
 

 

 

WESTERN JAPAN                                ISSN 1340-9883 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

NEWS No.62 
 

March. 2020                      西部地区自然災害資料センタ－ニュ－ス 

N D I C 
 

九州大学西部地区自然災害資料センター 
Natural Disaster Information Center of Western Japan 

 

 

          

    

 巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 橋本 典明  2 

       

将来気候データを用いた河川堤防の危険度評価に向けた取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・ 石蔵 良平・安福 規之  3  

       
将来の河川災害適応への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・矢野 真一郎・田井 明 7 

  

将来の嘉瀬川におけるダムを用いた治水適応策の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・押川 英夫（他４名）  12 

   

 気候変動下の佐賀平野を対象とした高潮災害に対する適応策の検討・・・・・・・・・・・・・・井手 喜彦（他３名） 16

   

 センター最新所蔵資料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

       

  

 
    

  

     

   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『佐賀平野から有明海を望む』 

(2016年 11月 24日佐賀平野の高潮対策施設視察時に撮影:九州大学 児玉 充由) 

 

 

【特集】: 地球温暖化時代の水・土砂災害の適応に関する研究 



 

 

地球温暖化時代の水・土砂災害の適応に関する研究 
九州大学大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター  

橋本 典明 

 

 2018年 9月 4日、非常に強い勢力で徳島県南部に上陸した台風 21号は、近畿地方や

東海地方を中心に各地域で甚大な被害を与えました。関西国際空港では高潮・高波によ

って滑走路が冠水し閉鎖、その後連絡橋にタンカーが衝突したことでおよそ 8000 人が

一時孤立するという事態も発生しました。また、2019年台風第 19号では広い範囲で記

録的な大雨が発生し、関東・東北地方を中心に計 140箇所で堤防が決壊するなどにより

河川が氾濫し、国管理河川だけでも約 25,000ha が浸水したと報告されています。さら

に、佐賀県六角川周辺の低平地である大町町では、同年の 8月に前線に伴う大雨によっ

て浸水が生じ犠牲者が出たほか、鉄工所からの油の流出によって農作物に甚大な被害が

生じました。 

 近年、毎年のように起こる深刻な自然災害ですが、気候変動によって温暖化が進むと

これまで以上に強大な台風の来襲や豪雨の発生が予想されます。特に九州は台風の常襲

地帯であり、夏期には集中豪雨が頻発するため、気候変動の影響を強く受けることは確

実と思われます。私たちはこの気候変動に適応した安全で安心な社会の創出に向けた取

り組みを始めなければなりません。 

 そこで、私たちは洪水・高潮災害の脆弱性が高い佐賀平野に着目しました。佐賀平野

は佐賀県の総面積の 3 分の 1 を占めており、佐賀県の人口の半分である約 40 万人がこ

こに暮らしています。軟弱地盤で日本でも有数の地盤沈下地帯であり、海抜ゼロメート

ル地域も散在しています。また、干満差が最大で 6m にもおよぶ有明海がその南側に位

置しています。したがって、洪水や高潮による氾濫が生じると広域的かつ長期間にわた

り浸水が続き甚大な被害になります。そのため、佐賀県では自然災害に関するワークシ

ョップ、研修会、活動報告会などが毎年継続して開催され、危機管理計画を検証・改定

しながら内容の充実が図られています。 

 私たちは文部科学省「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」の下で、佐

賀県と連携し佐賀平野を対象とした水・土砂災害に対する適応策に関する先駆的な研究

を 5 カ年にわたり行いました。本特集号では、SI-CAT で取り組んだ内容とその成果に

ついて報告します。これらの情報が今後の沿岸防災・減災に向けた活動の一助になれば

幸いです。 

（専門：海岸工学・港湾工学・沿岸防災） 
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将来気候データを用いた河

川堤防の危険度評価に向け

た取り組み 
 

九州大学大学院工学研究院 
石藏 良平・安福 規之 

 
１．はじめに 

近年、豪雨による河川堤防の被害が発生

している。今後、豪雨の発生頻度が増加す

るにつれ、被害も増加していく可能性が考

えられる。そのため、豪雨への対策を効率

的に行うためにも河川堤防や基礎地盤の弱

部抽出に向けた知見を見出すことは重要で

ある。豪雨による河川堤防の典型的な被災

パターンには、図-1に示すような越流破壊、

侵食破壊、すべり破壊、パイピング破壊な

どがある。地盤中を水が浸透することに起

因した堤防や基礎地盤の破壊については、

地盤工学的な観点からの分析が重要である。 
平成 24 年に発生した矢部川の堤防決壊

は、基礎地盤からのパイピング破壊が主因

と考えられている 1)。近年では、河川堤防

および基礎地盤の浸透破壊のパターンにつ

いても明らかにされている 2)。また、透水

性の高い層（透水層）の上に、透水性の低

い被覆層（表層）が存在する堤防基礎地盤

では、パイピング破壊の危険性が高くなる

ことも明らかにされている 3)。このような

地盤条件と将来発生し得る災害外力（水位

ハイドログラフ）とを組み合わせることに

よって、堤体や基礎地盤の堆積環境を反映

して河川堤防の安全性を照査することは意

義が大きい。本報告では、九州最大の一級

河川である筑後川を対象として、将来気候

データに基づく災害外力を用いた河川堤防

および基礎地盤に対する飽和・不飽和浸透

流解析を実施した。上述した河川堤防基礎

地盤のパイピング破壊について、将来豪雨

に対して新たに危険となり得る河川堤防の

地盤構成や土質特性について検討を行った

ので報告する。なお、本報告は石藏ら(2019) 

4)の一部を再構成したものである。詳細につ

いてはこちらを参照されたい。 
 
２．河川堤防・基礎地盤の浸透流解析 

(1)使用モデルと危険度評価指標の概要 

飽和・不飽和浸透流解析として、2 次元

FEM 解析を実施した。解析を実施するにあ

たって、不飽和領域の浸透を計算するため、

水分特性曲線を評価するモデルとして、

Van Genuchten モデルを適用した。小型模型

実験における浸透過程での飽和度や過剰間

隙水圧と解析結果を比較することにより、

モデルの適用性を確認している 5)。 
パイピングに対する安全性照査には、裏

法尻近傍の表層直下の透水層における

G/W（G は表層の重量、W は表層底面の透

水層に作用する揚圧力）で判定した。初期

地下水位は、多雨期を想定して堤内地盤面

の下方 0.5m に設定した 6)。 
パイピング破壊しやすい地盤条件を把握

するため、堤防基礎地盤に対する実規模ス

ケールでの不飽和浸透流解析を実施した。  

基礎地盤表層が透水性の低い粘性土で被覆

されている河川堤防を想定し、筑後川の標

準断面を参考にして基礎地盤・堤体の基本

断面と各地盤層の土質パラメータを選定し、

パラメトリック解析を実施した 4)。 

 
図-1 河川堤防の豪雨による破壊パターン

のイメージ 
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パラメトリック解析により、河川水位上 
昇の勾配や最高水位継続時間などのハイド

ログラフ（外力）の傾向によって、基礎地

盤のパイピング破壊の安全率 G/W の低下

傾向に差が生じることを明らかにしている。 
また、基礎地盤のパイピング破壊に対す

るリスクが高まる要因として、透水層の透

水性が被覆層（表層）に対して高いこと、

透水層の露出が存在し、表法尻までの距離

が短いこと、被覆層（表層）の厚さが薄い

こと、基礎地盤透水層に行き止りが存在し、

裏法尻からの距離が短いことなどが示唆さ

れている。 
(2)対象地域の概要 

九州最大の一級河川である筑後川を対象

として、将来気候下で発生し得るハイドロ

グラフを用いて、対象断面におけるパイピ

ング破壊に対する危険度評価を試みた。図

-2に、本研究で対象とした抽出断面の位置

を示す。図に示す河口から 22k000、36k600、
44k600 地点の表層が粘性土で被覆されて

いる 3 か所を抽出し、解析を実施した。図

-3に、解析対象とした断面図を示す。パイ

ピングに対する安全性照査は、図中にある、

裏法尻近傍における表層直下の点 A、B、C
の G/W（G は表層の重量、W は表層底面に

作用する揚圧力）で判定した。表-1に一例

として 22k000 地点の断面の解析に用いた

土質パラメータを示す。 
(3)将来気候データを用いた外力の作成 

将来のハイドログラフは、地球温暖化対

策に資するアンサンブル気候予測データベ

ース（d4PDF）8)，9) を基に作成した。まず、

d4PDF4℃上昇実験の 5400 年分の降水量デ

ータのうち、筑後川上流域（夜明ダム

64k600 地点より上流）に相当する 3 つの格

子点を対象に年最大48時間降水量の上位5
位が生じたイベントを抽出した。次に、筑

後川上流域に貯留関数法を適用し、上述し

た年最大 48 時間降水量上位 5 位の降雨イ

ベントにおける 70 時間分の夜明ダム地点

でのハイドログラフを算出した。ここで、

貯留関数法のモデルパラメータは 2012 年

九州北部豪雨時の実績雨量と実績ハイドロ

グラフを基に設定した。次に、夜明ダムよ

り下流の 1 次元河道モデル（DHI 社製

MIKE11）を用いて、対象断面地点における

ハイドログラフを算出した。 

 

図-2 筑後川の抽出対象断面の位置（国土地理

院図 7）） 

 

 

図-3 筑後川の解析対象断面図 

 

表-1  22k000地点における対象断面の土質パ

ラメータ 

 

西鉄久留米駅

10k000

20k000

30k000 40k000 50k000
60k000
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3km

N

A点左岸

B点右岸

C点左岸

Bs
Bc

Ac

As(砂質土)
Dg

Dc
Ds

点A

22k000地点（左岸）

Bsc

Bc

As(砂質土)
Dg

Dpt

点B

36k600地点（右岸）

点C Bs
Ac

Ds(砂質土)
Dg1

Dpt
Dc

Dg2

44k600地点（左岸）

名称 単位体積重量 初期間隙比 飽和透水係数 分類

Bc 1.3617.0kN/m3 粘性土

Bs 1.3617.0kN/m3 砂質土

1.0×10-5 cm/s

9.0×10-4 cm/s

Ac 1.0618.0kN/m3 粘性土

As 0.8319.0kN/m3 砂質土

1.0×10-5 cm/s

2.0×10-2 cm/s



 

本解析で外力に用いたハイドログラフの

一例（22k000 地点）を図-4に示す。初期地 
下水位については、堤内地盤高より 0.5m 下

に設定した。 
(4)パイピング破壊の安全率について 

解析で得られた初期および最高水位の差

と G/W 最小値の関係を図-5に示す 4)。 
36k600 地点および 44k600 地点では、

22k000 地点に比べて、同一の水位差に対し

て G/W の最小値が小さくなっている。これ

は、両地点では、堤外側で透水層（砂層）

が露出していることが要因の一つと考えら

れる。 
対象の 3 断面において、水位差が最大の

外力下で、表層厚さを 1m とした条件での

結果を併記する。3 断面とも G/W が 1 以下

となる傾向を示した。さらに、22k000 地点

の断面に対し、①透水層（As:砂層土）の透

水係数の上昇（10 倍）、②行き止りの設置

（裏法尻直下）、③堤外側での砂層の露出の

3 つの条件を加えた結果では、G/W の最小

値が 0.4 程度となり、パイピング破壊に対

する安全率が急激に低下した。このように、

将来の降雨形態に対しては、地盤調査等で

確認できない地盤の特異な条件が組み合わ

されると、堤防基礎地盤のパイピング破壊

に対する安定性が急激に低下する可能性が

ある。 
 
まとめ 

将来気候データを用いて、筑後川の河川

堤防・基礎地盤の代表断面に対する危険度

評価を行った。将来のハイドログラフを用

いた筑後川 3 断面の解析では、G/W が 1 以

下となることはなかったが、パイピング破

壊の危険性は水位上昇に伴い、徐々に高ま

ることが明らかになった。さらに、パイピ

ング破壊の危険性が高まる地盤条件を想定

した解析では、G/W が 1 を下回るケースが

あった。実際の河川堤防においても局所的

な地盤構成の違いがパイピング破壊に対す

る弱部となりうることを示唆しており、引

き続き危険断面となる要因抽出が必要であ

る。基礎地盤を含めた河川堤防の層構成を

注意深く点検できる調査方法の確立が求め

られる。今後は、被覆層や透水層厚といっ

た地盤構成や各層の透水係数などの土質特

性が、パイピング破壊リスクに与える影響

について評価できる実務的な指標の提案を

行う予定である。 
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図-5  水位差と G/W の最小値 
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将来の河川災害適応への取

り組み 
 

九州大学大学院工学研究院 
矢野 真一郎・田井 明 

 
 
１. 将来の豪雨と河川流量の予測 

(1)温暖化による九州地方の豪雨の変化 

IPCC第 5次評価報告書では、地球温暖化

の影響で大雨の頻度、強度の増加といった

極端気象が世界的に増加する可能性が高い

ことが報告されている。よって、今後、洪

水災害も頻発していくと予測される。そこ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

で本稿では、これまでにない多数のアン 
サンブル実験を行うことによって、確率密

度分布の裾野にあたる極端気象の再現と変

化について十分な議論ができるように作成

された大規模アンサンブル実験のデータベ    
ースである d4PDF「地球温暖化対策に資す

るアンサンブル気候予測データベース：

database for Policy Decision making for Future 
climate change」を用いて、九州地方を対象

に将来の豪雨変化の解析をおこなった成果
1)を紹介する。 
図-1、図-2 の(a)は九州での過去実験デー

タによる再現確率 50 年の 1 時間、48 時間

年最大降水量の分布を表したコンター図、

(b)、(c)は同様にそれぞれ 2℃上昇実験、4℃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(a) 過去実験データ (b) 2℃上昇実験データ (c) 4℃上昇実験データ 

 

   

(a) 過去実験データ (b) 2℃上昇実験データ (c) 4℃上昇実験データ 

 

 

 

図-1 九州における 1時間最大降水量・再現確率 50年の分布 

図-2 九州における 48時間年最大降水量・再現確率 50年の分布 



上昇実験を示す。再現確率の算出に当たっ

ては全アンサンブルデータ(過去実験 3000
年分、2℃上昇実験 3240 年分、4℃上昇実験

5400 年分)を用いて年最大降水量に対する

累積確率分布を作成し極値分布を用いて算

出した。図-1 の(a)、(b)、(c)を比較すると、

地球の平均気温が上がるにつれて暖色系へ

と変化していることが確認できる。全ての

実験で、南東部および西部で降水量が多く

なる傾向になっており、九州内の 1 時間降

水量の分布特性は、温暖化後も大きくは変

化しないことが分かる。図-2の(a)、(b)、(c)
を比較すると、1 時間年最大降水量と同様

に地球の平均気温が上がるにつれて暖色系

へと変化していることが確認できるが、地

域によって差が見られ、九州北部ではそれ

ほど大きな変化はなく、九州南部および西

部で大幅な増加傾向にあることが確認でき

る。 
(2)筑後川の将来の河川流量の予測 

本研究では筑後川夜明ダム上流に位置し

ていた 3 地点の降水量データを使用した。

まず、H24年九州北部豪雨（H24 7/12-7/14）
の実績降水量と夜明地点の実績流量を用い

て貯留関数法 2)の定数の最適化を行った。 
 実降水量はアメダスの日田・椿ヶ鼻・玖

珠観測所、実績流量は夜明ダム直下の荒瀬

観測所のものを用いた。その結果、約 20km
四方に一か所配置されている 3 つの雨量観

測所のデータを用いて、当該流域に貯留関

数法を適用することで十分な精度で流量を

推定できることが分かった。 
d4PDF 内のデータの内、4℃上昇実験

5400 年分と過去実験 1000 年分中から豪雨

イベントを取り出し、流出量を貯留関数法

で計算した。貯留関数法から得られた豪雨

イベント時のピーク流量と 72 時間降水量

の関係を図-3(a)(b)に示す。図-3より、72時
間雨量が増加するにつれてピーク流量のば

らつきも増加傾向になっていることが分か

 
(a) 実績と d4PDF過去実験の流量-雨量関係 

 

 
(ｂ) d4PDF4℃上昇実験と過去実験の流量-雨

量関係 

 
る。これは豪雨イベントの中に、一山洪水

や二山洪水など様々な気象現象が起こって

いるためであり、降水量を基準として

d4PDFから具体的なイベントの抽出および

解析を行う際には、注意を要することが示

された。  
 
２．気候変動に伴う流木災害リスクへ

の影響評価と適応 

図-3 年最大 72時間降水量とピーク流量の関係 



(1)背景 

近年の我が国において、記録的豪雨に起

因する大規模洪水・土砂災害が多発してい

る。例えば、2012年の九州北部豪雨（以下、

24年 7月九州北部豪雨。以下、24年豪雨）、

2013 年の伊豆大島豪雨、2014 年の広島豪

雨、2015年の関東・東北豪雨、2018年の西

日本豪雨、ならびに 2019 年の台風 19号(令

和元年東日本台風)と毎年のように発生し

ている。 これら災害においては、氾濫や斜

面崩壊などに起因する被害が主要なもので

ある。  
一方で、斜面崩壊や河岸浸食の発生など

に伴い、多くの流木が河道に流出して洪水

被害を助長している事例が多数報告されて

いる。これらの流木は、河道を流下する際

に比較的流下能力が低い構造を持つ橋梁に

集積し、ダム化してせき上げを起こすこと

で氾濫を助長したり、大量に集積して洪水

時の非常に大きな流体力を受けることで橋

梁を破壊したりする災害を引き起こす。さ

らに、29年豪雨ではこれまでのレベルを大

きく超えた流木発生量を記録しており、温

暖化の影響による災害外力の変化が流木災

害にも顕著な形で現れた可能性がある。 
 このような状況から、これまで議論され

てきた水や土砂の流出管理に加えて、今後

は大規模洪水時の流木流出の管理技術の開

発が必要であると考えられる。また、2015
年に閣議決定された「気候変動の影響への

適応計画」3)の中でも、気候変動の流木流出

への影響評価や適応策の検討の推進が謳わ

れている。矢野ら 4)は、河川流域全体での

流木災害リスクを評価するための手法を開

発した。その中で、流木の可能最大発生量

を「流木発生ポテンシャル」と定義し、そ

の評価から河川の各橋梁における相対的な

流木災害リスクを評価した。しかし、この

方法では、斜面の地質の情報は加味されて

おらず、降水量に応じた流木発生の変化な

どは表現できていなかった。 
本稿では、新たに矢野ら 5)が行った地質

の分布を与えて定常降雨量から斜面崩壊の

可能性を推定するモデルを組み込むことで、

雨量の変化に応じた流木発生量の変化傾向

を推定できる手法を用いて、29年豪雨でも

被災した筑後川支川花月川流域に適用した

事例を紹介し、温暖化の進行による流木災

害リスクの応答と適応策の効果を評価した

結果を紹介する。 
(2)流木災害リスクへの影響評価の結果 

ここでは、各斜面の地形、地質、ならび

に定常降雨強度とその継続時間から崩壊が

発生する可能性を評価できる拡張 H-
SLIDER 法 6)を適用している。これにより、

崩壊が発生する継続時間 t に対する定常降

雨強度、すなわち表層崩壊発生危険定常降

雨強度 r(t)が得られ、流域内の各斜面につい

て崩壊が発生する任意継続時間の降雨強度

として評価できる。 
紙幅の関係で詳細は矢野らを参照いただ

きたいが、主要な結果として図-4に花月川

最下流地点における流木発生ポテンシャル

の 1 時間降雨の確率年規模に対する評価結

果を示す。24年豪雨規模(40年)と 200年規

模を比較すると雨量は 1.4 倍であるが、流

木発生ポテンシャルは2.8倍となっており、

雨量の増加が流木発生量に敏感に影響する

ことが理解できる。 

 
 

 

図-4 1 時間雨量の確率年規模に対する最下流地

点での流木発生ポテンシャルの評価結果［括弧内

は確率年．バー上の数字は 40 年降雨を基準にし

た倍率．］ 

 

 



 

 

 

 
さらに、花月川の全橋梁 111 箇所につい

て、相対的な流木災害リスクの評価を行っ

ている。24年豪雨により流木が集積したこ

とで堰上げが生じ、氾濫を助長した夕田橋

について、掛け替え前の旧橋の状態、すな

わち橋脚が 3 本ある状態で相対的な流木の

集積リスクを評価している(図-5)。流域全体

での流木発生ポテンシャルと同様に生起確

率が上がるにつれリスクが上昇する。24年
豪雨規模（40 年）の約 3,560m3と比べて、

200 年規模では約 8,790m3 と約 2.5 倍であ

り、流域全体の流木発生ポテンシャルの倍

率の2.8倍とは異なっていた。このことは、

流木の発生量と各橋梁での流木リスクは比

例関係にはなく、橋梁位置より上流のリス

クの高い橋の存在や、崩壊リスクのある斜

面の分布などの複合的な影響を組み込むこ

との重要性を示している。 
(3)流木災害リスク低減のための適応策の

効果の評価 

次に、河川橋梁の流木災害リスクを低減

するための適応策の一つとして、危険度の

高い橋梁を安全度の高い橋梁へ掛け替える

ことが想定される。ここでは、津末ら 7)が

行った花月川で実際に掛け替えが行われて

いる夕田橋についての効果についての検証

結果について簡単に紹介する。 
ここでは、24年豪雨において実際に流木

集積ではん濫を助長するなど流木が集積す

るリスクが高かった旧夕田橋(橋脚が 3 本)
が、竣工後の 29年豪雨では全く流木の捕捉

がなかったように安全な構造に掛け替えら

れた新夕田橋(橋脚が 1本)となったことで、

流木集積に伴うはん濫リスクが解消された

と想定した。評価として、夕田橋で流木が

捕捉され、河道が完全閉塞する場合と、半

分閉塞する場合について iRIC によるはん

濫シミュレーションを行い、発生するはん

濫に伴う被害金額を国土交通省の治水経済

調査マニュアル（案）に沿って算出してい

る。そして、橋梁掛け替えの費用(約 3億円)
に対する便益を算定している。その結果、

完全閉塞での被害額は約 356 億円、半分閉

塞でも約 211億円と見積もられた。よって、

これらから B/C を単純に見積もると、118
もしくは 70 となり適応策の事業効果が優

れていると判断される。 
(4)まとめ 

温暖化の進行により降雨規模が増大し、

それに伴い斜面崩壊の発生頻度が上がるこ

とで流木災害リスクが大きく上昇すること

が示された。さらに、 流木災害リスク評価

に氾濫解析による浸水計算と土地利用状況

に基づく被害額算定を組み込んだ結果、流

木災害リスクを想定被害額の形で定量的に

評価できるようになり、気候変動適応策と

しての橋梁掛け替えの効果が定量的に見積

もられた。適切な流木災害適応策の算定手

法として利用できることが示された。 
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将来の嘉瀬川におけるダムを

用いた治水適応策の研究 
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１．はじめに 

近年地球温暖化によると思われる災害外

力の増大が実感されるようになってきた。

一方、我が国の社会・防災基盤は高度経済

成長期に整備されたものが多く、その大部

分が老朽化しつつあるとともに、深刻な少

子高齢化などに鑑みると、大規模な防災施

設の新設や積極的な施設更新が長期的に続

くとは考え難く、既存施設の有効利用など

の智恵を絞った防災対策が将来的には必須

になるものと考えられる。そこで本研究は、

将来の極端豪雨を対象に嘉瀬川流域に既設

の北山ダムと嘉瀬川ダムを連携運用する治

水適応策について検討した（図-1参照）。 
従来のダム群による治水の考え方は、

個々のダムで無害放流量に相当する最大放

流量を定め、それぞれのダムで非常用洪水

吐きから水が流れないように洪水処理を行

うものである。一方、嘉瀬川のようにダム

が直列配置された場合、上流側のダムでは

非常用洪水吐きからの越流を許容するカス

ケード方式の適用も考えられる 1)～5)。 
本研究では、嘉瀬川の上流側に位置する

利水用の北山ダム（有効貯水容量 2200 万

m3）と多目的の嘉瀬川ダム（有効貯水容量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6800 万 m3、洪水調節容量 1750 万 m3）の利

水容量の一部を事前放流等により治水にも

用いることで、将来の温暖化後の大規模洪

水に備えることについて検討した。 
 
２．シミュレーションの概要 

温暖化に対する治水適応策の検討対象と

なる豪雨イベントについては、 d4PDF(: 
database for Policy Decision making for Future 
climate change)を基に決定した 6)。ここでは、

d4PDF 内の地球表面の平均気温が 4℃上昇

した将来実験の 5400 年分の計算結果を統

計処理して用いた。嘉瀬川における 1/100確
率規模の現行の治水計画が 2 日間雨量

(615mm)に基づいていることから 7)、領域モ

デル(NHRCM)の出力結果から流域内の該
当箇所 1点で最大の 48時間降水量 1264mm
の豪雨イベントを本研究における将来気候

下の検討対象（以後、将来豪雨と呼ぶ）と

した（後述の図-2中のハイエトグラフ参照）。

なお、本研究ではバイアス補正を行ってい

ないものの、田井ら 8)による九州における

d4PDF の解析によると、九州南部は温暖化
により豪雨頻度が大幅に高くなる一方、九

州北部の豪雨頻度には大きな変化がないこ

とから、力学モデルにより出力された

d4PDF の結果をそのまま用いても九州北部
に関しては顕著な影響はないものと考えら

れる。 

図-1 嘉瀬川の上流域と考慮された支川 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流れの解析には DHI の MIKE119)を用い、

主要な支川として図-1 に示した初瀬川・山

中川、神水川、浦川、大串川、天河川、小副

川川、名尾川を考慮した嘉瀬川の上流域の

一次元不定流解析を行った。流域一様に将

来豪雨を降らせ、支川毎の流域面積と

iRIC10)の SRM(Storage Routing Model)を用い
た流出解析を流れの解析と併用することで、

上流側の境界条件となる支川毎の流量を求

めた。計算の対象範囲は流域の山地部から

佐賀低平地の上流端（図-1 中の官人橋の若

干下流側の川上頭首工付近）までとし、以

降に十分な一様断面・勾配区間を延伸する

ことで下流端の影響を除いている。マニン

グの粗度係数は 0.032(m-1/3s)とした。 
本研究では、図-1 に示した下流側の官人

橋地点（国土交通省の基準点）における各

条件の最大流量や洪水制御に必要とされる

ダムの治水容量を比較することで洪水制御

効果を検討した。参考として、ダムがない

場合(Case0)の官人橋における流量ハイドロ
グラフを将来豪雨のハイエトグラフと併せ

て図-2 に示す。これより、将来豪雨時の官

人橋におけるピーク流量は 4354m3/s で、昭
和 28 年 6 月の既往洪水などを基にした

1/100 確率の現行の治水計画の基本高水流

量 3400m3/s と比較して 7)、11)、28%大きな超
過洪水を対象にしていることが分かる。な

お、押川ら 5)が行っている 48 時間降水量

900mm、ピーク流量 3736m3/s の超過洪水に
対する検討は、本研究と比較して 14%小さ
な流量を対象としていることになる。 
 
３．結果および考察 

まず、現況の治水の Case1 として、利水
ダムで治水容量を持たない北山ダムを満水

にし、多目的の嘉瀬川ダムの現在の治水容

量（1750 万 m3）のみで洪水制御を行った場

合の官人橋のピーク流量を求めた。その際、

嘉瀬川ダムの設定最大放流量 (無害放流

量)Qa2 については、河川整備基本方針程度

の Qa2=770m3/s とした 7)、11)。Case1 の結果を
図-3に示す。現在の治水計画の 615mm の降

雨に対して 1264mm の超過洪水を対象とし

ていることから、当然の結果として嘉瀬川

ダムでは非常用洪水吐きからの越流が生じ

ており、官人橋のピーク流量は現在の計画

高水流量 2500m3/sを著しく超えた 3405m3/s
となっていた。従って、ダム無しの Case0 と
比較して 22%低減されているものの、河川
整備基本方針に則った河道整備では不十分

で何らかの治水適応策が必要となることが

理解される。 
次に、嘉瀬川ダムに加えて北山ダムの治

水利用が可能な場合の（直列配置されたダ

ム群による）従来型の洪水制御の Case2 と
して、各ダムの制限水位を調節することで

北山ダムと嘉瀬川ダムが非常用洪水吐きか

ら越流しないで洪水を制御できる限界の治

水容量を求めた。その際、各ダムからの無

害放流量 Qaについては、北山ダムでは現状

にある程度即した Qa1=300m3/s、嘉瀬川ダム
では河川整備基本方針程度の Qa2=770m3/s
とした 7)、11)。Case2 における主要地点の流
量を図-4に示す。これより、Case2 では各ダ
ムの貯水容量以内の制御が可能で、北山ダ

ムで有効貯水容量の 86%の 1890 万 m3、嘉

瀬川ダムでは現在の洪水調節容量（1750 万
m3）とほぼ等しい 1723 万 m3が必要になる 

図-2 将来豪雨とダムが無い場合(Case0)

の官人橋の流量の時系列 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ことが分かった。しかしながら、Case2 にお
ける官人橋のピーク流量は 2823m3/sで現況
の Case1 と比較して 17%低減されているも
のの、官人橋における現在の計画高水流量

2500m3/s よりも大きな流量が流れているこ
とから、嘉瀬川ダムより下流側の河道整備

などのさらなる治水適応策が必要である。 
北山ダムは本来利水ダムであることから、

治水容量は出来る限り少なく抑えることが

望ましい。そこで、上流側のダムでは非常

用洪水吐きからの越流を許容するカスケー

ド方式を採用して 1)～5)、下流側の嘉瀬川ダ

ム（条件は Case2 から変えない）が越流し
ない範囲で北山ダムに必要とされる治水容

量を求めた(Case3)。その結果、北山ダムで
は 1870 万 m3の治水容量が必要で、Case2 よ
りも 1.1%の治水容量を低減できることが
分かった。なお、カスケード方式による治

水容量の低減効果がそれ程大きくない理由

としては、対象とする将来豪雨（流量）が

複数のピークを有する点 2)が挙げられる（図

-2より四つ山洪水）。因みに Case3 における
最大流量は Case2 と同じ 2823m3/s であった。 
次に、現在の延長線上の適応策として、

治水容量をもたない北山ダムは満水のまま

で、嘉瀬川ダムのみで治水する適応策を検

討した(Case4)。結果を図-5に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
嘉瀬川ダムに必要な治水容量は 3384 万

m3（有効貯水容量の 50%）で、現在の 1750
万 m3の約 2 倍となっている。また、嘉瀬川
ダムへの流入量が図 -4 の Case2 では

1430m3/s であったのに対し、Case4 では

1994m3/s と顕著に大きくなることから、将
来豪雨に対しては嘉瀬川ダムの上流側で何

らかの適応策が必要と考えられる。 
既述した Case2 から Case4 の適応策では

何れも現在の計画高水流量 2500m3/sを大き
く上回っており、さらなる追加の適応策が

必要である。そこで、官人橋のピーク流量

が 2500m3/sとなる場合の嘉瀬川ダムの無害
放流量 Qa2 を求めた上で、北山ダムからの

越流を許容するカスケード方式で下流の嘉

瀬川ダムから越流しない限界の各ダムの治

水容量を求めた(Case5)。結果を図-6に示す。  
これより、嘉瀬川ダムの Qa2 は現在の河川

整備計画における嘉瀬川ダムによる洪水調

節後の放流量 430m3/sと同程度の 447m3/sと
なり、北山ダムでは有効貯水容量の 86%の

図-3 Case1 における主要地点の流量 

図-4 Case2 における主要地点の流量 

図-5  Case4 における主要地点の流量 

 



1886 万 m3、嘉瀬川ダムでは有効貯水容量の

96%の 6516 万 m3 の治水容量が必要となる

ことが分かった 12)。これより利水用の北山

ダムと多目的の嘉瀬川ダムの貯水容量を目

一杯利用できれば、現在の整備計画に基づ

く無害放流量程度を目標とする河道改修な

どを併せることで将来豪雨による洪水を制

御できることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．おわりに 

本研究により、既存インフラを治水施設

として十分に活用できれば、河道改修など

を併せることで将来の極端豪雨下において

も嘉瀬川流域で洪水制御が可能となること

が分かった。その際、現在は利水ダムとし

て用いられている北山ダムにも治水容量が

必要になるものと考えられる。またその場

合、カスケード方式を採用することで、治

水容量を低減した治水が可能となる。 
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１．はじめに 

 九州の佐賀平野（図-1）は面積約 700 km2で、

佐賀県の総面積の 3 分の 1 を占めており、佐
賀県の人口の半分である約 40 万人が生活し
ている。佐賀平野の南側には、国内最大の干

満差（最大で 6 m）を有する有明海がある。 
また、佐賀平野は広い範囲で海抜ゼロメー

トル地域となっており、海岸線から内陸方向

へ 10 km離れた場所でさえも既往最高潮位よ

りも低くなっている地域もある。したがって、

高潮による氾濫が生じると広域的かつ長期間

にわたり浸水が続き、甚大な被害になること

が予想される。そのため、有明海湾奥部では

高潮災害を防ぐため、計画天端高 T.P.+7.5 m
（計画高潮位 5.08 m（基準潮位 2.72 m+潮位
偏差 2.36 m）+波高 2.32 m+余裕高 0.10 m）の
強固な海岸堤防が整備されている。また、佐

賀平野西部を流れる六角川（一級河川）の河

口には高潮による海水の遡上を防ぐための堰

が建造されている。その他にも水災害への対

策施設が各所に整備されており、高潮防災お

よび減災のための設備が整った地域である。 
 しかし、佐賀平野は高潮に対して脆弱性の

高い地域であることに変わりはなく、さらに

現在進行中の温暖化により将来的に平均海面

の上昇や台風の強大化が生じると予想されて

いることから、高潮災害の危険性はより一層

増していくことが懸念されている。そのため、

有明海に来襲する台風特性や高潮に関しては、

これまでにも多くの研究が行われており、そ

の中で温暖化の影響を検討したものもいくつ

かある。しかし、これまでは、台風やそれに

伴う高潮といった発生頻度の低い極端現象に

対して統計的・確率的な評価を正確に行うこ

とは難しいという問題があった。近年それに

対し、文部科学省・気候変動リスク情報創生

プログラムによって大規模なアンサンブル数

（数千年規模）を有する「地球温暖化対策に

資するアンサンブル気候予測データベース

(d4PDF)1)」が作成されたことで、この問題を

解決することができるようになった。  
 本研究では、佐賀平野に接近する台風特性

の将来変化について、d4PDFを用いた確率論
的な検討を行った。また、高潮浸水シミュレ

ーションモデルを用いて、将来気候で生じ得

る台風に対しての高潮の規模や浸水状況の把 

 

図-1  有明海湾奥部に位置する佐賀平野 
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握を行った。さらに、佐賀平野に整備されて

いる各種高潮対策施設等の効果を正確に把握

しておくことは気候変動の影響を勘案した今

後の防災対策を計画する上で重要であるため、

佐賀平野におけるこれらの施設の防災・減災

効果について検討した。 
 本稿では、佐賀平野において気候変動を考

慮した適応策の策定に資するために実施した

研究内容とその成果を紹介する。 
第２章  
２．台風特性の将来変化 

 まず、高潮発生の要因である台風について

の将来変化を把握した。ここでは、台風の中

心気圧と来襲頻度に関する解析結果を述べる。 
(1) 使用データ(d4PDF) 

台風特性の将来変化を確率的・統計的に議

論するには数千年規模の気象データが必要で

ある。そこで、d4PDFと呼ばれる文部科学省・
気候変動リスク情報創生プログラムによって

作成された大規模アンサンブル気候予測デー

タベースを活用した。d4PDF は、数千年スケ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ールのアンサンブル数を有する気候予測デー

タベースである。過去実験と呼ばれる現在気

候でのモデル実験結果と、将来実験と呼ばれ

る全球地上平均気温が 2度および 4度上昇し
た温暖化後の将来気候（それぞれ、IPCC第 5
次評価報告書のRCP2.6とRCP8.5シナリオに
従う）での実験結果で構成される。表-1 に
d4PDFについての概要を示す。このデータを
統計的に解析し、過去と将来実験を比較する

ことで将来変化を評価することができる。 
(2) 台風特性の将来変化 

 図-2 は再現期間 1,000 年における台風中心
気圧の空間分布である。図-2aから、過去実験

において北緯 30～31 度付近の気圧は約 920 
hPa であり緯度とともに高くなることがわか
る。図に示す全領域内（北緯 30～35度、東経
127～133度）での平均は 935.3 hPaであった。 
 温暖化が進んだ 2 度および 4度上昇実験で
は、全体的に気圧が低下していくことがわか

り、全領域平均気圧はそれぞれ 929.0 hPa と
924.8 hPa であることから、2度の気温上昇に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-1  d4PDFの概要 

過去実験 将来2度上昇実験 将来4度上昇実験

期間 現在気候(1951～2011年) 全球平均気温２度上昇気候 全球平均気温４度上昇気候

内容・解像度 気象データ（水平解像度60km(日本周辺は20km)）

計算期間
6,000年分

（60年×100メンバー）
3,240年分

（60年×54メンバー）
5,400年分

（60年×90メンバー）

海面水温
モデル

観測データ 既往６種類の全球大気海洋結合モデルの実験結果を使用

900
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領域C

領域B

a) 過去実験 b) 2度上昇実験 c) 4度上昇実験

図-2  九州周辺における再現期間 1,000 年の台風中心気圧分布 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
伴って有明海周辺の中心気圧は約 5 hPa ずつ
線形に低下していくことがわかる。また、図-

3 には図-2に示す領域 A～C での領域平均気
圧を示す。領域 Aは九州西の海上（緑枠）、領
域 Bは東の海上（青枠）である。九州西の海
上での気圧は 2 度の気温上昇に伴って約 8 
hPa 低下しており（図-3の緑線）、領域全体（黒

線）と比べて気圧の低下が顕著である。一方、

東の海上では温暖化に対する変化は 3 hPa 以
下と小さい（青線）。また、有明海の高潮を考

える上で領域 C（図-2赤枠）での台風の勢力

が重要である。領域 C においては、2 度の気
温上昇で 5～7 hPa 中心気圧が低下する（赤
線）。これより、地球温暖化が進むほど台風に

よる高潮災害の危険性が増すことがわかった。 
表-2は、各実験における有明海に接近した

1,000年あたりの台風の個数を示す。台風全
体の総数は温暖化が進むにつれて減少してお

り、これは全球規模の解析結果と同様の傾向

である。一方、940 hPa以下の台風について
は温暖化とともに来襲頻度は高まっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
すなわち、将来的に台風の来襲頻度は低下す

るものの、勢力の強い台風に限れば来襲頻度

は上昇するため、有明海で生じる高潮の危険

性も高まる可能性があることがわかった。 

 

３．高潮浸水シミュレーション 

 続いて、高潮浸水シミュレーションを用い

て、将来気候で生じる台風による高潮や浸水

状況の把握、および適応策の検討を行った。 
(1)シミュレーションモデルの概要 

 高潮浸水シミュレーションモデルには、

FVCOM (Finite Volume Community Ocean 
Model)2)を用いた。FVCOM は、水平空間方向

に非構造格子系を採用した海洋流動モデルで

あり、有明海のような複雑な海岸線を精度良

く表現することができるという特徴を持つ。 
 我々は本モデルを、さらに適応策の効果を

検討できるように改良して使用した。図-4に

高潮浸水シミュレーションモデルの計算メッ

シュを示す。メッシュサイズは開境界部で 10 
kmと最も大きく、注目する佐賀平野に向かっ

て徐々にメッシュサイズを小さくしていき、

佐賀平野の河川や堤防付近で最小値(30 m)と
した。d4PDFの将来 4度上昇実験から抽出し 
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図-3  各実験における各領域の気圧平均値 

過去実験 将来2度上昇実験 将来4度上昇実験

すべての台風 1023.61 804.63 600.00

960 hPa以下 211.31 252.78 226.48

940 hPa以下 32.30 61.11 74.81

減少 減少

増加 増加

表-2  1,000年あたりの台風の来襲数 

図-4  高潮浸水シミュレーションモデルの計算メッシュ 
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た最も佐賀平野に浸水被害を与える台風をモ

デル台風（図-4 左の赤線に台風経路を示す）

とし、その気圧と風を外力として高潮モデル

に与えた。満潮時に台風が来襲するという最

悪の状況を想定し、基準水位は朔望平均満潮

位(T.P.+2.72 m)で一定とした。なお、本シミュ
レーションモデルは高い精度で有明海湾奥部

の高潮を再現できることを確認している。 
(2)シミュレーション結果 

 図-5はモデル台風によって生じる最大高潮

偏差および最大浸水深を示す。有明海湾奥部

や六角川、筑後川で 4 mを超える高潮偏差が

生じており、これは有明海における海岸堤防

の計画潮位偏差(+2.36 m)を大きく上回ってい
る。これにより、河川周辺の広範囲で浸水が

生じており、特に早津江川の中流域や地盤高

の低い大詫間・柳川地区で 4 mを超える最大  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浸水深となった。また、六角川の中流域付近

でも 3 mを超える浸水深となり、河川の中流

域や地盤高が低い地域において高潮災害に対

する脆弱性が高いことがわかった。 
 図-6には浸水過程を示す。台風の中心が有明

海湾央部の西の海上（地点 A）に位置すると
き、六角川中流域の堤防高が低い箇所から浸

水が開始している（図-6a）。その約 1 時間後
（台風の中心位置は地点 B）、早津江川の中流
域からも浸水が始まる（図-6b）。さらに 1 時
間後、白石地区東部の海岸堤防からも浸水が

開始し、各所で浸水した水は内陸部へ広がっ

ていく（図-6c）。台風が地点 D に位置すると
き、早津江川、筑後川および六角川中流域付

近の浸水深が最も深くなる（図-6d）。さらに時

間が経過し台風が北上していくとともに、浸

水範囲は徐々に広がっていくが、河川周辺の

浸水深は浅くなっていく（図-6e）。台風が佐賀

平野に最接近する時刻から約 1 日後（図-6f）

には六角川や筑後川、早津江川周辺および白

石・柳川地区の広い範囲で浸水が生じている。

このように、主に河川の中流域から海水・河

川水が陸域に浸入しており、浸入した水は地

盤高の低い方（海域方向）へ流れ、海岸線付

近の海岸堤防背後に溜まることがわかった。 
 
４．各種高潮対策施設の効果 

(1)佐賀平野の各種高潮対策施設等 

 佐賀平野に整備されている各種高潮対策施

設等を図-7に示す。有明海岸と有明海への流

入河川沿いには海岸・河川堤防が整備されて

いる。海岸堤防の計画堤防高は T.P. +7.5 m（河
川の計画堤防高はこれよりも低い）であるが、

複数の個所でまだ整備が完了しておらず現在

も整備が進められている。また、佐賀平野は

干拓によって広がってきた歴史を持つ。その

ため、現在の内陸部には各所に旧堤防が残存

している。また、一部の地域だけではあるが、

有明海を囲むように盛土の上に沿岸道路（有

明海沿岸道路）が整備されている。これらが 図-5  最大高潮偏差（上）と最大浸水深（下） 
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図-6  浸水過程 
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図-7  佐賀平野に整備されている各種高潮対策施設等 
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二線堤の役割を果たし、高潮浸水被害を軽減

する効果が期待されている。ただし、旧堤防

や有明海沿岸道路には他の道路などと交差す

る箇所にトンネルや隙間が開いており、海水

はそこから背後に流れ入ることができる。さ

らに、佐賀平野の海岸線や河川沿いには、100
箇所以上に排水ポンプが設置されており、陸

域に浸入した海水や溜まった雨水を河川に排

水している（図の左上にポンプの位置を示す）。

六角川河口付近には、台風来襲時の高潮対策

施設として、昭和 58年に六角川河口堰と呼ば
れる大規模な水門が建設された。堰幅は 226.2 
m、ゲート高は 9 m、門数は 9門である。 
(2)施設の効果 

 SI-CAT プログラムでは、構築した高潮浸水
シミュレーションモデルを用いて、以下に示

す項目について検討した。 
 海岸および河川堤防の嵩上げによる減災

効果 
 旧堤防や有明海沿岸道路の二線堤として

の効果 
 浸水後における排水ポンプによる排水効

果 
 六角川河口堰を閉門するタイミングの違

いによる浸水状況の変化 
なお、ここでの検討では、将来的に平均海

面が 80cm 上昇した状況を仮定して高潮浸水

シミュレーションを実施した。 
a)海岸および河川堤防の嵩上げ効果 
 海岸および河川堤防の嵩上げの効果を検討

した。現状の堤防高は図-6右上に示す通りで

あるが、嵩上げ後はすべての堤防高に対して、

海岸堤防の計画高である T.P.+7.5 m を最低値

に設定した。図-8は現状および嵩上げ後の最

大浸水深を示す。現状では広い範囲で浸水が

生じており、市街地の南部まで海水が達して

いる。一方、嵩上げ後は白石地区・川副地区

の一部の地域で浸水が生じているものの浸水

範囲は大幅に狭くなっており、嵩上げによる

減災効果は高いことを確認した。 

 
 
 
b)旧堤防と有明海沿岸道路の二線堤としての 
効果 
旧堤防と有明海沿岸道路の二線堤としての

減災効果を検討した。図-9は、台風の中心が

図-6台風経路図の地点Gに位置するときにお
ける、旧堤防および有明海沿岸道路を考慮し

た場合と考慮しない場合の浸水深の差を示す。

旧堤防を考慮しない場合には、海域から陸域

に浸水した海水は白石地区の内陸側へ一気に

広がっていく。一方、旧堤防を考慮した場合

には、旧堤防によって海水が堰き止められ堤

防と旧堤防に囲まれた領域に留まることで水

位が上昇する。そのため、白石地区での旧堤

防の海域側において浸水深が深くなっている。

旧堤防の海域側に溜まった海水は旧堤防の隙

間から背後へと流れ出るものの、その量は旧

堤防を考慮しない場合に比べて小さい。した

がって、白石地区における旧堤防の背後では

浸水深が浅くなっている。居住地区は主に旧

堤防背後にあるため、高潮による住宅への浸
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図-8  現状堤防(上)と嵩上げ後(下)の最大浸水深 



水被害を軽減する効果があるといえる。一方、

有明海沿岸道路による明確な減災効果は本検

討では確認できなかった. 
(c)浸水後の排水ポンプによる排水効果 
 台風による高潮浸水被害が生じた後の排水

ポンプによる排水効果を考える。台風が通過

した後、図-7左上に示したすべての排水ポン

プを駆動させ陸域の水を海域へ排水するとい

う条件で計算を実施した。図-10に、排水ポン

プを駆動開始してから 24 時間後における浸

水深について、排水ポンプを駆動しない場合

との差を示す。排水ポンプを駆動することで、

白石地区や六角川周辺および久保田地区の広

い範囲で 10～20 cmの浸水深の変化がある。

特に、川副地区西部では 50 cmを超える排水

効果があるが、これは、川副地区西部は隙間

のない旧堤防によって閉じられており、尚且

つその閉領域の面積が小さいために、ポンプ

での排水による浸水深の変化が顕著であるた

めである。 
d)堰の閉門のタイミングが浸水開始時間や浸
水範囲に及ぼす影響 
台風来襲時、六角川河口堰を閉じるタイミ

ングが高潮による浸水被害に及ぼす影響を調

べた。六角川の上流から定常な 400 m3/s の流
量を与え、水門は開いた状態から計算を開始

する。この流量は住ノ江橋地点（図-11）にお

ける計画高水流量(1,600 m3/s)の四分の一であ
り、極端に大きな流量ではない。なお、堤防

は現状の堤防高とした。台風の中心位置がそ

れぞれ図-6の地点 I, B, Gにあるタイミングで
水門を閉める 3 つの計算ケースを実施した。
地点 I は台風が有明海に来襲する前、地点 B
は有明海へ最接近する直前、地点 Gは有明海
を通過した後である（計算ケース名をそれぞ

れ I, B, G とする）。図-11,12 は各ケースの最

大浸水深および浸水開始時間を示す。Iおよび
B の最大浸水深にはほとんど違いはないが、

G では六角川北部で他の 2 ケースに比べ浸水
範囲が広い（図-11の赤枠）。これは，台風通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
過時に水門が開いているGでは河川の流れと
高潮によって遡上した流れがぶつかり、Iや B
に比べ六角川中流域での潮位が高くなったた

めである。また、浸水開始時間は I の六角川
中流域南部（図-12の赤枠）でもっとも早い。

これは水門を閉める時刻が早いために、六角

川上流から流れてくる河川水が堰き止められ

ることで水位が上昇し、台風来襲前に堤防高

の低い箇所から越流したためである。 
 本検討では、台風が有明海へ最接近する直

前に水門を閉めた Bが，もっとも最大浸水深
が浅く浸水開始時間も遅い結果となり、浸水

被害が小さいケースとなった。このように、

水門の開閉のタイミングが浸水状況の変化に

大きな影響を及ぼすことがわかった。ただし、

浸水深や浸水開始時間は台風経路や河川流量

などによって変化するため、台風来襲時にお

ける様々な状況で検討を進めていく必要があ

る。 
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図-10  排水ポンプによる浸水深の変化量 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 SI-CAT プログラムで実施した気候変動下

の佐賀平野を対象とした高潮災害に対する適

応策の検討内容とそれによって得た知見につ

いて紹介した。 
 大規模アンサンブル気候予測データベース 
を活用することで、気候変動による台風特性 
の変化について確率論的な評価を行った。そ

の結果、再現期間 1,000 年規模の台風は、将
来的に気温 2 度上昇に対して約 5 hPa 低下す
ることがわかった。有明海に限って言えば、

気温上昇に対して中心気圧の低下はほとんど

線形であり、温暖化の緩和がそのまま台風の

強大化を防ぐことに繋がる。また、温暖化が

進むと台風の来襲頻度は低下するものの勢力

の強い台風に限れば、来襲頻度は上昇するこ

ともわかった。 
 続いて、将来気候で生じる台風に対して高

潮浸水シミュレーションを実施した。有明海

湾奥部では、海岸堤防の計画堤防高を大きく

上回る高潮が発生し得ることがわかった。高

潮時の浸水過程の検討では、特に河川中流域

からの浸水が深刻であり、河川から浸入した 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水が内陸部へ広がっていく。浸入した水は、

最終的に地盤高の低い海岸線付近に溜まり、

深い場所では 4 mを超える浸水深となること

がわかった。 
 さらに、佐賀平野に整備されている様々な

高潮対策施設等の効果の検討を実施した。計

画堤防高への嵩上げによって浸水範囲は大幅

に減少し、嵩上げは浸水被害に対して大きな

減災効果を有することがわかった。旧堤防と

有明海沿岸道路の二線堤としての効果の検討

では、旧堤防があることで海域側では浸水深

は深まるものの，背後側にある居住地区では

浅くなる。したがって、旧堤防は居住地区に

対する減災効果を発揮することがわかった。

排水ポンプを浸水からの復旧に使用した場合、

その効果が及ぶ範囲とその程度を把握した。

水門を閉じるタイミングの違いによる浸水被

害の変化を調べた結果、被害を最小限に留め

るには河川からの流入量も考慮し、水門を適

切なタイミングで閉めることが重要であるこ

とがわかった。 
 以上より、気候変動下の佐賀平野において、

高潮災害の適応策を計画する上での有益な知

図-11  六角川河口堰を閉めるタイミングの違いによる最大浸水深の変化 
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図-12  六角川河口堰を閉めるタイミングの違いによる浸水開始時間の変化 
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見を得ることができた。今後も佐賀県と連携

し、適応策の実装に向けて検討を進めていき

たい。 
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