でできました。このようなやり方で土量
計算、付帯工事設計、工事費積算の現場でした。当時
こんなパソコンでやっていましたけども、これを持っ
ていくと、これはカーブがもうちょっと緩いほうがい
いのではないかとか、もうちょっと右のほうがいいん
じゃないか、左のほうがいいんじゃないかと、いろい
ろ言う人がいるわけですね。そうすると、この辺の仕
事が、徹夜してやったものが全部やり直しするわけで
す。仕方がないのですが、ちょっと悔しい思いをした
ので、何かそうじゃなくて、水というのはこういうも
ので、こう流れて川はこうでというのを計算でできな
いかなと、全部やり直しということがないように頑張
ろう、これを予測する方法はないのか、とずっと思っ
ていました（図－11）。
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　その後、旭川から土木試験所に転勤になりました。
その時に石狩川の大型模型実験委員会の下働きをしま
した。大御所の先生の中で、石狩川の河口部の治水問
題を、50分の1の移動床大型模型実験を作って検討す
るという委員会でした。
　これが石狩川の河口の所ですけど、大きく曲がって
いますね。ここが、石狩町の所です。浸食とか氾濫の
危険があるのでバイパスを掘ろうという計画です。当
時何も分からなかったので、開発局としては、普段は
こっちを流して、洪水の時にはこっちに流すという二
つの案、2way 案と言ったんですが、石狩川の横に、石
狩川のミニチュアの模型実験場を作りました。もう一
つ石狩川を作って大型模型実験をやりました（図－

12）。

　これは最近の写真ですが、当時は何も分からなかっ
たので、流したのはいいのですがリップルという波が
できてしまい、川の平面型は50分の1の模型作っても、
水を流すと、でこぼことか掘れたりたまったりするの
は50分の1にはなりません。これは模型の様子ですが、
細かい石炭粉を使って移動床の模型実験をしました
が、リップルができてしまい相似にならない。流砂量
もなかなか現地と同じにならないので苦労しました。

（図－13）。

図－11

図－12

図－13

　板倉先生が当時私の上司で、一緒に悩みました。委
員の先生たちからは、何でそこがそんなに掘れるの、
とか、何でそんなに堆積するの、それから、どうして
流量配分がそうなるの、とかいろいろ質問されるので
すが、さっぱり分からない。実験結果がそうなるから
仕方がないのではないかと、もう開き直っていました
けど、いろいろ計算ができれば、いろいろ案を出して
いける。この模型実験というのはお金がかかるので、
1年に1回か2回しかできないので、計算だったらもっ
とできて、理論武装もできて、委員の先生たちとも対
抗できるのではないかと思っていました。そんなこと
を聞かれたって、分かるはずない、当時はそう思って
いました。
　それともう一つ、札幌での仕事は、石狩川の歴史に
ついていろいろ調べる、というのがありました。ご存
じかもしれませんが、岡崎文吉について、彼がどんな
ことをやったかという足跡を調べて、『石狩川の曙光』
という本を、みんなで協働して作りました。当時の星
部長が音頭を取り、私が担当したのは第1章の1、2（2）

「桑田変海」桑の畑が海に変わってしまうという所で
した。石狩川の治水が始まる前の、どんなことが起き
ていたかということについて、文献を調べたり、古い
地図を調べたりしました。
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　石狩川治水が始まる前、明治31年に大洪水があった
そうです。当時、鉄道がやっと完成して、これからと
いうときに、この31年の洪水で鉄道もろとも全部流さ
れてしまった。そのときの雨は今でいうと大した雨で
はないんですが、流木も多量に出て、神居古潭から下
流は全部海のようになってしまった。明治31年の洪水
は、春の融雪出水でも被害があり、入植した人は何と
か立ち直って、頑張ろうとしていたときに、7月に入っ
てさらに洪水を経験し、これでもろに被害を受けて、故
郷に帰る者も出てきていたと言うふうに、すごい水害
だったそうです。その後、何とか持ち直したのにまた9
月に水害があった、こんなふうに、春と7月と9月、台風
や大雨が降る度に大氾濫していたようです（図－14）。

図－16

図－15

図－14

　その当時、明治31年の洪水を桑田変海と名付け、こ
れは中国の漢詩から来ていて、全て石狩川の氾濫水、
濁水の下に沈んだ。そして、広漠の海のようになった。
明治31年9月、その光景は、石狩平野が何万年も前の、
生物が時々示す帰先現象と同様に、石狩平野は海の底
に戻ったのであった、なんていうふうに言われていま
した。当時の文献から言うと、捜索隊が江別を出発し、
鉄道線沿いに船で進み、いたるところは海で、電柱が
立っていたと。幌向駅のプラットフォームを埠頭代わ
りにして、一ヶ月近く、そんな海のような生活をして
いた。
　畑が全部海になってしまったという、こんな絵が残

っています。信じられない話ですが、本当にそんなこ
とがあったのか、という疑問が生じます（図－15）。

　ちょっと脇にそれますけども、岡崎文吉というのは
石狩川治水報文という、この洪水を元に、石狩川を今
後どうやって改修していこうかという計画を最初に立
てた人です。この中で彼は、自然主義というのを唱え、
蛇行した川はそのまま残して、決壊しやすい護岸を多
少補強する程度にして、放水路、バイパスを掘って洪
水の水を流す方法で、森林も大切だという、現在に近
い発想をしています。これを今の石狩川は、川の長さ
が3分の2になるくらい蛇行している所を人工的に真っ

　これはタイムマシンでもなければ、行って見ること
はできないのではないかと思いました。そんなものな
いですね。では、どうしたら良いかということになり
ます。タイムマシンを作れないのか？水を流して、石
狩平野が水浸しになった当時の様子をコンピュータの
中で見ることができないのか、と思いました（図－16）。
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図－17

すぐに掘り、海まで流すというふうにしているのです
が、結果的には三日月湖が残っています。岡崎文吉は
この蛇行をそのまま残して、堤防を補強し、どこかに
大きな放水路を掘って、洪水時にはこっちを使うと言
う発想だったわけです（図－17）。

図－18

　今、釧路湿原などでは、直線化したのをもう一度蛇
行に戻すというのもありますから、岡崎文吉が当時言
っていたようなことがやっと今、実現するようなこと
もあるようです（図－19）。

　これに対して石狩川は直線化して、さらに堤防を作
って、というような改修方式をしています。岡崎文吉
の意見ではなく、別の意見で今の石狩川ができていま
す。こんなふうに河川があって堤防があって、その後
ろに三日月湖が残る、あとは水田地帯になっている、
というのが現在の石狩川流域です（図－18）。

　話は桑田変海に戻ります。実は、この桑田変海とい
うのは珍しいのかなと思ったら、そんなに珍しいこと
ではないんですね（図－20）。

図－19

　つい最近、タイのバンコクとその周辺ですが、バン
コクがあって、市内があって、その約200キロくらい
上流にアユタヤという遺跡があります。それが、2011
年の9月から11月まで上流で大雨が降って、これが9月、
10月、11月、どんどん増えてきて、減っていったんで
すが（図－21）、流量的には大した流量ではないんで
すが、これが10月17、23日というふうに、上流からど
んどんバンコクの市内に迫ってくるような、何ヶ月も
かかって全部水浸し、海みたいになってしまいました

（図－22）。

図－20
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　これはタイですね。このときはホンダの工場なんか
もありましたが、全部水浸しで泥浸しになりました。
皆さんご承知のように、日本でも9月、鬼怒川で一晩
に400mm も500mm も雨が一瞬に降ったので、縦に、
線状降水帯というんですけれども、河川が氾濫して水
浸しになってます。ですから、これはここが氾濫して

（図－24）、こっちはもう何日間も水浸しになる。

図－23

図－21

図－22

　ですから石狩川のその昔が、今でもバンコク、タイ
に行くとみられます。タイはこんな感じですね、全部
海みたいになって、寺院も大仏さんもこんなになって
しまいました（図－23）。

図－24

　最初は何でもなかった、これが小貝川と鬼怒川の間
の所ですけれども、こんなふうになっています。氾濫
した場所がここです（図－25）。氾濫すると、水だけ
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じゃなくて土砂も一緒に流れてきますから、土砂も洗
掘してこんなになります。北海道で記憶に新しいもの
では、2003年の日高の水害です（図－26）。川がもとも
と蛇行していたのを、ここもあふれて、堤防もあふれ
て、家も水田も超えて、また川に戻る。水害に遭うと
水だけではなくて土砂もいっぺんに来ますから、家な
んかはこんなふうに爆撃にでも遭ったような被害にな
ります（図－27）。非常に恐ろしいですね。

図－25

　石狩川の話に戻りますけども、明治からどんどん、
いろいろさっきのような堤防を作ったりショートカッ
トをしたりして、だいぶ川の状況は変わっています。
死者、これは明治、大正、それから昭和の始め、昭和
50年、昭和56年と大きな洪水を並べてみました。流量
自体はそのときによって変わりますが、死者は圧倒的
に減少しています。どんどん流域の利用が高度化され
ていますから、被害額は結構増えているわけですね。
小さな水害も、氾濫面積は少なくても被害は増えてい
る。ですから、水害が恐ろしいのは、引き続いている
わけです（図－28）。

図－26

図－27

　世界中を見ても、ネパール、カルガリ、これはネパ
ールですね、インドから、こんな感じで同じような洪
水が世界中で、今でも起きています（図－29）。

図－28
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　かなり脱線しましたけども、なぜ iRIC を作ろうとし
たかという話です。
　こういう、一瞬にして流出する堤防被害を事前に予
測したり、変更したときに水の流れや土砂がどうなる
のか、どうしてそこが掘れるのか、どうしてそこに堆
積するのか。昔の水害の様子をタイムマシンに乗って
見に行く。そういうものを使って、明日なのか100年
後なのか、来年起きるのか分からない、将来の被害の
規模を予測する。それに対するハード、ソフトの対策
を立てる、というのが目標です。その対策の実効性を
確かめる、というのもあります。
　そこで、まずこの手法を開発しなければならない。
これがすごく大変でした。平面1次元のものは昔から
ありましたが、平面的に2次元的に広がるもの、さら
には川の中を3次元的に流れる流れ、こういうのを予
測するモデルを作って、論文をいろいろ発表したわけ
ですが、こんなふうに、計算結果、実測値ってありま
すが、この中をさらに蛇行する様子とか、直線の川が
蛇行する様子とか（図－30）、それから、石狩川の模型
実験の結果を3次元モデルで再現するとか（図－31）、
いろんな方法自体を開発しました。これは複列砂州と
いいますが、この川の中を八の字状になって流れる流
れとか、そういうのを予測する方法についても、板倉
先生や山口先生と一緒に開発してきました（図－32）。

図－29
図－30

図－31

　例えばこの河岸浸食、河床波の話とか、砂州の話と
か、構造物の話とか、さらに植生の話、魚類の話、密
度流、氾濫流、合流点の話とか、研究的にはいろいろ
やりました。でも、自分だけできて、論文に書いてい
るだけでは結局あまり利用してもらえないので、論文

図－32
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　事前処理はそれぞれ、研究者や研究所によって独自
ですが、ソルバーと事後処理は多分、共通にできるだ
ろうということで、最初に開発を行いました。そうす
ると誰でも自分で、いろんな言語とか、いろんなシス
テムを使った各自のソフトを、ここに入れ込むことが

　その時は北海道大学、京都大学や北海道河川財団の
皆さんの協力で作っていました。ほとんど全く同じよ
うな発想で、いろんなこと予測できないかとか、それ
をフリーで誰でも使えるようにならないかというのを、
USGS、アメリカの地質調査所のジョン・ネルソンとい
う人が、中身はちょっと違いましたけど、作っていま
した。では、どうせ同じ目標にするのなら一緒に作ろ
う、という話がまとまりまして、2010年4月に iRIC と
いう共同体を作って、一緒に研究していくことになり
ました（図－34）。

図－33

　最初は四つ、それぞれ二つずつソフトを持ち寄って、
1個にしましたが、これではちょっと駄目だということ
で、ゼロから作り直して、2012年4月にもっと大きな
iRIC バージョン2というのをリリースしました。この
時には、単に川だけではなくて、合流点とか氾濫とか
河岸の浸食とか、土砂の粒径もいろいろできるように
したりしました。その後、2.3といって、どんどん新し
くしてはいますけども、来年の春にはさらにバージョ
ンアップしたものを今、準備中です。
　このプロジェクト自体は、日本の大学とか、寒地土
木研究所の皆さんにもお世話になっています。それか
ら財団法人、コンサルタント、IT 会社などで研究会を
作り、いろいろ研究しています。外国では、USGS、そ
れから諸外国のいろんな大学研究者、中国、ヨーロッ
パ、EDF というフランスの電力会社も入ってます。こ
のような組織でプロジェクトを作り、協働で、この iRIC
の開発を進めております。
　概要ですけれども、まず大事なのが、論文で書かれ
ているような、いろんな微分方程式などを計算するソ
ルバーで、これが計算そのものです（図－35）。その
前に事前処理といって、地形データを作ったり、それ
から格子を作ったりします。それから事後処理で、そ
の計算結果をベクトル図といって流れの矢印にしたり、
コンター図、流速の速いところ遅いところ、それから
深いところと浅いところ、それから流線を描いたりし
ます。この三つからなります。

図－34

的には評価を受けましたがあまり意味がないのではな
いかと思いました。誰でも気軽に、こういう川の流れ
や氾濫とか地形の変化を予測できないか、シミュレー
ションできるようにしたいということが、iRIC を作る
目的でした。最初、河川の形状とか情報、さらに流量
を与えてその結果を、このコンピュータの中でいろい
ろ計算して、洪水の様子とか、河床の変動、河岸の浸
食を解析、予測し、それを示すという iRIC の前身で、
これよりちょっと前のレベルの RIC-Nays というもの
で作っていました（図－33）。

図－35
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　今日着ているパーカーや T シャツを作って、販売、
頒布もやっています。
　もう一つは、いろんな国でソフトウェアは非常に高
いですが、作ったソフトを各国と協力して、高くて買
えないような国でもただで使っていただこうというこ
とで、各地で講習会を行っています。エジプト、さっ
きの地震のある前ですが、ネパール、アメリカ、韓国、
東京。それからジャカルタでは、ASEAN の諸国を集
めて、JICA がスポンサーでやっています。
　中国では、黄河水理研究所で、この iRIC の説明とか
講習会をやりました。この研究所では、メインは石狩
川の実験でボコボコになっちゃうというやつを、まさ
にやっていたみたいですね。向こう側が見えないくら
いの大きな体育館みたいな所で、大きな黄河の模型作
って実験していたんですけど、いろいろやったけどう
まくいかないというのが結論みたいで、相似則という
か縮尺のスケールがうまくいかないんですね。これか
らは数値計算だということで、一緒にいろいろやって
いこうということになっています。これが黄河で、こ
れがすごく大きくて、歩いて行くのが疲れるんで、途
中で休憩所があるんです。そのくらい大きな模型実験
で驚きました。
　あと、学会があると、ブースを作って、いろんな人
を呼んで講習会しています。寒地土研の人たちも協力
してくれて、一緒に、世界中に講習をしています。
　iRIC を実際ダウンロードしてインストールすると、
画面上にこんなアイコンができます。これをダブルク
リックするとリストがでてきて、その中から自分の使
いたいソルバーを選びます（図－38）。

　今後、土石流のモデルとか、鉛直2次元モデルだとか、
いろいろ準備中です。全てが同じプラットフォームで
動きます。ここの所は、日本のものは全部統合して、
Nays2DH という一つのソフトになっています。ここ
の Nays というのがあちこちに見られますが、これは
アイヌ語の「ナイ」、川を意味する言葉で、北海道発
のソルバーです。ホームページはこのようになってい
て、ここから誰でもダウンロードでき、そのまま使え
ます（図－37）。

図－36

図－37

できるのではないかと。それと、事前処理と事後処理
をつなぐところをライブラリとしてただで提供してあ
げよう、こういうのを最初に作りました。もちろん、
測量のデータとか衛星写真とか、そういうのをここに
入れてやる。計算した後も、それの中でも表示できる
けれども、結果をデータとして出力して、別のソフト
へ引き渡してやる、という体系で始まりました。
　現在は、各自自由にここは入れなさいとか、無料で
ここの部分もいろんなソフトを提供することになって
います。分離方式で、ここだけ使ってもいいし、全部
使ってもいいし、というようなソフトで、ユーザーが
これによって非常に増えました。
　無料で提供されるソルバー群、図－35の真ん中のと
ころには、今のところここまであります（図－36）。日
本版のものが結構多いんですが、日本の2次元のもの
とか、アメリカのものとか、Delft というオランダのも
のとか、あとは1次元、2次元というのもあとで追加し
てるんですが、3次元のもの、氾濫流のもの、それか
ら ERIMO という津波の計算とか、LES モデルとい
うものすごい複雑な流れをやるものとか、有限要素法
のモデルとか、星先生による流出計算モデルも入って
います。
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　例えばこの、Nays2DH という2次元のものを選ぶと、
メニュー自体がそれ用にカスタマイズされて、あとは
これに沿って、地形情報の入力、格子の作成、計算条
件を入れて計算の実行、こんなふうにこれに沿ってや
っていけば、できるだけ簡単にできるようにしてあり
ます。計算結果の表示ということで、このウインドウ
の中で、実際水を流したらどう流れるかというところ
まで全部いけるようになっています（図－39）。

図－38

　入力するデータですが、地形データ、これは高さの
情報ですね。高さのデータも、川の中の情報とか川の
外の情報、あるんですが、それから地表面データは、
外の情報とか植生の情報、障害物の情報、いろんなデ
ータを取り込めるようなっています（図－40）。

図－39

図－40

　典型的なのが横断測量、DEM データというのは x，
y，z のランダムな情報、地形地図、GIS で作ったポリ
ゴンデータもインプットできます。これは簡単な計算
例ですが、横断測量のデータを入れて、石狩川を計算
しようとデータを入れると、格子ができます。計算条
件を設定して、計算を実行して（図－41）、計算結果
を表示する（図－42）。計算結果はバックグラウンド
と一緒に、流速の速いところ遅いところ、水の流れる
様子も一緒に計算できます。これは石狩川の例です（図

－43）。

図－41
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　あと、横断測量ではなくて、x，y データが多量に
あるときの計算ですね。これも格子を作って、同じよ
うな計算結果が出ます。計算結果をアウトプット、さ
っきのは日高の厚別川の計算例ですが、このように、
計算結果を Google Earth に貼り付けることができるん
です（図－44）。

図－42

図－43

図－44

　貼り付けた後は計算結果を見ながら、上流から見た
り下流から見たり、近づいたり遠く離れたりすること
ができます。ですから、どの辺が流速が速いとか、ど
の辺が遅いとかっていうのも見ていくことができます

（図－45）。

図－45
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近は安全になる、豊平川の様子ですが、iRIC で計算し
た結果を Google Earth で比較しながら見ることもで
きます（図－48）。

　出力結果が一部出てきましたけども、Google Earth
も含めて、いろんな別の汎用ソフトにアウトプットで
きるようなフォーマットを用意しています（図－46）。
せっかくの機会ですから、iRIC によってどんなこと
ができるかというのを、羅列になりますけども、お見
せします。

　これは豊平川の例です。豊平川の木がありますね。
木があって、ここは木がいっぱい生えているとか、こ
こは薄いとかここは濃いだとか、というようないろん
な情報を格子の上に反映させて、検討することができ
ます（図－47）。

図－46

　先ほどの、一瞬にして河岸が無くなってしまうとい
う計算例も、iRIC で計算すると、これはイワサキくん
という人がやった計算ですが、ここの部分です。これ
が時間です。速いですが、どんどん流量が増えて、流
れの向きが変わって、ここの堤防のところがどんどん
浸食していくのが分かると思いますけども、こういう
計算もできます（図－49）。

　例えば、二つの例ですが、これは高水敷に木がいっ
ぱいある場合、その高水敷の木を切ってしまった場合、
こういうふうに速い流速が、堤防のそばを流れていた
やつが、この木を切ることによって、スムーズにこっ
ちが流れるわけで、低水路の方が速くなる、堤防の付

図－47

図－48

　ここの浸食だけではなくて、川の流れが洪水中にど
う変わっていくかというのも計算しています。合流点、
本川と支川の水がどう混ざるか、そんな計算も、合流
点の計算もできます（図－50）。

図－49
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　これは沖縄の那覇市にある、ラムサール条約でも指
定されている、野波川と国場川の合流点ですね（図－

51）。ここがマングローブになっていて、そういう所の
合流点の流量の違いによって、混合の様子とか土砂堆
積の様子を調べようとしている。同じようにその結果
を、那覇市の合流点の様子を Google Earth に貼り付け
て、いろんな人に見せるときに、水はこう流れるんだ
よというのを示すことができます（図－52）。

図－50

　2011年8月に、忠別川で被害がありました。これは橋
台が、忠別川の上流の橋梁のアバットが大きく破損し
て自動車が落ちてしまった（図－53）。さらに上流では、
道路が決壊してしまったという、忠別ダムの上流です
ね。そのときの様子のシミュレーションです（図－54）。
川村さんがやった計算ですが、これは忠別川本川と、
それから支川が合流して、どんどん流量が増えていく
と、ここの部分が大きく浸食して、同時にここの堤防
が決壊して、こちら側に流れてきて、支川の水は忠別
ダムの方に流れていく。そういうような計算結果が出
ています。現地と比較しても、ここのアバットの浸食
状況とか、堤防の決壊、浸水路ができて、こちら側に
水があふれるという様子が、シミュレーションで再現
できていますし計算できています（図－55）。

図－51

図－53

図－52
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　先ほど所長からも紹介がありましたけども、寒地土
研がやっている千代田を使った実スケールの堤防の破
堤で実験です。堤防に、ちょっと切り欠き作っておい
て水を流すと、どんどん破堤して広がっていく。鬼怒
川もそんな感じですが、これが寒地の実験の様子です
ね（図－56）。

図－54

図－55

　いろんな角度から見たもので、上段が本川を模擬し
ていて、下段が氾濫源を模擬しています（図－57）。人
がこの大きさですから、すごく大きいのが分かると思
います。これが、下流のほうへ広がっていきながら拡
大していく様子が、模型実験ではできますが、こうい
う様子も iRIC で計算できるようになりつつあります。
こんなふうに、氾濫しながら破堤口がどんどん広がっ
ていく様子を計算できるようになっています。破堤の
例で言うとおもしろいのが、ミシシッピ川の水害で、
2011年にイリノイ州のカイロ市という所が、ミシシッ
ピ川とミズーリ川とオハイオ川と3川合流のところに
ありますが、ここの水が高くなり、上流の町が危なく
なったので、工兵隊がここの堤防を爆破して、水をこ
ちらの遊水地に流してやる、というのをやりました（図

－58）。水門ができてますけど、水門を作らないでメッ
シュを作って、堤防を爆破できるようにしておいて、あ
る時間になったら爆破する、という計算です（図－59）。

図－56

図－57

図－58
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　こちら側、水がどんどん、赤いところが高くなって
います。爆破してここの水を一気にこちらに出すと、
こちらの水位が一気に下がり、カイロ市のここの水位
が下がったというのを iRIC でシミュレーションした
ものです（図－60）。衛星写真と、その時の様子を比
較したんですが、流れのパターンとか、水の浸かって
いる様子が非常によく表現できています（図－61）。

図－59

　これはネパールの計算例です。ネパールから流れる
コシ川が、ガンジス川に合流し、バングラディッシュ
のほうに流れていきベンガル湾に流れていますけれど
も、ネパールからコシ川を通って、コシ・バラージュ
という堰があって、この堰が狭くなっていてここから
氾濫するわけです（図－63）。

　タイのチャオプラヤ川の水害も、3か月間の様子を
計算してみました。この水色のところは最終的に水の
浸かった区間ですが、計算を出していくと、こんなふ
うに上流からどんどん広がってきます。実はここに、
キングスダイクと呼ばれている堤防があり、バンコク
の周辺は守られていたため、最終的に実際も計算上も、
ここで救われたということでした。この計算結果が、
タイでは非常に有名で、あちこちの人に引用されてい
ます（図－62）。

図－60

図－62

図－61

図－63

　これがバラージュですが、ここが氾濫しています。
こんなふうに氾濫したものはインドまで達して、何年
かに1回かここが氾濫して、コシ川自体はこちらに流れ
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ていますけれども、一回氾濫すると300万人も、北海
道の人口くらい避難するような氾濫で、それのシミュ
レーションです（図－64）。
　いったん氾濫すると、土砂がこんなふうに氾濫する
様子のシミュレーション結果です（図－65）。

図－64

図－65

　この川が蛇行して、昔の川が残っているということ
も計算できます（図－66）。これは、蛇行する流速、こ
れは地形ですが、地形を変化させるときに、もともと
の河川の地形も、トレースして残しておきます。そう
すると、蛇行して、それが進んでいくと、これが切れ
ますね。切れると、こういう古い川が、実際、衛星写
真でもあるように、残っている様子が計算できます。
こんなふうに実際にかなり近いシミュレーションがで
きるようになってきています（図－67）。

図－66

図－67

　東日本大震災の時、福島原発の放射能が流域に広が
った（図－68）。その様子を、では今度、流域から出
てくる放射能が、どういうふうに、どれだけ川に流れ
て、どれだけ海に出るかというようなのもシミュレー
ションして見ます（図－69）。これはその、セシウム
137の、高水敷とか湾曲部とかの堆積状況、赤い所が
結局、放射能が濃くなるところですが、そういうのに
も使われています。セシウム137の堆積状況（図－70）
はヘリコプターで測ったセシウムの量と iRIC での計
算結果を比較すると、川の中のホットスポットがよく
計算できるというのが分かりました（図－71）。
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　津波も計算できて、下流から波を与えると、川を先
へ上って後から津波が遡上するという様子を、実際に
よく合うような計算ができます。これは東日本大震災
のときの再現です（図－72）。

図－68 図－71

図－69

図－70

図－72

　鬼怒川の水害は9月に起きましたが、そのすぐ後、
国土地理院の地形情報を使って、流量もはっきり分か
らない条件ですぐに計算して、洪水直後にいち早くこ
ういう計算ができました。実際と同じように、どんど
ん下流の、常総市役所のほうへ迫る様子が計算されて
います。かなり情報がない段階から、こういう計算が
すぐできるという特徴があります（図－73）。
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　ということで、ものすごい寄り道しましたけど、や
っと本題に入って、桑田変海なんてことが本当にあっ
たかという計算です（図－74）。

図－73

図－74

　タイムマシンに乗って、というやつですね。これは、
数年前までいた鈴木英一さんが北大の特任教授で、そ
のときには特任准教授だった川村さんと一緒にやった
計算です。岡崎文吉がそのときの流量を支川からなん
ぼとか本川からなんぼとかって、出してるんですね。
以下の計算は、その流量を使って、支川でこういう計
算してます（図－75）。
　各支川から流量を得て、このハイドログラフで再現
計算をすると、本当に石狩川だけではなくて石狩平野
が水浸しになって、その後何週間も水浸しになるとい
う計算ができる。ということは、やっぱりそんなこと
があったんだ（図－76）。

　ピークで3,500トンですから、現在にしてみれば大
した流量ではありませんが本当に昔の川だとこんなこ
とが起きたんだということが分かりました（図－77）。

図－75

図－76

図－77
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　けれども、その前はこんなふうに曲がっていました。
ここの捷水路は3本一緒に作りましたが、その時はこ
こに盛り土しました（図－81）。この効果も iRIC で見
てみました。捷水路施工前と施工後（図－82）、施工
前は、ここで真っすぐ行かなかったのがあふれて（図

－83）、札幌市の北部のほうまで水浸しになったのが、
ここだけですが真っすぐにすると、札幌市のほうはす
っかり水に浸かなくなった。こういうのも検証できる
というのが分かりました。

　この辺もこんなふうになっている。場所を見ると、
やっぱりこんなふうに、家が軒下まで全部水浸しにな
り、湛水期間は数週間になってしまうというのが計算
でも再現できました。タイムマシンに乗って見ること
もできたということです。
　明治31年の洪水は、山口先生が当時の氾濫、浸水域
を、古文書とか、古い地図などいろんな情報から出し
ているのとほぼ一致するような計算結果が得られてい
ます。
　石狩川はご承知のように、あちこち真っすぐにして
います。ここが新川、それから支川も真っすぐ。夕張
川は、千歳川のほうに流れていたものを付け替えたり、
豊平川もこんなふうに、今の札幌市の方から雁来を通
って、新しいのを作っていますけど、あちこち真っす
ぐにしています。
　これで排水して、洪水の通りをよくして、今のよう
な石狩川、その前は全部湿地で、恐らく釧路湿原のよ
うなズブズブのところでしたけど、捷水路を作り真っ
すぐにして、蛇行して氾濫、浸水する湿地を、三日月
湖は残りますけども、氾濫しにくくなって、29箇所短
縮して、こんなふうに石狩川の捷水路、河跡湖、日本
有数の穀倉地帯、日本でも一番おいしいようなお米が
とれるようになったということです（図－78 ～ 79）。
生振捷水路というのが、最初で最大の捷水路ですね（図

－80）。茨戸のところ、石狩川はここです

図－79

図－80

図－78
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図－81

図－82

図－83

　支川の付け替え、まさに鬼怒川と小貝川もこれに近
いんですけれども、こういう所は上流のほうで新しい
新水路、永山新川もそうですね、新しいのをつくって、
こっちの余裕のある方に抜いてしまう、というのを、
支川の付け替え工事が夕張川でもあるし豊平川でもあ
るし、幾春別川でもやってます（図－84）。これは夕
張川の、新水路の施工後ですね（図－85）。

図－84

図－85

　こちら側にきてどんどん湛水してしまっていたもの
を、こちらにすっと抜くことによって、氾濫域がだい
ぶ小さくなった。これが、その前後の比較です（図－

86、87）。豊平川も、当時三つ案があったわけですね（図

－88）。
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か、茨戸も水浸しになってあふれていたものを、当時
の人がやったこの三つのルートで、iRIC で計算してみ
ました（図－89、90）。

　この辺を網状にしたり湿地みたいになっている所
を、石狩川のほうに抜く案と、上流側に抜く案と、も
ともとの豊平川のルートを使って抜く案、市内の真ん
中をぶち抜いてやる案と。これはその時の、もともと
の豊平川の地形を使った計算で、下流部分でモエレと

　そうすると、真っすぐ抜くものはほとんどあふれて
いないですね。当然ですけれども、結果的に今はこれ
になっているんですけれども、こういうふうに昔の人
がやったようなことを、再度検証することも iRIC に
よってできます（図－91、92）。いろいろ、検討もで
きます。
　ということで、iRIC とは関係ないかもしれません
けども、明治11年、青いところが当時の氾濫域ですが、
入植前でこれだけ氾濫していたのが、今だったら例え
ば同じ雨が降っても全然氾濫しなくなりました。これ
以上降れば別ですけども。ここの赤い所でちょこちょ
こと書いてありますけども、外水はここだけです。

図－86

図－89

図－87

図－90

図－88
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　当時は石狩平野が全部水浸しになっていたのに、こ
うなりました。これは我々の先輩が行った河川改修工
事の結果であり、またそれを具体的にツールを使って
検証することもできました。桑田変海から130年で、
石狩川はこんなふうに変わったということが分かりま
した（図－93）。
　大体これが、iRIC を使ってできることの説明ですが、
我々はこれで安心してはいられません。ご存じのよう
に地球が温暖化して、気象も変わっています。雨の降
り方も、以前は台風がずっと来て、3日前くらいから
大体、「ああ、台風来るな」というのが分かっていて、
昭和56年もそうなんですけど、前線が来て豪雨になっ
てるんですが、最近は突如としてゲリラ豪雨があった
り、線状降水帯というのは、もうすでに有名な言葉で
すが、そういう瞬間的に降るのがあるので、それをど
うやって予測するかなんていうのも新たな課題です（図

－94）。

図－91

図－92

　河川でいえば、構造物とかダムとか、樋門も堤防そ
のものもそうですけど、老朽化しています。避難のこ
とを考えたときには高齢化、それから人口問題もあり
ます。バラバラになっているし、どうやって逃げたら
いいか、集落もあちこちにある。限界集落みたいにな
ってきています。
　かといって石狩川は、やはり食料安全保証問題もあ
りますから、放棄するわけにもいかない。人が農業を
放棄するわけにもいかないということです。
　そのようなことで、現在はどうやって避難していく
か、手段を確保していくか、というのが問題になるわ
けです。洪水が起きたら、どのくらいの水が、どうい
う速さで来るのか、ということにも、この iRIC のよ
うなツールを使って、いろいろやれるようになってき
ております。
　本日は長時間にわたり、ご清聴ありがとうございま
した。

図－93

図－94
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