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令和 2 年 1 月から始まったコロナ禍の中で、『今年だけは起きて欲しくなかった』大水害

が九州で発生した。7月 3日から 4日に九州南部を、続いて 7月 5日から 8日にかけて九州

北部を襲った大規模な線状降水帯による記録的豪雨では、球磨川・筑後川・大分川・遠賀川

の 4水系ではん濫が発生した。球磨川では河道の流下能力を大きく超える洪水流が、人吉市

から球磨村渡までの盆地における蛇行部で河道からあふれて堤内地を流れ下る近年では見

られていない形態の洪水が発生した。さらに球磨村より下流では、急勾配の谷底を流れる河

川に大量の洪水流が流入し、高水位の高速流が流下した。この洪水により球磨川だけで 50

名の死者が発生し、2カ所で堤防が決壊し、18橋の橋梁が流失し、球磨村渡地区茶屋集落に

代表されるように家屋が高速流で流失するなど、極めて甚大な被害が発生した。また、14名

の入所者が犠牲となった渡地区の特別養護老人ホーム「千寿園」は、支川の小川との合流点

付近に位置しており、河川合流部における水害リスクが示された。 

 近年、平成 29年九州北部豪雨、平成 30年西日本豪雨、令和元年東日本台風、など大規模

豪雨災害が毎年発生しているが、これらが気候変動の影響を受けていることが気象学的にも

明らかにされつつある。このような状況下、国は気候変動の影響を組み込んだ治水計画の技

術的検討を行い、気温 2度上昇シナリオに基づく計画降雨の設定法を定め、それを河川計画

へ反映することを決めた。また、東日本台風で発生した多数の堤防決壊を受けて、河川流域

内の全関係者による総力戦的な治水のあり方として「流域治水」を提起し、今次水害を受け

て関連法の制定を行い、全ての一級水系において流域治水プロジェクトをスタートした。加

えて、気象庁を中心に線状降水帯の予測精度向上に向けた研究開発を加速させている。この

ように今次水害は、治水におけるパラダイムシフトのきっかけの一つになったと言えること

から、ここに令和 2年 7月豪雨の特集を組むことにした。なお、気象庁は同年 7月末まで全

国で続いた豪雨を「令和 2年 7月豪雨」と命名しているが、本特集では九州に大規模水害を

もたらした 7月 3日から 8日までの豪雨について取り扱う。 

 本特集では 8編の寄稿をいただいた。まず、令和 2年 7月豪雨の気象学的な解説を熊本大

学の石田桂先生に紹介いただいた。次に、土木学会の令和 2年 7月九州豪雨災害調査団団長

を務められた熊本大学の大本照憲先生に球磨川の被災状況、九州工業大学の重枝未玲先生に

球磨川の氾濫状況、熊本大学の椋木俊文先生に斜面災害の状況をそれぞれ解説いただいた。

さらに、熊本大学の柿本竜治先生と竹内裕希子先生には、今次水害での避難行動と避難所に

おける課題について、それぞれ解説いただいた。加えて、今次豪雨で球磨川に次ぐ被災をし

た筑後川の被災状況を矢野が、筑後川上流の松原・下筌ダムの防災効果について矢野と九州

大学の丸谷靖幸先生が解説した。これらの内容は調査団報告書や科研費特別研究促進費報告

書などでも紹介されているが、今回はそれらの要点をコンパクトにまとめた内容となってい

る。本特集が気候変動下で激甚化し、かつ毎年発生するなど常態化しつつある大規模豪雨災

害の研究や技術開発の深化への一助になれば望外の喜びである。 

巻頭言  

 

 

常態化した大規模豪雨災害 
 

（専門：水工学） 

 

九州大学大学院工学研究院  

矢野 真一郎 

 



令和 2 年 7 月豪雨の気象条件に

ついて 

 
熊本大学くまもと水循環・減災 

研究教育センター 

石田 桂 

 

１．はじめに 

気象庁の発表によれば、令和2年は梅雨明けが

平年値より非常に遅く、沖縄や奄美地方を除いて

7 月末付近であった。梅雨明けは九州南部でも 7

月28日（平年値より14日遅れ）、九州北部では7

月 30 日（11 日遅れ）であった。結果として日本

各地に豪雨を生じ、「令和2年7月豪雨」の期間は

7月3日から7月31日とされた。九州を中心に長

期間に渡り大雨をもたらした7月3日〜14日にか

けての大気の状況に関しても気象庁から速報が出

されている（気象庁、2020）。本調査では、気象庁

の速報とは少し異なった視点から、九州に豪雨を

もたらした気象条件、特に大気中水蒸気輸送に注

目し解析を行なった。また、解析には欧州中期予

報センター(ECMWF)が提供する大気再解析デー

タERA5及びERA5 Back Extensionを用いた。ERA5

の時空間解像度はそれぞれ1時間、0.25度×0.25度

であり、再解析データとしては非常に詳細である。

また、ERA5は1979年から現在までのデータを提 

 

 

 

供しており、Preliminary VersionではあるがBack  

Extensionとして 1950年からのデータが最近追加

された。この詳細な長期間の大気情報を利用し、

令和2年7月の大気の状況を解析し今次豪雨をも

たらした気象条件の調査を行なった。以降、ERA5

及び ERA5 Back Extension をまとめて ERA5と呼

ぶ。 

 

２．豪雨時の水蒸気輸送(WVF) 

九州において豪雨が発生した7月上旬の九州付

近のWater Vapor Fluxを図-1に示す。7月3日19:00

〜4日6:00のWater Vapor Fluxの平均値を見ると、

九州南部に大気中の水蒸気が収束している（図-

1a）。また、7月6日7:00〜18:00のWater Vapor Flux

の平均値（図-1b）は九州の熊本以北に集中してい

る。このように水蒸気が収束したことにより、7月

上旬に九州で豪雨が発生したものと考えられる。 

  次に、7月上旬の大気中水蒸気輸送(Water Vapor 

Flux)などを調べた。ERA5から 1時間毎の東向き

Water Vapor Flux、北向きWater Vapor Flux、可降水

量、海水面温度、及び蒸発散量を抽出した。東向

き・北向きWater Vapor Fluxから絶対値及び向きを

計算した。また、 ERA5 に含まれるデータ名

Evaporationは簡易モデルによる蒸散量を含むため

蒸発散量として使用した。ただし、Evaporationデ

ータには凝縮も含まれており負値として扱われて

いる。 

a) 2020/07/03 19:00 – 07/04 06:00 

 

b) 2020/07/06 07:00 – 07/06 18:00 

 

 
図-1  7月3日19:00〜4日6:00及び7月6日7:00〜18:00の12時間平均Water Vapor Flux 

 



  図-2にアジア周辺における 7月 1日〜3日及び

7月5日〜7日の3日間平均のWater Vapor Flux、

可降水量、海水面温度、及び蒸発散量を示す。7月

1日〜3日におけるWater Vapor Flux（図-2a）を見

るとインド洋から東南アジアを通り南シナ海・東

シナ海をとる水蒸気の流れが見受けられる。そし 

て、南シナ海から中国方向への流れと中国・台湾

間の台湾海峡を通る流れが発生している。そこか

ら、九州の方向に流れ込んできているのがわかる。 

 また、太平洋からも強くはないが広範囲に亘り

日本に向かう水蒸気の流れが確認される。図-2cに

示すように、可降水量は九州より南側で高い値を 

a) WVF 2020/07/01-07/03 

 

b) WVF 2020/07/05-07/07 

 
   c) TCW 2020/07/01-07/03 

 

d) TCW 2020/07/05-07/07 

 
  e) SST 2020/07/01-07/03 

 

  f) SST 2020/07/05-07/07 

 
  g) ET 2020/07/01-07/03 

 

  h) ET 2020/07/05-07/07 

 

 
図-2  7月1日〜3日及び7月5日〜7日の3日間平均のa、b)Water Vapor Flux (WVF)、c、d)可降水量

(TCW)、e、f) 海水面温度(SST)、及び蒸発散量(ET) 

 



示している。特にインド洋、南シナ海西側、台湾

北側の中国と沖縄諸島の間など、Water Vapor Flux

が強くなっている領域で比較的高くなっている。

海水面温度は南シナ海や太平洋の緯度 10 度〜25

度程度の範囲や南シナ海で高い傾向にある（図-

2e）。さらに、蒸発散量（図-2g）を見ると、約緯度

25度以南で高い傾向にあり、インド洋や南シナ海

を特に高い領域がある。沖縄諸島の西側や九州周

辺の海域でも周辺と比べ蒸発量が高くなっている。 

 以上のように、Water Vapor Fluxの3日平均値を

見るとインド洋からまとまった水蒸気の流れが日

本にまで流れ込んできているように見受けられる

が、他の変数を見ると途中で海水面温度の高い領

域において海面からの蒸発により多くの水蒸気が

供給されていたと考えられる。さらには、沖縄諸

島西側において蒸発した水分も 7月 3日〜4日の

九州南部の豪雨に寄与している可能性がある。 

  7月5日〜7 日におけるWater Vapor Fluxの平均

値（図-2b）は、7 月 1 日〜3 日と同様に中国から

東向きに強い値を示しているが、他の領域では 7

月1日〜3日と違いがある。7月5日〜7 日には、

インド洋から東シナ海を通る流れが見受けられな

い。一方で、フィリピンとインドネシアの間を通

過後、南シナ海を通り中国に流れ込んでいる流れ

が存在する。海水面温度（図-2f）を見ると7月1

日〜3 日との大きな違いは見受けられないが、可

降水量は 7月 1日〜3日には南シナ海の西側で値

が大きくなっているのに対し、7 月 5 日〜7 日に

は特徴的な差は無くなっている（図-2d）。それに伴

い、7 月 1 日〜3 日に南シナ海西側で大きな値を

示していた蒸発量が7月5日〜7 日には小さくな

っている（図-2h）。それに対し、蒸発散量が中国と

台湾近海で7月1日〜3日より大きくなっている。 

 これに伴い、7 月 5 日〜7 日には中国側及び台

湾の東側海域からの Water Vapor Flux の流れが強

まっているように見受けられる（図-2b）。特に、中

国の長江流域で可降水量が強まっており（図-2d）、

そこから多量の水蒸気が日本の方向に流れ込んで

いる（図-2b）。 

  上記に加え、東アジア周辺における 7 月 2 日

8:00〜4 日 0:00 のWater Vapor Flux の時系列変化

を調べた（図-3）。7月2日8:00時点では、台湾海

峡に特に強い水蒸気の流れがあり、他にも中国を

通る流れと、台湾の東側から沖縄諸島を通る流れ

が見受けられる（図-3a）。7月2日16:00には、沖

縄諸島州右辺でWater Vapor Fluxが強まっている。 

 また、中国の長江流域で水蒸気が集積している

（図-3b）。その後、台湾海峡や沖縄諸島付近で

Water Vapor Fluxが強まっており、長江流域の水蒸

気の流れも徐々に東に向きを変えている（図-3c）。 

 7月3日8:00には、長江流域からの水蒸気の流

れと、台湾海峡からの流れが合わさり、東シナ海

の中国寄りの領域でWater Vapor fluxが強まってい

る（図-3d）。加えて、太平洋を時計回りに流れ強く

はないが広範囲にわたり水蒸気が流れ込んできて

いる。これら複数の流れが合わさり、7月3日8:00

以降、九州の西側海域で Water Vapor Flux を強ま

り、それが九州を含む日本に流れ込んできている。 

 以上のように、様々な地域から複数のルートを

通り水蒸気が集積し、図-1a に示すような Water 

Vapor Flux が九州南部において収束したものだと

考えられる。 

 

３．九州周辺における水蒸気輸送の経年変化 

  ERA5を用い過去 71年間（1950年〜2020年）

の7月上旬（7月1日から14日の2週間）におけ

る可降水量及び Water Vapor Flux の経年変化及び

Trendの有無を調べた。まず、ERA5の1時間毎の

値から各年における 7 月上旬の可降水量、Water 

Vapor Fluxの絶対値、及び北向き・東向き成分の平

均及び99パーセンタイル値を0.25度×0.25度の各

グリッドで求めた。7 月は計 336 時間（14 日×24

時間）であることから99パーセンタイル値は多い

ものから約3番目の値を示す。過去71年間（1950

年〜2020年）の各年において求めた7月上旬にお

ける各値を元に、Trend の有無は Mann-Kendall 

Trend Test を用いて調べ、経年変化は Theil-Sen 

Estimatorを用いて求めた。図-4に九州周辺におけ

る可降水量、Water Vapor Fluxの絶対値、及び北向

き・東向き成分の経年変化 (kg/m/s/year)及びTrend                       



 

 

  

 

 

 

 

 

a) 2020/07/02 08:00 

 

b) 2020/07/02 16:00 

 
   c) 2020/07/03 00:00 

 

d) 2020/07/03 08:00 

 
  e) 2020/07/03 12:00 

 

  f) 2020/07/03 16:00 

 
  g) 2020/07/03 20:00 

 

  h) 2020/07/04 00:00 

 

 
図-3 7月2日8:00～4日0:00のWater Vapor Flux 



 

 

 

 

 

 

a) TCW: 平均値 

 

b) TCW: 99パーセンタイル値 

 

c) WVF: 平均値 

 

d) WVF: 99パーセンタイル値 

 
   e) 北向きWVF: 平均値 

 

   f) 北向きWVF: 99パーセンタイル値 

 
   g) 東向きWVF: 平均値 

 

   h) 東向きWVF: 99パーセンタイル値 

 

図-4 7月1日〜14日における可降水量(TCW)、Water Vapor Fluxの絶対値及び北向き・東向きの成分

の平均値と99パーセンタイル値の経年変化。（Mann-Kendall TestでP-valueが0.05以下の部分を斜線

で示す。 

 



の有無を示す。平均値を見ると、可降水量及び

Water Vapor の絶対値はTheil-Sen Slopeの値が九州

周辺の広い範囲にわたり正の値を示し、特に九州

南西において比較的傾きが大きくなっている。 

  Mann-Kendall Trend Testの結果によれば、それ

ぞれの月平均値は九州南西において特に経年変化

率が大きい領域において顕著な上昇傾向を示して

いる（図-4a、c）。北向きWater Vapor Fluxの平均値

は Water Vapor Flux の絶対値よりも東側で経年変

化率が大きくなっている。そして、九州南西の海

域及び鹿児島辺りで顕著な上昇傾向を示している

（図-4e）。東向きWater Vapor Fluxの平均値は、九

州南部を含む緯度帯において西から東向き、他の

緯度帯において東から西向きの経年変化が得られ

た。ただし、Trend の存在は見受けられなかった

（図-4g）。 

次に各99パーセンタイル値を見ると、可降水量

及び Water Vapor Flux の絶対値ともに経年変化率

がほぼ領域全体で大きくなっている。 99 パーセ

ンタイル値は平均値より特に九州上で経年変化率

が大きくなっている。そして、Trend Testでは、九

州南西だけでなく九州上を含むより広範囲におい

て顕著な上昇傾向が確認された（図-4b、d）。北向

き Water Vapor Flux ではほぼ領域で顕著な上昇傾

向が確認され、過去71年間で北向きの水蒸気の流

れが強まっていると考えられる（図-4f）。一方、東

向き Water Vapor Flux では顕著な上昇傾向が確認

された領域は九州南西の海域に限られている。可

降水量（図-4g）の経年変化率が高い領域であるこ

とから、東向きWater Vapor Fluxの上昇傾向は大気

中水蒸気量に依存しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

今次の豪雨災害時には、南側から複数の経路を

通り湿った空気が輸送されてきたことが示された。

また、99パーセンタイル値の経年変化では、北向

き Water Vaper Flux がより広範囲で顕著な上昇傾

向を示したのに対し、今次豪雨時は東向き Water 

Vaper Fluxが特に強かった。このことから、長期間

の変化傾向よりも 2020 年 7 月上旬の特徴的な湿

った空気の流れが九州上における水蒸気の収束に

寄与していた可能性がある。また可降水量の99パ

ーセンタイル値も過去 71 年で顕著な上昇傾向を

示している。これらのことから、大気中水蒸気量・

輸送量の経年変化も今次豪雨に寄与していた可能

性は高いと考えられる。 
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令和 2 年 7 月豪雨による球磨

川水害の実態と課題について 
 

熊本大学くまもと水循環・減災 

     研究教育センター 

大本 照憲 

 

１．はじめに 

気象庁は令和 2 年 7 月九州豪雨災害が線状

降水帯による記録的大雨によることを報告

した。7 月の九州における線状降水帯の発生

件数は 9 事象であったが、特に 7 月 4 日の線

状降水帯は最大級で、梅雨前線の南側に大量

の水蒸気を含む大気の流れ(大気の川)を伴い、

球磨川流域の上空では東西方向に長さ276km、

滞留時間 13 時間であることが指摘された。1) 

総務省消防庁 2)によれば今次の人的被害

(2021年 2月 26日付)は、全国では死者 84名、

行方不明者 2 名、熊本県では死者 65 名、行

方不明者 2 名であった。熊本県では、死者・

行方不明者は、全体の 78%を占め、特に球磨

川では河川災害による死者が 50 名に達した。 

その内訳は、人吉・球磨盆地で 36 名、中流

域の山間狭窄部で 14 名であった。本研究が

対象とした人吉市での溺死者は、20 名であり、

その場所は球磨川本川沿いおよび右支川の

山田川および万江川の合流点近傍である。球

磨川右岸の人吉市においては、越流氾濫によ

る浸水の上昇速度が極めて急激であったと

の目撃情報があった。 

本報告では、令和 2 年 7 月豪雨による球磨

川の人的・物的被害の実態と課題を検討した。  

 

２．流域特性 

熊本県南部を流れる球磨川(図-1 参照)は、

その源を熊本県球磨郡銚子笠（標高 1.489m）

に発し、幹線流路延長 115km、流域面積

1880km2、九州では 20 本の一級河川の中で流

域面積および幹線流路延長において 3 指に入 

る。また、古来には舟運が盛んで、最上川、

富士川と並ぶ日本三大急流の一つに数えら

れている。 

球磨川流域の地形は、河床勾配が約 1/7000

である遥拝堰下流部の沖積平野部、河床勾配

が 1/300～1/1000 の遥拝堰から球磨村渡の間

の山間狭窄部、河床勾配が約 1/500 相当の渡

から川辺川合流点・西村の間の人吉・球磨村

盆地、合流点・西村より上流の球磨川上流域、

川辺川上流域に大別される。各区間の流域面

積は、球磨川上流域で 550Km2、川辺川上流域

534Km2、人吉・球磨盆地 380Km2、山間狭窄

部と平野部で 434Km2である。 

球磨川には 82 本の中小河川が流入し、球

磨川上流域では 6 本の代表的右支川に小川内

川、牛繰川、宮ヶ野川、阿蘇川、田頭川、野

間川、13 本の左支川には湯山川、牧良川、都

川、仁原川、鶴川、柳橋川、伊良川、井口川、

免田川、水無川、大谷川、高柱川、小さで川

がある。 

川辺川は、本川上流の流路 40km に較べて

長く 61km であり、深い谷を刻み、中小河川

の数は 6 本であり相対的に少なく右支川に小

原川、小鶴川、五木小川、左支川に樅木川、

久連子川、梶原川がある。 

球磨川沿いの渡から川辺川合流点・西村ま

での距離は 14km で、その間の人吉・球磨村

盆地では、4 本の右支川があり山田川、万江

川、馬氷川、小川、5 本の左支川に鳩胸川、

胸川、永野川、鹿目川、鵜川がある。 

球磨村渡から遥拝堰までの山間狭窄部の

距離は約 45km であり、この間の東側分水嶺

は約 1000m 程度に対し、西側分水嶺は 500m

以下である。この間の中小河川は、6 本の右

支川に中園川、川内川、市ノ俣川、油谷川、

中谷川、深水川、7 本の左支川に那良川、芋

川、告川、漆川内川、天月川、大尼田川、百

済木川がある。中小河川は、いずれも流路長

5～10Km、勾配 1/5～1/10 であり急流支川で

あり、峡谷的流域を発達させた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最下流の八代平野では、派川の前川、南川

と共に不知火海（八代海）に注ぐ。 

流域内には、下流部に熊本県第 2 の都市で

ある八代市が、上流部に球磨地方の主要都市

である人吉市が存在する。人吉市は、鎌倉期 

に東国御家人相良氏が球磨の地に所領を獲

得し、更には戦国期には戦国大名として八代

まで進出、このことが両地方を結ぶ峻険な山 

岳道路の活用を促したことが指摘されてい

る。近世には人吉―八代間の水運が林正盛に 

より寛文年間（1661-73）に開発された。 

 

３．降水特性 

(1)雨量および水位の時系列 

図-2は、7 月 3 日 0 時から 7 月 4 日 11 時ま

での 36 時間における球磨川水系の各観測点

における毎正時の 1 時間降水量および累積降

水量の時系列を示す。球磨川流域には、気象

庁の観測点が球磨川流域に 6 か所、川辺川水

域に 1 か所、万江川水域に 1 か所存在する。 

人吉観測所における最大降雨強度は

68.5mm/hr、7 月 3 日 20 時から 7 月 4 日 9 時

の 14 時間雨量 369mm、24 時間雨量は 410mm

を観測した。球磨川下流の八代観測点を除い

たほかの 7 つの観測点では、36 時間の累加雨

量が 418.5mm～497mm となっており、雨量の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空間分布として球磨川流域では一様に雨が

降ったことが考えられる。降水期間について

は球磨川本川の観測所では 2 時から 9 時にか

けて 1 時間に 30mm を超える激しい雨が降っ

ている時間が多いが、途中に雨が弱まる時間

帯がある。支流の川辺川流域の五木観測所と

万江川流域の山江観測所では雨が弱まる時

間はなく、2 時から 7 時にかけて激しい雨が

降り続いている。ピーク時間については、球

磨川本川の観測点では 2 時と 7、8 時の 2 つ

のピークが現れており、支流の観測点におい

ては、4 時および 5 時にてピークを迎えてい

る。 

図-3は、人吉市大橋および川辺川柳瀨地点

における水位時系列を示す。なお、大橋地点

における水位計は危機感型水位計である。 

人吉市大橋地点における水位は、7 月 4 日

9 時 50 分にピーク水位 7.25m を記録した。こ

のことは、球磨川特殊堤における越流水深は

2m を超えたことを意味し、更に午前 7 時 30

分から 8 時の 30 分間で 0.9m の水位上昇が見

られる。後述するように、水位の急上昇は表

面流が橋桁に衝突し、流速の急減、水位上昇

に導いたことが予想される。 

人吉水位観測所で観測史上最大だった

1965 年 7 月 2 日の 5.05m を 2.20m 上回った。 

図-1 球磨川流域（提供：熊本大学・石田桂先生） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4は、球磨川大橋地点における越流水深

と合流点近傍における山田川の越流水深の

水位時系列を示す。山田川は球磨川水位の上

昇に伴うバックウォーターの影響により堤

内地の氾濫が 5 時 50 分に発生した。更に、

熊本県の監視カメラによれば球磨川の上昇

により球磨川から山田川への逆流が 6 時 50

分頃から始まり、9 時 20 分には球磨川鉄道橋

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の枕木が浸水していることが認められた。合

流部近傍では山田川と球磨川の両者の越流

の影響を受けた氾濫であったため被害が拡

大したことが伺える。 

(2) 降雨の確率年 

図-5 は人吉観測点における年最大 6 時間

雨量、年最大 14 時間雨量、年最大 24 時間雨

量の再現期間を示す。統計解析では、財団法

人国土技術センターで公開されている水門

統計ユーティリティを用いた。統計に用いた 

図-3 人吉市における水位時系列 

(2020年 7月 4日) 

図-4 人吉市における水位時系列 

(2020年 7月 4日) 

図-2 球磨川流域の雨量観測地点の時系列(2020年 7月 3日、4日) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データは、気象庁ホームページで公開された

1950 年から 2020 年までの毎正時の時間雨量

である。 

比 較 的 適 合 度 の 高 い ガ ン ベ ル 分 布

(Gumbel) 、一般化極値分布（GeneralizedExt 

reme Value distribution：Gev)、対数ピアソンⅢ

型分布(LogP3) 、対数正規分布 3 母数クォン

タイル法(LN3Q) 、対数正規分布 2 母数(Slade 

I、L 積率法)(LN2LM) 、対数正規分布 2 母数

(Slade I、積率法)(LN2PM)の 6 種類の確率分

布、および母数推定を行った。確率分布の適

合度評価基準である標準最小二乗基準

SLSC(Standard Least-Square Criterion)によれ

SLSC<0。04（相関係数 COR>0。98)の条件を

満足する必要がある。 

全体的に適合度の高かった一般化極値分

布(GEV)を用いて検討したが、超過確率が 0

となるところがある観測所の各年最大時間

雨量の確率分布はガンベル分布(Gumbel)を用

いて検討する。再現期間は以下の関係式から

得られる。 

 

・一般化極値分布(Gev)  

F(x)=exp-[1-(k/a)(x-c)]1k 

・ガンベル分布  

F(x)=exp{-exp(-(x-c)/a)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに、x：雨量(mm) a：尺度母数 c：位置

母数 k：形状母数 

・超過確率  W(x)=1-F(x) 

 ・再現期間   T= 1/(W(x) ) 

Gumbel 分布を適用すれば、人吉観観測地点

における再現期間 T 年は、年最大 6 時間雨量

で 38 年（SLSC=0.020、COR=0.995）、年最大

14 時 間 雨 量 で 855 年 （ SLSC=0.035 、

COR=0.986）、年最大 24 時間雨量で 214 年

（SLSC=0.019、COR=0.996）である。 

図-6は、降雨継続時間に対する再現期間お

よび累加雨量を示す。再現期間は一般化極値

分布、ガンベル分布をもとに評価した。令和

2 年 7 月豪雨の降水量は人吉観測所で降雨継

続時間が 14 時間において再現期間が最大値

の 855 年を示すことが分かる。また、どの観

測所も再現期間のピークが 400 年を上回る規

模の降雨が発生したことが分かる。八代観測

所では再現期間のピークが 7 年となっており、

他の観測所と比較して規模の小さい降雨で

あった。球磨川本川の観測所の再現期間のピ

ークにおける降雨継続時間は 9～14 時間、支

川の 2 つの観測点の再現期間のピークにおけ

る降雨継続時間は 6 および 7 時間となってお

り、球磨川本川の降雨継続時間が長い時間で

ピークに達している。 

降雨継続時間 24時間 

確率年    214年 

Gumbel：SLSC=0.019、COR=0.996 

降雨継続時間 6時間 

R=184mm、T=6hr 

確率年 38年 

Gumbel： SLSC=0。 020、

COR=0。995 

降雨継続時間 14時間 

確率年    855年 

Gumbel：SLSC=0.035、COR=0.986 

図-5 人吉市雨量観測所における確率年 (2020年 7月水害) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)流域平均雨量の確率評価 

図-7は、国土交通省九州地方整備局によっ

て提供された人吉地点において降雨継続時

間 12 時間、流域平均雨量における再現期間

80 年の計画雨量 262mm に対する根拠資料を

示す。 

同図を用いて令和 2 年 7 月豪雨の人吉地点

における降雨継続時間 12 時間で最大の流域

平均雨量 321 ㎜の再現期間は Gumbel 分布を

適用すれば 602 年であった。表 2 は、人吉観

測点における降雨継続時間 10 から 15 時間ま

での累積雨量と再現期間である。流域平均雨

量の再現期間はおおむね人吉観測点の再現

期間と近い値になっていることが分かる。こ

のことからも今回の降雨の特徴として球磨

川流域に一様に雨が降ったということが考

えられる。 

 

４．人的・物的被害 

熊本県危機管理防災課のまとめ（12 月 25

日付）によれば、人的被害は熊本県全体で 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人、うち球磨川流域で 50 人であった。 

球磨川流域の人的被害は 50 人うち 36 人が

人吉・球磨地区、14 名が遥拝堰から球磨村渡

図-7 人吉市における流域平均雨量の確率  

(出典：国土交通省) 

図-6 降雨継続時間における確率年 (2020年 7月水害) 



の間の山間狭窄部であり、流下型氾濫形態に

よって被害が生じた。住宅被害は全壊 1490 棟

（人吉市(900 棟) 、球磨村(332 棟) 、芦北町

(72 棟)）、半壊 3092 棟(人吉市(1443 棟) 、球

磨村(74 棟) 、芦北町(910 棟)）、床上浸水 329

棟、床下浸水 561 棟、一部損壊 1940 棟であ

った。また、熊本県の被害総額は 5564 億円、

そのうち建築物1900億円、公共土木施設1554

億円、農林水産関係 1019 億円、商工・観光関

係 699 億円、廃棄物処理 204 億円に達した。 

被害総額の 5564 億円は、熊本地震の 3 兆

8000 億円につぐ戦後第 2 位の被害額である。 

(1)人的被害 

図-8は、令和 2 年 7 月の人吉・球磨盆地の

人的被害 36 名と浸水深の状況を示す。人吉

地区では、20 人の人的被害が発生している。 

その中で人吉市では地表高の低い右岸側

堤内地で浸水の範囲が広く、球磨川と山田川

の合流点付近で浸水深が大きくなっている

ことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

球磨川右岸に沿って多くの人的被害が発

生したのは、中川原公園および水の手橋、大

橋、人吉橋の橋桁の表面流阻害による水位の

急激な上昇、その結果として 2m を超える越

流水深が発生したことが主因と考えられる。

この件については、今後の対策を含めた詳細

な検討が必要である。また、川と球磨川の合

流点付近も同じように浸水深が大きい。 

 球磨村・渡地区では 16 人の人的被害が発

生している。そのうち 14 名は介護老人施設

の千寿園の入所者となっている。支川である

小川からの氾濫流が主因であるが、この場所

では小規模な土石流も発生した。 

図-9は、遥拝堰から球磨村渡の間の山間狭

窄部では、氾濫流によって溺死として 14 名

の内の 13 名が犠牲になった場所を示す。球

磨川沿いの芦北町箙瀬地区でも 1 名が溺死で

亡くなった。谷底平野では、水位が大幅に増

水したため河道の一部となり、浸水深および

氾濫流速とも極めて大きく、川沿いの住家の

多くは基礎工を残すのみで流失した。 

 犠牲者の年齢構成は 50 歳代 4 名、60 歳代

7 名、70 歳代 10 名、80 歳代 22 名、90 歳代 7

名であった。70 歳を超えた割合は 78％であ

り、高齢者の方々の犠牲割合が高いことが分

かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)住家被害 

 球磨川の氾濫状況を象徴する箇所は 1)球

磨川と山田川の合流部で地表高の低い青井

阿蘇神社の近傍、2)万江川合流部の左岸側堤

内地、3)万江川合流点から球磨村渡地区まで

の区間で連続した蛇行部および 4)八代市坂

本地区の家屋流失である。 

図-8 人吉・球磨盆地における人的被害場所 (出典国土地理院および朝日新聞) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-10は青井阿蘇神社境内の楼門が 1.5m で

あったことを示す。人吉市史によれば寛文 9

年（1669 年）8 月に青井阿蘇神社の楼門が 3

尺(0。9m)余り浸水したことを示す。記録上、

351 年間の中で今次水害が最大の浸水深であ

ったことが分かる。境内の地表高は周辺の道

路より 2.8m 高い位置にあり、道路標識には

昭和 40 年の浸水深 2.3m に対して今次の令和

2 年水害では 4.3m に達し、2m も浸水深が大

きい。なお、同一場所で昭和 57 年水害では

1.3m の浸水深であった。 

 図-11は、江川合流部近傍で球磨川に近い堤

内地の洪水痕跡を示す。家屋の流失は発生し

ていないが、道路上では大量の土砂が堆積し

た。浸水深は、4m に達し、いずれも昭和 57

年水害の浸水深 1.2m を大幅に上回った。 

 図-12は、人吉・球磨盆地の出口である球磨

村・渡地区の被害状況を示す。渡地区ではが

水深が 6m を超えると同時に家屋の流失が顕

著であり、基礎型枠のみが残る住家被害が目

視された。また、家屋は全壊で屋根瓦の多く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が剥がれているのが分かる。また、小川が球

磨川に合流する地点では流木が住家の屋根

や道路上に散在し、家屋は大破していた。灌

木や雑草による洪水痕跡から浸水深は 6.2m 

であった。 

 図-13 は、渡地区上流の蛇行部に沿った堤

内地の被害状況を示す。沖鶴橋付近の国道

219 号では電線の洪水痕跡から浸水深は、6m

近くに達していることが分かる。また、電柱

や道路標識も転倒していることが分かる。な

お、球磨川に近い沿道では電柱や道路標識は

転倒していないことから 219 号線は氾濫流が

短絡したことが考えられる。 

 万江川合流点から球磨村渡地区までの区

間では、連続した蛇行が続き、蛇行度 S は、

下流から上流に向けて 1.20、1.26、1.61 であ 

り、蛇行区間の堤内地の浸水深は何れも 6m

を超えた。災害時における河道部の代表水深

が 13～15.5m の範囲にあることから、相対水

深は 0.39～0.46 の範囲にあり、相対水深が 0.3

を超えると複断面蛇行流れの流況を示す 

図-9 球磨川・山間狭窄部における人的被害場所 

（福岡ら）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 青井阿蘇神社周辺の浸水状況 

図-11 球磨川と万江川の合流部における浸水状況 

図-12 球磨村・渡地区における氾濫被害 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

即ち、堤内地の浸水が低い場合には単断面

蛇行流れとなるが、浸水深が大きくなれば堤

内地から河道部への流れ込みによる影響が

大きく河道部の二次流は堤内地の流れ込み

に支配され、更に、堤内地の氾濫流は直進性

が高まり高速化されたことが予想される。 

 図-14は、山間狭窄部の下流域にあたる、左

岸側堤内の八代市坂本町合志野地区および

右岸側堤内地の坂本駅近傍の住家被害を示

す。国道 219 号線に沿った家屋は多くの家屋

は流失していることが分かる。球磨川の洪水

流は、国道 219 号線を河道の一部として高速

で流下したことが伺える。特に、道路上は粗

度が小さいことから住家への破壊力が高ま

ったことが予想される。また、鉄筋コンクリ

ートの建物は、その壁面に何本もの流木が突

き刺さり大破した。現在、球磨川では、市房

ダム上流域での山腹崩壊の他に小川および

川内川の土石流が報告されている。この他に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も土石流や河畔林の流木の発生も考えられ

る。 

 

５．まとめ 

 本報告では令和 2 年 7 月 4 日に発生した球

磨川水害の人的・物的被害を取り纏めると共

に、自然外力である雨量の降雨継続時間に応

じた確率年を評価した。得られた知見は以下

の通りである。 

１）市の水の手橋、大橋および人吉橋の橋桁

および中川原公園は球磨川水洪水の水位を

急上昇する可能性があることを指摘した。 

２）球磨川流域における各雨量観測所の雨量

データから降雨継続時間に応じた確率年を

算定した。確率年は、人吉観測地点では降雨

継続時間 14 時間で 855 年、上観測地点では 9

時間 1270 年、湯前赤谷観測地点では 9 時間

で 479 年であった。更に、人吉市における流

域平均雨量は、降雨継続時間 12 時間で 746 年 

図-13 沖鶴橋付近の蛇行部に沿った堤内地の被害状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であった。 

３）人吉市における被害者 20 名は、球磨川氾

濫が急激であり、その原因は球磨川支川から

の流量ピークが重なったことに加えて中川

原公園および橋梁の影響が大きいことが示

唆された。 

４）球磨川水害では流下型氾濫形態を取り、

人吉・球磨盆地の出口に発達した連続蛇行部

では堤内地が複断面蛇行流の一部となった

こと、山間狭窄部では谷底平野の氾濫流とな

り、人的被害および住家流失を惹起したこと

が考えられた。 
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図-14 八代市・坂本市区における氾濫被害 



令和 2 年 7 月豪雨による球磨川

の氾濫状況について 
 

九州工業大学大学院工学研究院 

重枝 未玲 

1．はじめに 

令和 2年 7月豪雨では、7月 3 日～4日に九州

南部で記録的な豪雨となり、球磨川流域を中心と

して甚大な被害が生じた。球磨川流域は、日本を

代表する急流河川流域であり、同流域では急激な

水位上昇による本・支川の大規模な洪水氾濫、橋

梁群の流出等の急流河川流域特有の被害が発生し

た。今回の豪雨災害は、一級河川流域全体で線状

降水帯が複数回発生した場合に、甚大な人的・物

的被害が生じることを示した災害であった。土木

学会水工学委員会では、今次豪雨に対して「令和

2 年九州豪雨災害調査団」を結成し調査を実施し

た。同調査から得られた貴重な教訓が報告書に取

りまとめられており、Webサイトにも公開されて

いる 1)。ここでは，球磨川の豪雨と被害状況と著

者が実施した球磨川中・上流域の降雨流出・洪水

氾濫プロセスの検討結果を述べる。今次豪雨の調

査・研究が、流域治水を含め極端気象時代を迎え

るわが国の今後の防災・減災の一助となれば幸い

である。 

 

２．球磨川流域と災害の概要 

(1)球磨川流域の概要 2) 

球磨川は、熊本県南部の人吉盆地を貫流する一

級河川である。図-1に、地上雨量・水位観測所等

の球磨川流域の概要 2)を示す。その流域面積は

1,880km2、幹線流路延長は115kmであり、周囲を

急峻な山々で囲まれている。球磨川上流域には市

房ダム、免田川、小さで川、川辺川、山田川、万

江川などの支川が合流している。同流域の土地利

用は山地等が83%、水田や果樹園等の農地が7%、

住宅等の市街地が約10%を占めている。市房ダム

～渡地点の区間を上流部、渡～遙拝堰の区間を中

流部、遙拝堰～河口の区間を下流部と区分されて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を用いた。なお、以降の図で背景図がある場合も

同様である。 

(2)令和2年7月豪雨による災害 

令和2年7月豪雨では、7月3日深夜～7月4日

の12時に複数の線状降水帯が発生し、球磨川流域

で豪雨となった 4)。図-2に、XRAIN5)より求めた球

磨川流域での降雨強度と累加雨量の経時変化、図

-3にXRAIN5)及び地上観測雨量 6)より求めた球磨

川の人吉観測所より上流流域での流域平均雨量を

示す。これらより、(1)7/4の1時頃に上流域で、3

時半頃には中流域で、6 時 10 分~8 時 10 分には

中・上流域で豪雨となったこと、(2)球磨川本川に

沿って豪雨域が発生していること、(3)XRAIN5)と

地上雨量より求めた球磨川上流域の流域平均雨量

の波形には大きな差がないこと、(4)12時間雨量に

ついては、XRAIN5)で288mm、地上雨量で309mm

程度であり、計画降雨量の262mmを超えたこと、

などが確認できる。 

この豪雨により、球磨川流域では、複数の水位

観測所で計画高水位を超え欠測が生じた。 破堤は

2箇所、溢水・越水は11箇所で発生し、14の道路

橋、3の鉄道橋が流失した 4) 。図-4に、球磨川流

域での溢水・越水地点、破堤地点、流出した橋梁、

浸水域をまとめたものを、図-5に人吉市街地周辺 

 

 

 

 

図-1 球磨川流域の概要 
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水無川大谷川
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その多くは人吉市街地、球磨村渡地区に集中した。 

いる。今回の図の背景図には国土地理院タイル 3) 

2 名であり球磨川流域では 50 名の死者となった。 

 

の拡大図を示す。熊本県の死者65名・行方不明者 
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図-2 XRAIN5)より求めた球磨川流域での降雨強度と累加雨量の経時変化 

 

 

図-3 人吉観測所より上流流域での流域平均雨量 
 

図-4 球磨川流域での被害の概要 
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図-5 人吉市街周辺での被害の概要 

 



３．球磨川流域の降雨流出・洪水氾濫プロセス 

降雨流出・洪水氾濫プロセスの検討には、「地中

流を考慮した降雨流出・洪水氾濫ダイナミックモ

デル」7)(以下、降雨流出・洪水氾濫モデルと呼ぶ)

を用いた。同モデルでは、流域の地表面流、河道

の洪水流、氾濫原の氾濫流をダイナミックモデル

で、地中流をdiffusion wave法で取り扱う。  

(1)解析の概要 

解析対象範囲は、図-6の球磨川の県管理の深田

水位観測所から大野水位観測所までの区間とこの

区間に流入する支川である川辺川の柳瀬、胸川の

胸川、万江川の万江川水位観測所までの区間とこ

れらの流入域を除いた球磨川流域とした。今次豪

雨災害では、支川の氾濫も生じたことから、その

プロセスを確認するために、支川流域も含む範囲

とした。球磨川流域の全てを対象に解析を実施す

ることは，コンピュータの計算能力の関係上困難

であったため、別途、分布型流出解析と1次元洪

水解析を実施し、上流端となる各観測所の流量ハ

イドログラフを推定した 8)。また、下流端には実

測水位ハイドログラフを用いた。降雨外力には国

土交通省が運用・管理するXRAIN5)の雨量を用い

た。解析領域は、361,359個の三角セルで分割した。 

同領域を240分割し並列計算を行った。標高には 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6に示す5mメッシュのLPデータを、土地 

利用にはALOS29)のデータを用いた。解析対象時 

刻は、令和2年7月4日1時00分から16時30分

とした。橋梁は、区間中の 13 橋梁(球磨橋、球磨

川第二橋梁、相良橋、沖鶴橋、天狗橋、西瀬橋、

繊月大橋、人吉橋、人吉大橋、水の手橋、球磨第

3 橋梁、球磨第 4 橋梁、木綿葉大橋)を考慮した。

なお、橋の流出や破堤は考慮していない。粗度係

数については、河道には計画粗度を、氾濫原には

土地利用に応じた値を、降雨の土壌への浸透は土

地利用が森林の場合にのみ考慮した。  

(2)プロセスの検討 

図-7に、解析対象領域の実測浸水域 4)、10)と解析

最大浸水域との比較、距離標50~74.8kmの痕跡水

位と解析最大水位との比較を示す。これより、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 人吉観測所より上流流域での流域平均雨量 
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図-7 最大浸水域とピーク水位と痕跡水位との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 



解析最大浸水域は、実測浸水域を若干小さく評価

しているものの概ね再現していること、(2)解析最

大水位は、距離標58.0k~59.6kmで痕跡水位を小さ

く評価していること、などが確認できる。距離標

58.0k~59.6km区間については、左岸側の支川の浸

水域も小さいことから、支川からの流入が十分で

ない可能性もある。解析結果は、最大浸水域、痕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跡水位を概ね再現していることから、以下では、

この結果に基づき解析対象領域での降雨流出・洪

水氾濫プロセスを検討した。 

図-8に、解析対象領域の地表面流水深(河道内水

深、浸水深)、地表面流流速の絶対値、地中流水深

を示す。これより、流域流出・洪水氾濫プロセス

は次の通りであったと考えられる。(1)豪雨となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-8 地表面流水深・流速、地中流水深の経時変化 
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図-8 地表面流水深・流速、地中流水深の経時変化 その① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月4日1時30分頃には、万江川合流点〜深田水

位観測所の区間周辺の森林以外の土地利用の領域

で、地表面流流速が生じる。(2) 7月4日の5時頃

には、小川上流域、大野水位観測所周辺で豪雨と

なり、小川上流域で地中流水深が上昇し表面流流

速が生じ、小川への流入が開始する。(3)渡地区や

人吉市街地では、7月4日の5時~6時頃から浸水

が開始する。(4)その後、豪雨が北東から南西へ移

動するため、地中流水深も同様な方向で上昇し、

それに伴い地表面流が発生する地域も拡大する。

(5)6時から 8時にかけて、渡地区から万江川合流

部付近までは、渡地区の狭窄部の堰上の影響によ

り、小川周辺を含む渡地区で浸水深が急増し、下

流から上流へと浸水域を拡大させる。(6)人吉市街

地では、万江川や山田川の支川が本川の水位上昇

により氾濫し、本川が氾濫することで市街地の浸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水深を拡大させる。(7)人吉市街地の浸水深は9時

50 分頃にピークを迎える。(8)10 時ごろから浸水

深が低下、地中流水深も低下し11頃には地表面流

流速の発生領域も減少する。(9)14 時を過ぎると、

多くの地域で浸水域が解消される。14時の地中流

水深は高く少しの雨でも地表面流が発生し、被害

拡大の可能性が高い状況であったと考えられる。 

このように、渡より上流〜万江川合流付近まで

の区間では、7月 4日 6時頃から氾濫が発生し、

狭窄部から上流側へと浸水域を拡大させた。人吉

市街地では本川の水位上昇により支川で堰上背水

が生じ支川で氾濫が生じた後、本川が氾濫するこ

とで浸水域を拡大させた。球磨川本川の水位が低

下すると、支川によって氾濫水は排水され、14時

には多くの地域で浸水が解消された。浸水深は、

人吉市街地に比べ、渡地区〜万江川の地域で大き

図-8 地表面流水深・流速、地中流水深の経時変化 その② 
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く、そこでの被害が甚大であったことが窺える。  

今回の降雨パターンは、地中流水深からも明ら

かなように、豪雨域は球磨川上流域から中流域へ

移動した後、球磨川中流域の北西から上流域の南

東へ、球磨川の流下方向とは逆に移動した。今回

の解析結果を見ると、上流域から中流域の豪雨に

よる増水の後、中流域の豪雨によって大野水位観

測所の水位が上昇したタイミングで雨域が移動し、

上流からの流量を増加させ氾濫を拡大させたと考

えられる。特に小川は雨域の移動経路に流域が位

置しており、長時間豪雨が続いた領域であるため

被害が大きかったと考えられる。このような降雨

パターンが、今回の被害を増大させた要因の一つ

と考えられる。  

 

４．まとめ 

本調査から、球磨川流域の大野~深田水位観測

所間の流域での洪水氾濫プロセスは、図-8であっ

たと考えられる。渡より上流〜万江川合流付近ま

での区間では、狭窄部の堰上により小川等の支川

群が氾濫した後、本川が氾濫し、狭窄部から上流

側へと浸水域を拡大させ、人吉市街地では本川の

水位上昇により支川で堰上背水が生じ支川で氾濫

が生じた後、本川が氾濫することで浸水域を拡大

させたと考えられる。いずれも球磨川本川の水位

が低下すると、支川によって氾濫水は速やかに排

水されたと考えられる。 

 

５．今後の課題 

今回の解析で、流域レベルでの雨水の挙動を捉

えることが可能となった。今後はモデルの定量的

な検証を実施する必要があり、支川からの流入流

量の再現性については検討が必要となる。今回の

解析結果に基づけば、球磨川本川の狭窄部上流で 

の水位上昇に伴い支川の氾濫が生じ、本川の氾濫

後被害が拡大した。また、本川水位が低下すると氾

濫水は速やかに排水され、浸水状況が10分間で大

きく変化する地域もあった。このように、球磨川流

域の治水には本川の水位低下が不可欠である。流

域治水や危機管理対策を検討する上で、降雨パタ

ーン、本川水位の上昇、これに伴う支川の水位上

昇、氾濫状況との関係を整理し、流域での雨水の挙

動と豪雨時の浸水リスクを把握することが必要と

考えられる。 

 

謝辞 

 本研究を実施するに当たり、公益財団法人河川財

団、公益社団法人土木学会西部支部、科学研究費特

別研究促進費(課題番号：20K21916、研究代表者：大

本照憲)の助成を受けた。国土交通省九州地方整備局、

国土交通省国土地理院、文部科学省の委託事業によ

り開発・運用されているデータ統合・解析システム

(DIAS)からデータの提供を受けた。ここに記して感

謝の意を表します。 

 

参考文献 

1）土木学会水工学委員会 令和2年7月九州豪雨

災害調査団：令和2年7月九州豪雨災害調査団報

告書，https://committees.jsce.or.jp/hydraulic05/ 

node/23，2021． 

2） 国土交通省：球磨川水系河川備基本方針，2007． 

3) 国土地理院：地理院タイル, 

https:// maps.Gsi.go.jp/development/ichiran.html，2020． 

4)  国土交通省九州地方整備局・熊本県：第1・2回

令和2年7月球磨川豪雨検証委員会説明資料，2020．  

5)  DIAS：http://www.diasjp.net/service/xrain/，2020． 

6) 国土交通省：水文水質データベース，

http://www1.river.go.jp，2020． 

7)  重枝未玲，秋山壽一郎，王 少博，勝原亮介：地

中流を考慮した地表面流・洪水氾濫ダイナミック解

析モデルの構築，土木学会論文集B1(水工学)，Vol.75， 

No.2， pp.I1303-I1308， 2019. 

8)  重枝未玲，秋山壽一郎，林泰史，吉永僚介：令

和 2 年 7 月豪雨の球磨川上流域における降雨・水

位情報に基づく洪水流量の推定、河川技術論文集，

第27巻，pp.99〜104，2021． 

9) JAXA：高解像度土地利用土地被覆図ホームペー 

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/ lulc/jlulc_jpn.htm，1997. 

10) 国 土 地 理 院 ： 浸 水 推 定 図 ，

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R2_kyusyu_heavyrain

_jul.html#9，2020． 

 

ジ 



令和 2年 7月九州豪雨による熊

本県南部の地盤災害について 
第２章  

熊本大学大学院先端科学研究部 

椋木 俊文 

 

１. はじめに 
九州南部で人命を奪ったのは、熊本県の芦

北町と津奈木町で発生した土砂崩れのみであ

った。熊本県芦北町と津奈木町の山間部で斜

面崩壊が相次いで発生し、甚大な被害が出て

いる。県や地方支庁によると、芦北町の住宅

が土砂に飲み込まれ、80 代の女性が死亡、2

人が心肺停止、4 人が行方不明、１人が重体

となっている。土砂崩れによる道路の破損や

通行止めなどで、熊本県が発表した砂防災害

は計 3640 件となった。本章では、熊本県南部

で発生している特徴的な土砂災害を、深層崩

壊・土石流、地すべり、大規模侵食の 3 つの

分野に分けて解説する。本節では、地すべり

について報告する。 

 

２. 人吉市西大塚胸川の被災状況 
気象庁の人吉市雨量観測所による降雨デー

タより作成した 7 月 3 日 12 時から 7 月 4 日

12 時にかけての時間降水量と累積雨量に関

するグラフを図-1(a)に示す。 図-1(a)より豪

雨において 7 月 3 日 24 時から時間降水量 20

㎜に達し、7 月 4 日午前 2 時においてこの豪

雨における最大時間雨量 69 ㎜を記録してい

る。 図-1(b)に示すように、対象地すべりは幅

約 150m、長さ約 85m、斜面勾配 20°の自然斜

面が移動したものである。また、この自然斜

面に対して施工されていた既存の砂防施設が

7 月 4 日未明に豪雨を起因とした地すべりに

より河道に押し出された（写真-2）。本研究対

象地はこの地域で発生したほかの土砂災害と

は異なり、地すべり土塊の移動範囲に管理橋

が存在し、写真-1(a)(b)のように河川の対岸に

ある道路へ押し出す二次被害をもたらした。 
写真-2 は地すべりによって破壊された橋梁

の全景である。橋梁の上部構造だけでなく下

部構造まで押し出されている様子がわかる。

このことからすべり線の位置が、少なくとも

橋脚付近まで存在していることが推測された。

は、沈下した橋梁付近の斜面の様子から、こ 

 
 

 

 

こでもやはり斜面から噴水のように水が噴き 

出していたという証言が得られ、地すべり現

場の水分量が過飽和状態になっていたことが

推測される。地すべり現場付近の護岸の様子

から、濁流によって護岸が破壊されたという

よりは、護岸背面から押し出されたような状

況が見られたことから地すべり土塊が護岸ご

と押したように見られた。写真-3 に示すよう

に 2-3ｍほどの地すべりによって沈下した様

子が見られ、この土塊が外力となって橋梁端

部に作用したと考えられる。この時、すべり

線がどの辺に現れたのかが現地で議論になっ

たが、写真-2 から推測するに、橋梁端部より

も橋梁下部付近まですべり線が出ている可能

性があることを考え、ボーリング箇所の検討

を行った。写真-4は、UAV で撮影した地すべ 
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(b) 被災地のトポロジカルマップ 

× ×
×××

橋梁

道路も少し盛り上がった痕跡有
×

(a) 人吉雨量観測所の降雨データ 

図-1 国土地理院から引用した現地地図 1) 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

り現場の全景写真にボーリング地点と後述す

る数値解析対象現場の線を示している。 

写真-4 で示した析線上のボーリング箇所で

サンプリングされたコアと各試料の地質分布

を示している。 地すべりを起こした移動土塊

に対して実施された調査ボーリングから、す

べり面を形成した層の工学的地質区分名は風

化凝灰角礫岩に分類され 2)、ボーリングコア

は比較的新鮮な安山岩の岩塊または礫を多く

含まれていたことがわかった。また、礫間の

基質は軟質であり部分的に礫混じりのシルト

質砂から砂質シルトで構成されており、軟質

部のせん断破壊によってすべり面が形成され

崩壊に至ったと考えられる。 この調査ボーリ

ングは被災後 2 か月経過した後に実施された

たものであり、孔内水位は降雨が降っていな

いときおよそ地下 16m の位置に地下水位は

分布していたことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 神瀬高沢線（村道）の地すべり 
発災箇所は標高 460ｍ付近の急峻な斜面で

あった。崩壊箇所周辺では西側約 2km 地点に

国道 219 号および球磨川が南北方向に認めら

れ、北側約 1km 地点に北東-南西方向に川内

川が認められる。周辺の地形は、杣鼻山(そま

のはなやま)(827ｍ)を代表とする標高約 500

～700m の山稜よりなり、杣鼻山より北西方向

に伸びる尾根の南側斜面に位置する標高 300

～450m 程度の丘陵地である。当該地西側の山

側斜面では幅約 30m、高さ 40m にわたって崩

壊しており、土砂が林道に流出した。また、

林道の谷側でも幅 10～20m、高さ 20m 程度崩

壊しており、土砂が下流の河川へ流出した。

林道沿いには、高さ約 4m のコンクリートブ

ロックが施工されていたが、崩壊箇所では中

央部付近から道路に向かって座屈して崩壊し

ており、東側では水平クラックが延長約 30～

33

2-3ｍの地すべり沈下

2020/7/28 撮影

(b) 橋梁が国道まで破壊した様子 

写真-1 地すべり現場付近の様子 

(a)被災現場の上空写真 

写真-2 地すべり現場付近橋梁 

 

写真-3 地すべり現場の写真 

写真-4 地すべり土塊の全景 



40m 認められた。崩壊箇所の上部斜面には、

斜面に高さ 0.2～0.5m 程度のクラックが連続

して認められ、頭部～頂部付近には高さ２～

３ｍの明瞭な滑落崖が認められた。また、滑

落崖直下には陥没地形や段差地形を伴う平坦

地が認められ、地すべりの翼部にあたる箇所

では、西側で高さ 0.3～0.5m 程度の滑落崖が

連続するのに対し、東側では 0.1～0.2m と小

さく斜面下部ではさらに不明瞭となっており、

西側の変位が大きい傾向が認められた。上部

斜面に連続して見られるクラックは、幅約

120m、長さ約 150m、高さ(比高)130m 程度の

範囲で認められた。これによれば、地すべり

発生個所周辺は、泥岩、砂岩、チャート、石

灰岩が広く堆積する領域であることが分かっ

た。 

写真-5 と写真-6 は地すべり発生現場の全景

写真である。写真-5 に示すように土砂が道路

まで出てきている箇所だけ見ると、表層崩壊

のようにも見て取れたが、山中を踏査してい

くと、写真-6 に示す赤い点線領域まで崩壊面

の背後～地すべり翼部にあたる箇所に明瞭な

滑落崖が認められ、範囲内には地すべり滑動

により発生したと推定される陥没地形や段差

地形などの変状が多く認められることから、

「地すべり」が発生しているものと判断され

た。写真-7 は、踏査中で観察された滑落崖頭

部付近の写真である。滑落崖頭部(北西側斜

面)の状況として高さ 2～3m、延長約 20m 段

差が認められた。図-2は、現地平面図である。 

 特に擁壁を破壊した箇所から斜面側を観察

したところ、いくつかの馬蹄形の滑落崖が見

られた。地すべり土塊としては図-2に示すよ

うに主測線を持つ土塊が最も大きいが、副測

線の延長上の擁壁が破壊し、村道を塞いだと

いう点は興味深い。 

誘因と考えられる豪雨は、アメダス人吉に

よると 7 月 3 日～8 日の 5 日間の降雨が

731mm（日最大降水量 299mm(7/4)、最大時

間雨量 68.5mm(7/4 の 2 時)）で、記録的豪雨

であった。この大雨で地下水位が上昇したこ

とによって、当初から形成されていたすべり

面強度が低下し、さらに地すべり土塊の重量

が増して不安定化したと推定される。また、

西側の崩壊は地すべりの滑動に加え、強風化

帯に湧水が供給され飽和状態になったため強

度が著しく低下し斜面下部から崩壊したと推

定され、現地斜面には湧水による空隙が複数 

 
 

 
 

 

 

認められ、土砂と岩盤の境界からは湧水も認

められた。当該地の地形は、地すべり地形を 

想定される
地すべり地形

想定される
地すべり地形

写真-6 地すべり発生現場の全景写真 

写真-5 土砂によって塞がれた村道の様子 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示す凸状台地状地形に類似しており、潜在的

な地すべり地形を示していると推定される。

現地踏査でも、地すべりブロックの頭部付近

で緩傾斜面が確認されており、陥没凹地も認

められた。 

写真-8 はブロック擁壁が完全に破壊された

部分と一部破壊された部分の境界付近の写真

である。写真-8 からは、土砂が集中した箇所

がえぐられている様子と流出してきた巨礫の

大きさがおよそ 2m にも及び巨大なものであ

ったことがわかる。破壊前の状況がわからな

いため、推測の域を超えられないが、この巨

礫の移動によってブロック擁壁を壊したとい

うよりは、想定れている地すべり挙動によっ

て、ブロック擁壁を押し、破壊に至ったと考

えられる。この過程で、埋まった状態の巨礫

も流動化した土砂とともに、流出したと考え

られる。また地すべり土塊の荷重を受けて、

ブロック擁壁がはらんでいる様子がわかる。 

 
 

 

 

このはらんだブロック擁壁は古く、破壊され

たブロック擁壁は比較的新しい状態であるこ

とがわかる。施工時期の違いとその理由はわ

からないが、おそらく古いブロック擁壁と破

壊されたブロック擁壁の境界部分は連続性が

なかったことが推測され、そこが弱面となっ

た可能性がある。施工時期が異なる擁壁箇所

が破壊されている事例は、芦北町女島でも観

察されている。 

 

４. 水上村で発生した地すべり 
水上村湯山地区の国道 388 号において土砂

流出が発生し、一部通行止めになった。現場

から直線距離で 5 ㎞離れた場所には市房ダム

がある。発災当時の降水量は、7 月 3 日 0 時

から 7 月 4 日午前 8 時までの 3 時間降水量が

190mm-200mm と報告されている。地すべり

で道路が一部封鎖された状態がいつ発生した

かは特定できないが、おそらく特別警報が発

令された時間帯と推定される。現場周辺は花

崗岩類の地質が分布した地域であり 2)、現地

には風化した花崗岩が多数見られた。図-11は

現場の全景と地すべり土塊周辺の状況を示し

ている。地すべり土塊の幅は全長およそ 65ｍ、

滑落崖から道路までがおよそ 46m と評価さ

れた。地すべり土塊背面には段々畑が広がっ

ており、普段から地下水位が高い場所といえ

る。滑落崖に近づくとおよそ 0.6-1.0m 程度の

段差が幅 65m にわたって確認された。崩壊斜

面中腹には空積みの石垣が見つかった。おそ

らく、かつて崩壊斜面域の段々畑の範囲であ

り、やがて使われなくなったために石垣が残

っていたと思われるが、この石垣が崩壊して

いる状況が確認された。また、道路に接する

ブロック擁壁部分では湧水も確認された。 

 

図-2 現地平面図 

 

写真-7 山中で確認された滑落崖頭部 

写真-8 破壊されたブロック擁壁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 は、典型的な風化途中の花崗岩であ

る。玉ねぎのような丸い形状の花崗岩には、

風化によって複数の亀裂が入っており、現場

ではこのような花崗岩が多数見られた。写真-

10は、地すべり土塊西側で見られた 2-2.5m の

滑落崖である。写真-4 は白い地質で、きれい

な真砂土が堆積していることがわかる。ボー

リング調査では、地表から 4ｍ-12ｍが、軟弱

な強風化花崗岩が堆積していることが分かっ

た。軟弱なため明確なすべり面を評価するこ

とが困難な状態であった。地すべり先端部分

では、ブロック擁壁は破壊されたが、大規模

な土砂流出を防ぐことに成功している。地質

分布図 2)では、地すべり発生周辺は花崗岩が

広く存在する地域であり、かつ地質的時間ス

ケールで風化が進行する地域であることから、

今後益々風化が進み地すべりの危険性が高ま

っていく地域と考えられる。 
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図-11 発災直後の現場の全景 

 

写真-9 風化が進行中の花崗岩 

 

写真-10 風化が進行して真砂土化した斜面 
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１．はじめに 

2020 年 7 月豪雨では、熊本県を流れる球磨

川の流域の市町村で大きな被害が発生した。 

本稿では、その流域にある図-1に示す八代

市坂本町での 2020 年 7 月豪雨時の避難行動

の調査結果について報告する。 

坂本町（旧坂本村）は、2005 年 8 月 1 日に、

泉村、千丁町、鏡町、東陽村とともに八代市

と対等合併し、八代市となる。坂本町は、最

盛期には人口は 18,000 人を超えていたが、

2019 年 9 月時点で 3,422 人、高齢化率 51.4%

と過疎化高齢化が急速に進んでいる中山間地

域である。2020 年 7 月豪雨では、この坂本町

では、全壊 147 棟、半壊 160 棟、死者・行方

不明者 5名の被害が発生した。2020年 7月 3、

4 日に出された気象情報・避難情報を表-1 に

示す。 

坂本町復興計画策定地区別懇談会が、2020

年 11 月下旬から 12 月上旬にかけて坂本町の

8 地区（旧小学校区）の集会施設および 2 か

所の仮設住宅の集会所で開催された。 

2020 年 7 月豪雨時の避難行動調査は、その

懇談会への参加者に対して実施した。調査の

実施日、会場および各会場での回収数を表-2

に示す。アンケート調査票の総回収数は、224

件であった。アンケート回答者の男女比およ

び年齢構成を図-2に示す。回答者の男女比は、

男性 73％、女性 27％と懇談会に世帯の代表者

が出席していることもあり、男性が高い割合

示した。また、回答者の年齢構成は、20-39 歳

が 1％、40-59 歳が 7％、60-79 歳が 81％、80

歳以上が 11％であった。 

 

図-1 坂本町と各地区 

 

表-1 気象情報・避難情報の時間推移 

日 時 気象情報・避難情報 

7

月3

日 

11 時 28 分 大雨注意報 
16 時 50 分 洪水注意報 
21 時 39 分 大雨警報（土砂） 

7

月4

日 

0 時 18 分 洪水警報 
1 時 10 分 土砂災害警戒情報 

2 時 45 分 
避難準備（泉町・坂本町・東
陽町・二見校区） 

3 時 29 分 大雨警報（浸水・土砂） 
4 時 50 分 大雨特別警報（浸水・土砂） 

5 時 58 分 
氾濫発生情報（球磨村大字渡
地先（右岸）付近で氾濫発生） 

9 時 50 分 避難指示（全域） 
11 時 50 分 大雨警報（土砂） 

17 時 38 分 
氾濫発生情報（人吉市中神町
（右岸）付近で氾濫発生） 

 

２．豪雨時の避難行動の調査フレーム 

 住民の避難行動について、内閣府及び消防

庁が実施した各市町村に対するアンケート調

査 1)では、避難訓練の実施や過去の災害経験

など、防災意識の高い地域の住民はスムーズ

に避難できたとする一方で、避難勧告等を発

令しても住民にそもそも避難しなければなら 

ないとの意識がないといった回答や、夜中の 



 

地区 実施日 実施場所 計 

鮎帰 10月 31日 鮎帰社会教育センター 24 

百済来 11月 2日 久多良木地区多目的集会施設 21 

中谷 10月 30日 さかもと青少年センター 25 

中津道 10月 30日 中津道社会教育センター 33 

深水 10月 27日 深見生活改善センター 26 

藤本 10月 31日 藤本社会教育センター 31 

田上 10月 28日 田上社会教育センター 20 

西部 10月 31日 西部地区多目的集会施設 23 

仮設 1 11月 11日 八代市古閑中仮設団地 7 

仮設 2 11月 4日 八代市市民球場仮設団地 14 

計 224 

 

図-2 アンケート回答者の性別・年齢構成 

 

難勧告等の発令で雨が強く降っており、住民

の避難行動に結びつかなかったとする回答が

多かったことが報告されている。 

また、住民を対象にしたアンケート調査に

ついて、岡山、広島、愛媛県の避難勧告が発

令された市区町村を対象に実施したインター

ネット調査 2)では、全体の 23.4%が避難行動

をとっていたが、町内組織・近隣・家族・友

人の呼びかけられた住民のほうが避難行動を

取っていたこと、年齢が高い住民ほど避難行

動をとった人の割合は低く、自分は安全な所

に住んでいると考えていること、また、危険

性を伝える情報に接触していてもその危険性

を想像できた人は半数に及ばなかったことな

どが明らかにされている。 

また、広島市内の 1,000 名を対象にした 

WEB アンケート 3)において、避難行動を取っ

た割合は 3.6%に過ぎず、24.9%が避難しよう

としたが避難しなかった、71.5%は避難する

必要はないと考え、しなかったと回答してお

り、避難しなかった理由として、自分の家は

大丈夫だと思っていた、避難する緊急性を感

じなかった、近隣住民が避難していなかった、

過去の経験から大きな被害はないと考えた、

避難指示が出ていなかった、深夜の避難は危

険と考えた、などの多様な理由が原因であっ

たことが明らかにされている。 

Wachinger ら 4)は、自然災害全般に関する論

文を広範囲にレビューし、「自然災害に対する

リスク認知が高くても、そのリスクへの防護

行動を取らない」といった自然災害リスク認

知のパラドックスの存在を示唆した。 

2012 年阿蘇・大分、2013 年伊豆大島、2014

年広島市、2017 年福岡県・大分県と毎年のよ

うに多数の死傷者を伴う豪雨が発生し、その

脅威の認知は広まったかに思われた。2018 年

西日本豪雨では、これらの豪雨災害を教訓に、

比較的早い段階で避難勧告等が発令されたが、

再び広範囲で多くの犠牲者を出すこととなっ

た。自然災害の脅威の認知と行動のギャップ

は、減災社会を構築する上で重要な課題であ

り、リスク認知と対処行動の関係は、災害対

策の領域において改めて問い直されている。 

そのような中で 2020 年 7 月豪雨が発生し、

再び多くの犠牲者を出すこととなった。リス

ク回避行動を促進する主要因に、事象が発生

する確率と被害の甚大さに対する主観的判断

（脅威評価）と、その対策行動に対する効力

感の知覚（対処評価）を挙げている理論に防

護動機理論（PMT）がある 5)。この理論では、

脅威と対処手段の評価が対処行動を生じさせ

ているという合理性を前提としている。PMT

は、健康リスクに関する行動分析のために開

発されたものであり、その後、労働リスクや

技術リスクなど他の分野でも幅広く応用され

成功を収めている。また、近年は自然災害対

策にも応用されている 6)。 

しかしながら、自然災害リスク認知のパラ

ドックスの存在は、普段から避難意図の高い

人は、豪雨時に避難するとの合理性の前提に

疑問を投げ掛けるものである。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢

性別

20-39才 40-59才 60-79才 80才以上

男 女

表-2 避難行動調査の実施状況 



社会心理学や認知心理学の分野で、人間の

情報処理を説明するための理論の一つに二重

過程理論がある 7)。二重過程理論は、「思考の

負荷が低く、直観的、自動的ですばやく行動

に結びつくシステム１」と「意識的思考を駆

使し、負荷が高く、分析的で論理的なシステ

ム 2」という 2 つのシステムによって判断・

意思決定がなされているというものである。 

二重過程理論では、認知資源と動機が十分

なときシステマティック（システム 2）に、ど

ちらか一方でも不足するとヒューリスティッ

ク（システム 1）に処理されることが示され

ている。自然災害のように、個々人がごくま

れにしか直面しない事象の場合、経験不足、

情報や周辺環境への状況認識の不完全さで、

このシステムがうまく機能しなくなり、ヒュ

ーリスティックなシステム 1 が優先的に働く

ことが考えられる。 

ヒューリスティックな意思決定モデルの１

つに、自然主義的意思決定モデル（NDM）8)

がある。NDM は、意思決定はケースバイケ

ースであり、その時々で異なる可変的なもの

であるとの考えに基づいている。NDM の 1

つに Endsley が提起した状況認識理論がある
9)。状況認識理論では、状況認識(SA)を 3 つ

のレベルに区分する。レベル 1 は、取り巻く

環境の変化や状況を認知すること、レベル 2

は、レベル 1 で得られた情報等に基づいて自

分自身のおかれている状況を理解すること、

レベル 3 は、レベル 2 の理解に基づいて今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生じる事態や変化を予測することとされ、こ

の三つのレベルを経ることで適正な状況認識

がされるとされる。  

災害の脅威を高く認識し、また避難行動を

災害から身を守る有効な対策と捉えていたと

しても、SA が適切でなければ実際の避難行動

にはつながらないであろう。豪雨時の避難遅

れの一つの要因として、住民の災害対応に SA

の失敗が推察される。災害時の SA の失敗に

は、人々の避難行動の意思決定のための災害

情報や周辺環境に対する認知的な限界の存在

があろう。現実の豪雨時の避難には、気象情

報や避難情報に基づいて状況を合理的に判断

し避難する人と周辺で災害が発生したり、避

難を呼びかけられたりして否応なく避難する

人の双方が存在するだろう。 

本調査では、前者を能動的避難者、後者を

受動的避難者と捉える。受動的避難者は、災

害発生に対する SA の失敗を経ながらも最終

的には状況の認識が促されている。そこで、

本研究では図-3に示すような PMTとNDMの

双方を考慮した枠組みで豪雨時の住民の避難

行動を調査する。 

本調査での PMT は、気象情報や避難情報

といった災害情報等に基づく脅威評価、避難

することの負担感（対処費用）、それと災害発 

生に対する否認や楽観する非防護反応により 

避難意図が形成され、それが避難に繋がるも

のとする。一方、NDM の視点からは、防災情

報を取得しなかった人は、初期の状況認知に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 PMT に SA の失敗を考慮した避難行動分析の枠組み 



失敗しており SA レベル 1 の失敗、情報を取

得しても災害発生への適切な脅威評価が形成

されなかった人は、自身がおかれている状況

の全体像を理解することに失敗しており SA 

レベル 2 の失敗、災害発生の脅威を高く評価 

しながら避難意図が形成されなかった人は、

脅威評価した事案について今後生じる事態や

変化の予測に失敗しており、SA レベル 3 の

失敗をしているとみなせるだろう。また、避

難意図が高くても能動的避難をしていない人

も SA レベル 3 の失敗を犯しているとみなせ

るだろう。これは、「自然災害に対するリスク

認知が高くても、そのリスクへの防護行動を

取らない」といった自然災害リスク認知のパ

ラドックスの存在とも関連する。防護動機理

論に SA の失敗を考慮することで、能動的お

よび受動的な避難決定状況の表現、それにど

の段階で避難遅れの原因が発生したかを明確

にすることが出来る。それにより、どの段階

の状況認識を促すことが効率的に避難を促す

ことに繋がるか、また、具体的な方策の検討

が可能となるだろう。 

 

３．令和 2 年 7 月豪雨時の避難行動調査

結果 

アンケート調査内容の概要を表-3 に示す。

個人・世帯属性に関しては、回答者の性別、

年齢、および世帯の人数、居住年数、住居構

造、所有形態、災害時要援護者の有無等つい

て質問している。また、過去の経験や災害へ

の備えの状況等についても質問している。 

豪雨時の行動については、避難の有無、避

難手段・場所、避難のきっかけ、被害の有無

と程度、取得した災害情報の種類と手段等に

ついて質問している。SA に関連した質問内容

は、大雨情報、大雨特別警報、避難勧告、避

難指示等の災害情報の意味の理解やその情報

を聞いた際の災害発生への認識についてであ

る。 

 また、河川の様子や自宅まで濁流が迫って 

表-3 アンケート調査内容の概要 

 

いる状況、避難の呼びかけに対する災害発生

への認識についても質問している。 

PMT の脅威評価に関連した質問は、SA に

関連した質問内容の災害発生への認識につい

てと共有している。対処費用に関連した質問 

は、避難行動は面倒なのか、避難先は不自由

に思うか等についてである。非防護反応に関

連した質問は、災害発生や被害発生への楽観

度合いや堤防等ハード整備への信頼等につい

てである。豪雨時の周辺環境に対する状況認

識、避難意識や脅威評価の時間推移について

の調査では、2020 年 7 月 3 日 16 時 30 分から

7 月 4 日 12 時までの避難意識、脅威評価、河

川氾濫や土砂災害の発生の認識、河川の確認

と河川氾濫の発生の認識、周囲の避難状況、

および避難の呼びかけに関する意識、認識、

行動を時系列で調査している。 

気象情報や避難情報等の防災情報の取得状況

を図-4に示す。取得した防災情報で、もっ

とも多かったのは「大雨警報」（約 71%）で

あり、次いで「大雨特別警報」（約 69%）で

あった。避難を促す情報については、「避難 

項目 内容 

個人・世帯属
性 

性別、年齢、世帯人数、居住年
数、住居構造、所有形態、災害
時要援護者の有無、等 

避難行動に
ついて 

避難の有無・手段・場所・きっ
かけ、被害の程度、取得災害情
報の種類・手段、等 

気象・避難情
報と脅威・避
難意図 

災害情報の意味の理解、脅威評
価、避難行動意図、等 

経験・備え 
災害経験、災害への備えの状
況、等 

避難の対処
費用 

避難は危険、避難は面倒、避難
所は不自由等 

自己効力感 
避難できる、避難することで身
を守ることができる等 

非防護反応 
災害は発生しない、被害を受け
ない、自宅は安全、災害は運
命、ハード整備への信頼、等 

脅威評価・避難意識の時間的推移の調査内容 
下記の項目の時間推移： 
避難意識、脅威評価、河川氾濫や土砂災害の発
生の認識、河川の確認と河川氾濫の発生の認
識、周囲の避難状況、および避難の呼びかけ 



 

図-4 防災情報の取得状況（複数回答可） 

 

図-5 避難状況 

 

勧告」が発令されたことについての認知が最

も高く、約 60%であった。 

これらの防災情報の下での避難状況を図-5

に示す。自宅での垂直避難を含め避難をした

と回答した人は約 51%と半数以上の人が避難

していた。回答者の約 44%が何らかの被害を

受けており、多くの住民に避難の必要性が高

かったと思われる。被害の有無別の避難状況

を見みると、被害があった人のうち約 85%が

避難しており、一方、被害がなかった人は約

25%しか避難していなかった。このように被

害の有無によって避難率に大きな差があり被

災が避難のきっかけとなっているようである。 

そこで、図-6に避難のきっかけの回答状況を

示す。最も多かったのは、「濁流が迫ってきた」

の 36 件、次に多かったのは、「河川の目視」

の 33 件であった。また、家族・親族からの避

難の呼びかけ等、避難の呼びかけをきっかけ

として避難している方も多い。避難の呼びか

けや自宅付近まで濁流が迫ってきたことをき

っかけにした避難は、自発的な避難とは捉え

がたい。「周辺地域で災害が発生したため」も

含めて、人や周辺環境の変化により避難を迫

られており、受動的に避難したと捉えられよ

う。一方、気象情報や避難情報から判断して 

 

図-6 避難のきっかけ（複数回答可） 

 

図-7 避難への対処の負担感と非防護反応 

 

の避難、すなわち能動的な避難行動を取った

人はかなり少ないようである。 

図-7 に避難への対処の負担感、自己効力感

と非防護反応に関する質問項目への回答状況

を示す。まず、避難への対処の負担感につい

て、「避難先での生活には不自由や困難が伴う

と思ったか」の問いには約 66%の人が、「避難

行動をとることは面倒だと思ったか」の問い

には約 25%の人が、「自宅外への移動は危険だ

と思ったか」の問いには、約 62%の人が「非

常に思った」、「すこし思った」と回答してい

る。 

次に自己効力感について、「災害の脅威が迫

ったら避難しよう」の問いには約 76%の人が、
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「自宅外に避難することによって身を守るこ

とができるか」の問いには約 57%の人が、「自

宅の 2 階など高いところに避難することによ

って身を守ることができるか」の問いには約

65%の人が「とても思っていた」、「すこし思

っていた」と回答している。非防護反応につ

いて、「堤防や砂防等によって被害を防ぐこと

はできる」の問いには約 36%の人が、「被害は

運命としてあきらめる」の問いには約 44%の

人が、「被害がなければいいな」の問いには約

69%の人が、「自宅は安全だと思ったか」の問

いには約 61%の人が、「被害を受けないだろ

う」の問いには約 52%の人が、「被害は発生し

ないだろう」の問いには約 63％の人が、「と

ても思っていた」、「すこし思っていた」と回

答している。多くの人が、避難することや避

難で身を守ることができると思っている一方

で、避難に伴う煩わしさや災害への楽観性に

依拠した非防護反応が見られた。 

 

４．脅威評価と避難意思の時系列変化 

本章では、7 月豪雨時の周辺環境や脅威評

価、避難意識の時間推移に関する調査項目の

すべてに回答した 150 件のデータを用いて、

避難行動意図の醸成過程を検証する。まず、

災害発生への脅威評価や避難行動意図に影響

するであろう 7 月 4 日 0：00 から 10：00 まで

の各時間帯の降雨状況や河川水位を図-8に示

す。なお、雨量データは、八代市坂本町の荒

瀬の観測データであり、河川水位は、八代市

坂本町西部の横石観測所のデータである。3：

00 から 6：00 に激しい雨が降り、その時間帯

に河川水位が急激上昇していることが分かる。 

3：00 過ぎには氾濫危険水位を超えており、

この時点でかなり危険な状況となっている。

また、6：00 には計画高水位も超えており、球

磨川流域の大部分で浸水被害が発生している。

そのような状況に対して、災害発生への意識

の時間推移を図-9に示す。 

4：00 ごろまでは、多くの人は就寝中であ

ったが、起床して時間が経過するとともに災

害の発生を確認した人や知った人が多くなっ

ていることが分かる。しかしながら、外の状

況に対して、災害発生の認識には、タイムラ

グが少し生じているようである。 

河川の状況を確認し、河川氾濫への意識が

各時間帯でどうだったかを図-10に示す。起床

後は、河川を確認した人の多くは、氾濫を疑 

 

 

 

 

図-9 災害発生意識の時間推移 
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図-8 降雨量と河川水位の時間推移 

図-10 河川氾濫意識の時間推移 

 



った、もしくは確信したようである。 

また、6：00 ごろから急激に河川が氾濫し

ているのを見た人が増えている。これは、図-

8 の河川水位の時間推移の状況と一致してい

る。そのような各時間での河川氾濫への意識

のもとで、周囲の人の避難状況をどう認識し

ていたかを図-11に示す。6：00 頃から周囲の

人が避難しているようだと認識した人が増え

ているが、周囲の人が避難していると意識し

た人は、高々60％程度である。周囲の環境状

況と周囲の人の避難状況への意識には少し乖

離があるようである。 

次に、親族や友人、近所の人や消防団等か

ら避難の呼びかけを受けた時間帯を図-12 に

示す。誰からか避難の呼びかけを受けたのは、

約半数の 74 人であり、また、それらの人々が

呼びかけを受けた時間帯は、5：00～6：00 が

多かったようである。これも河川の水位状況

に符合している。 

以上のように降雨状況や河川水位の時間的 

 

 

図-11 周囲の人の避難状況の時間推移 
 

 

図-12 避難の呼びかけのあった時間帯 

な変化状況と災害発生への意識や河川氾濫に

対する意識の時間的な変化は、概ね一致して

いる。しかしながら、そのような周辺環境状

況にも関わらす、河川氾濫への認識や災害発

生への認識があまりなかった方も少なからず

いた。そのような人は、周辺環境の状況を適

切に認知しておらず、SA レベル 1 の失敗を

犯している可能性が高い。 

自分自身へ災害が迫っていることに対する

脅威評価の時間推移を図-13に示す。早い時間

帯から起きていた人の多くが、自分自身へ災

害が迫っていると感じていたようである。 

7：00 の時点で 80%以上の人が、自分自身

へ災害が迫っていると感じており、約 60％の

人は自分自身へ災害が迫っていると非常に思

っていたと回答している。図-14に示す避難意

識と累積避難者の時間推移から読み取れるよ

うに、避難が必要かもしれない以上と思って

いた人は、6：00 時点で起きていた人の 60%

程度、7：00 時点で 65%程度であった。一方、 

 

 

 

 

図-14 避難意識と累積避難者の時間推移 
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図-13 脅威評価の時間推移 

 



実際に避難した人は 6：00 の時点で 23%、7：

00 の時点で 30%であった。 

これらのことから自分自身へ災害が迫って

いると感じる脅威評価に応じて、避難意思の

形成や避難が行われている。しかしながら、

33％の程度の人が最後まで避難しようと思わ

なかったと回答、また、避難した人は 40％程

度であり、自分自身に災害が迫っているとの

認識があっても避難意思の促進や避難の実行

に結びついていない人も多く存在している。 

 

５．豪雨時の避難と状況認識の失敗 

回答者の能動的および受動的避難と豪雨時

の脅威評価・避難意思の分布状況を図-15に示

す。3 章のアンケート調査結果で触れたよう

に自宅での垂直避難を含め避難をしたと回答

した人は約 51%であり、その避難者の約 40%

が能動的避難者であり、残りの約 60%は呼び

かけや周囲に災害が迫って否応なく避難した

受動的避難者であった。災害が迫っている中、

多くの人が避難していないか、受け身の避難

であったかことが分かる。脅威評価では 90%

以上の人が、災害が迫っていると「とても思

った」もしくは「すこし思った」と回答して

おり、災害発生を危惧していたことが分かる。 

一方で、10％弱の人は災害発生をあまり意

識しておらず、しかも被害を受けている方も

おり、SA レベル 1 もしくはレベル 2 の失敗

をしているものと考えられる。避難行動をと

ろうと「とても思った」もしくは「少し思 

 

 

図-15 避難状況と脅威評価・避難意思 

意思は高かった。 

 次に脅威評価の大きさと避難状況の関係を

図-16 に示す。災害発生の脅威評価の程度が

「少し思った」から「とても思った」と高く

なると避難率も高くなっている。しかしなが

ら、災害が迫っていると「とても思った」と

回答した人の中でも能動的避難者の割合は

26％であり、脅威評価の程度が能動的避難の

促進にはそれほど大きな影響は与えないよう

である。災害が迫っていると「とても思った」

人でも 40％弱の人が避難しておらず、ほとん

どの地区で何らかの被害が発生したことを考

え合わせると、脅威評価した事象について今

後生じる事態や変化の予測に失敗しており、

これらの人は SA レベル 2 もしくはレベル 3

の失敗をしていると考えられる。 

避難意思の大きさと避難状況の関係を図-

17に示す。脅威評価の場合より避難意思およ

び避難実行の関係が明確に出ている。避難行

動をとろうと「とても思った」と回答した人

の 72%が実際に避難しており、避難意思の高

さが避難行動に結びついていることが分かる。 

しかしながら、この場合も避難者に占める

能動的避難者の割合は 28%であり、避難意思

が高くても、避難を促す外的圧力がないと避 

 

 

 

 

 

図-17 避難意思と避難状況の関係 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難の有無

避難意思

脅威評価

とても思った 少し思った どちらともいえない

あまり思わなかった 全く思わなかった

受動的避難者 非避難者

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他(n=17)

少し思った(n=46)

とても思った(n=128)

能動的避難 受動的避難 非避難

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他(n=40)

少し思った(n=36)

とても思った(n=110)

能動的避難 受動的避難 非避難

図-16 脅威評価と避難状況の関係 

 



難に繋がっていないことが分かる。また、避

難行動をとろうと「すこし思った」もしくは

「とても思った」と回答した人でも 40%は避

難しておらず、避難意思が高まったからとい

って必ず避難するとは限らないことを示して

いる。 

これは、「自然災害に対するリスク認知が高

くても、そのリスクへの防護行動を取らない」

といった自然災害リスク認知のパラドックス

に合致するものである。また、避難意思が高

くても避難しなかった人や受動的避難者は、

地域で被害が発生したことを考えると SA レ

ベル 3 の失敗をしているとみなせる。 

 次に脅威評価と避難意思の関係を図-18に 

示す。脅威評価の程度に応じて避難行動をと

ろうと「すこし思った」もしくは「とても思

った」との回答割合が高くなっている。避難

意思に脅威評価が影響していることが分かる

一方で、その影響も限られていることも分か

る。PMT の枠組みでは、避難意思の形成を阻

害する要因として、図-7に示した避難するこ

とに伴う対処費用や非防護反応などがある。 

対処費用については、自宅外への移動は危険、

避難は面倒、避難先は不自由の質問に、「少し

思った」もしくは「とても思った」と回答し

た割合は、それぞれ 62%、25%、66%であり、

「自宅外への移動は危険」や「避難先は不自

由である」と思っている人の割合が高かった。 

 一方、災害等は発生しない、被害を受けな

い、自宅は安全だと思った、被害がなければ

いいな、被害は運命、公共事業は被害を防ぐ

ことができるの質問に、「すこし思った」もし 

 

 

 

くは「とても思った」と回答した割合は、そ

れぞれ 62%、52%、62%、69%、44%、36%で

あり、多くの人が非防護反応を示している。

脅威評価が高くても非防護反応や対処費用が

高ければ、避難意思は形成されにくいだろう。

これらが SA レベル 3 の失敗を誘引している

可能性がある。 

 

６．おわりに 

 本稿では、令和 2 年 7 月豪雨で被災した八

代市坂本町で行った避難行動調査結果を報告

した。調査は、防護動機理論（PMT）と自然

主義的意思決定モデル（NDM）の双方を考慮

した枠組みで行った。特に、状況認識（SA）

の失敗に着目し、避難行動を能動的避難行動

と受動的避難行動に分けて捉えた。このよう

な枠組みで行った避難行動調査より、下記の

点が明らかになった。 

避難のきっかけとして、最も多かったのは、

「濁流が迫ってきた」であり、次に多かった

のは、「河川の目視」であった。また、家族・

親族からの避難の呼びかけ等、避難の呼びか

けをきっかけとして、避難している方も多か

った。このように、人や周辺環境の変化によ

り避難を迫られた受動的避難者が多かったが、

気象情報や避難情報から判断し、能動的避難

を行った人は少なかった。 

降雨状況や河川水位の時間的な変化状況と

災害発生への意識や河川氾濫に対する意識の

時間的な変化は、概ね一致していた。一方で、

周辺環境状況を適切に認知していない人も少

なからずいた。また、脅威評価に応じて避難

意思の形成や避難が行われていたが、自分自

身に災害が迫っているとの認識があっても、

避難意思が形成されなかったり、避難意思が

形成されても避難行動に結びつかなかったり

人も多かった。 

今回の調査結果から多くの人が、豪雨時に

状況認識（SA）に失敗しており、能動的な避

難行動が取れていないことが分かった。豪雨

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

少し思った(n=45)

とても思った(n=124)

とても思った 少し思った その他

図-18 脅威評価と避難意図の関係 



時の避難遅れをなくすためには、状況認識

（SA）の失敗への対処が必要とであろう。SA

レベル１（初期の状況認識）の失敗や SA レ

ベル 2（適切な脅威評価）の失敗については、

日常の防災減災学習等の啓発活動により、地

道に災害意識の向上を図る必要があるだろう。

一方、SA レベル 3 の失敗（正常性バイアス）、

すなわち、避難行動のラストワンマイル問題

への対応は、非防護反応に含まれる項目や避

難は面倒といった対処費用を緩和させる必要

があろう。日頃の避難訓練により避難のハー

ドルを下げるとともに、避難の最後の一押し

をする仕組みがあると機能するかもしれない。 

避難のきっかけに呼びかけがあったように、

早めに近所や家族で避難を呼びかけも有効か

もしれない。地域コミュニティで避難の呼び

かけが難しい地域もあるので、たとえば、GPS

等の位置情報とその地点の災害リスクに応じ

て発信されるプッシュ型の個別避難指示シス

テム等があると、避難を自分事として認識さ

れるかもしれない。 

逃げ遅れゼロに向けて、ハードおよびソフ

トの両面から、豪雨災害発生前に状況認識を

促進させる取り組みが必要であることは、間

違いないであろう。このような調査結果を逃

げ遅れゼロにどのように結び付けていくが今

後の課題である。 
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令和 2 年 7 月豪雨の行政対応
と学校の状況 
 

熊本大学大学院先端科学研究部 

竹内裕希子・福永万里子・大瀬良俊二 

 

１．はじめに 

本研究では、令和 2 年 7 月豪雨被災地域

の自治体と学校へのヒアリング調査を実施

し、発災時と発災後の状況から課題分析を

行った。 

 

２．自治体へのヒアリング調査 

人吉市(7/20実施)と芦北町(8/28実施)の防

災担当部局にヒアリング調査を実施した。

ヒアリング内容は主に発災時の対応と避難

所運営の状況、地域防災計画等の活用であ

った。 

(1)人吉市 

a) 避難の状況 

7 月 20 日時点では避難所避難と在宅避難

がほとんどであり、車中泊避難は少ない。

在宅避難については、世帯数が状況など行

政は十分に把握できていなかった。 

b) 発災前の避難所運営準備 

新型コロナウイルスを配慮した避難所運

営に関する熊本県からの通知文(5 月)を受

け、 6 月までに体温計やパーテーションな

どの発注を行った。しかし、品薄により納

品されないまま災害を迎えた。発災後、国

などからのプッシュ型でパーテーション以

外の物資は迅速に届けられた。 

c) 避難所の開設・運営状況 

 人吉市全体の避難者は 7 月時点で 1,100

から 1,200 名程度であり、避難者が最も多

い人吉スポーツパレスには 400 名程度の避

難者が生活している。20 箇所ある指定避難

所のうち現在 6 箇所を開設しているが、今

後再び豪雨となり一時避難者が増えた場合

はさらに開設する予定である。  

避難所運営は行政主体で行っており、職

員は「17:15→(翌日)1:00」、「1:00→8:30」、

「8:30→17:15」の 3 交代で担当していた。

役所の通常業務時間帯に避難所運営となっ

た場合は通常業務が圧迫され、深夜交代後

も通常勤務があり職員の負担が大きい状態

であった。熊本県や熊本市から職員派遣が

あるが、災害廃棄物対策や罹災証明書発行

などに携わるため、避難所運営の交代職員

が見つからない状況である。 

新型コロナウイルス感染拡大の観点から

避難所への入出は受付で氏名と時間を把握

していた。避難所に関わるボランティアの

受入れはしておらず、また、小学校などの

避難所と異なり、避難者の中心となる地域

組織がおらず、三密回避のためお茶会など

を通じた避難者同士のコミュニティを構築

する機会が設置できない状態だった。 

行政職員が個々人に対応をしている状態

であり、即席麺の蓋を開けるよう職員に依

頼する事例など避難者が過度に職員に依存

している状態も一部であり、被災者の生活

の自立を妨げる可能性が見受けられた。 

d) 避難所初動運営キットの活用 

熊本大学が平成 28 年熊本地震のヒアリ

ング調査から提案している避難所初動運営

キットは受付内に設置されていたが利用さ

れた形跡は無かった（写真-1）。 

e) 避難所の新型コロナウイルス対策 

 パーテーションで仕切ることで飛沫飛散

防止はできており、三密は避けられている

状況だが、中が見えづらく避難者の健康状

態を把握することが難しくなっていた（写

真-2）。 

f) 他行政機関からの支援・ボランティア 

経済産業省、総務省、国土交通省、自衛隊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の動きが早く、物資はプッシュ型で次々と

届いた。クーラーの設置など環境整備につ

いても対応が早かった。 

一方で、職員の中で災害対応に詳しい人

がいなかったため役所内における人的支援

が特に重要であった。7 月 4 日に「避難所運

営」、「物資」、「罹災証明」、「災害廃棄物」、

「保健師派遣」の 5 項目について球磨地域

振興局を通じて人材要請し、8 日にはさらに

「家屋被害認定」、「給水補給」を追加した 7

項目を要請した。災害廃棄物は広島市、保

健師派遣は国、それ以外は熊本市が担当と

なった。ただし、人材要請をする際、被災市

町村応援職員確保システム（総務省）の県

担当窓口が危機管理防災課から市町村課に

突然変更となったため、一時的に対応に課

題が生じた。 

7 月 7 日からボランティア依頼の受付を

開始し、9 日には依頼書を各避難所に設置し

た。依頼書は社会福祉協議会が回収するシ

ステムになっているが依頼者への周知に課

題がみられた。 

g) 災害廃棄物 

廃棄物への対応が想定よりも大変であっ

た。熊本地震と比べ住民の廃棄の動きが早

く、仮置き場の導線など準備が整う前に住

民に押し切られ受け入れを始めてしまった

ことにより、課題が生じ仮置場を一時閉鎖

して再度受け入れ態勢を整える事態となっ

た。 

高齢者世帯などは濡れた家財などを道路

に運び出すので精一杯で、仮置き場まで移

動させることができなかった。 

h) 計画およびシステムの活用の課題 

 受援計画と BCPは重要であると実感した

が、災害対応工程管理システム（BOSS）も

含め、確認する時間がなく活用できていな

かった。  

(2) 芦北町 

a) 被害の概要 

 町の中心部を流れる佐敷川が氾濫し、広

範囲で浸水被害が発生した。山間部では土

砂災害が発生し、道路が土砂で不通になっ

たことにより 21 集落発が孤立した。 

孤立した集落へは車両が通れないため、

自衛隊と協力し、役場職員が徒歩で物資を

運ぶなどの支援を行った。中心部から遠い

山間の集落は道路復旧の目途が立たなかっ

たため、ヘリコプターで 70 名程が避難した。

一方、道路閉塞により孤立していても備蓄

等はあり生活に困っていないなどの理由で

留まる選択をした集落もあった。 

芦北町役場では 7 月 3 日は厳戒態勢を敷

いていたが、豪雨と大潮の時期と重なった

ため想定以上の浸水が発生した。7 月 3 日

から開設した避難所には、役場の若手職員

 

写真-1 避難所初動運営キット 

 

 

 写真-2 パーテーションで区切られた避難所 

 



を中心に 70 名ほどで編成した消防団が張

り付いて対応していた。7 月 4 日 3:31 に「災

害発生情報」を防災無線で発出し、以後計 7

回発出した。防災無線を住民に全戸無料配

布しているが、起伏の激しい地形のため無

線が入りづらく、情報が届かない地区もあ

った。 

b) 発災前の避難所運営準備 

 5 月に避難所開設・運営マニュアルの新型

コロナウイルス感染症編を作成し、非接触

型の体温計などを事前購入していた（写真-

3）。また、平成 28 熊本地震以降 4 年かけて

食料や毛布、段ボールベット、間仕切りな

どの備蓄を徐々に増やしていたため、プッ

シュ型の支援を受けず備蓄品で対応できた

（写真-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 避難所の解説・運営状況 

ヒアリングを実施した 8月 28日時点では

日中は芦北町役場職員と応援職員 1～2 名、

夜間は県職員と町職員の 1～2 名で指定避

難所を運営していた。町内には住民主体で

運営した避難所があったが、要望により町

の避難所に追加指定したことから町職員を

配置した。 

d) 避難所初動運営キットの活用 

避難所初動運営キットは避難所に設置さ

れており、発災以前に内容物の確認、消毒

液や体温計の追加が行われていた。 発災時

は避難所初動運営キットと職員が 1 名避難

所に行くことで避難所対応が迅速に行うこ

とができ、人員配分の軽減に貢献していた。 

e) 避難所の新型コロナウイルス対策 

パーテーションで仕切ることで飛沫飛散

防止はできており、三密は避けられている

状況であった。受付を設置し避難者以外の

入出を管理していた。しかし、部外者立入

禁止にもかかわらずマスコミが侵入してき

たこともあった。 

物資の配布は各自が必要数を持ち出す方

式となっており、人との接触が軽減されて

いた。物資配布スペースを含め避難所内に

は多くの張り紙があり、どれが最新のもの

であるのか整理が十分で無い状況であった。 

f) 他行政機関からの支援・ボランティア 

7 月 4 日に熊本市、益城町、玉名市などか

ら給水支援が入り、その後も応援職員が来

た。宮崎県からは 7 月 9 日から今回の調査

時まで応援に来ていた。これらの行政から

の支援に加え、自衛隊、医療チーム（DMAT

など）からの支援も大きかった。また、高速

道路が使用できたことで支援が入りやすか

った。しかし、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、県外の支援団体は基本的に

信頼できると判断した団体のみ受け入れた。 

 

写真-3 体温計と消毒液が設置された受付 

 

 

写真-4 避難所の物資配布スペース 

 



g) 災害廃棄物 

 受け入れ当初はルール作りが上手くいか

ず、体制を一度再構築した。2 週間ほどでス

ムーズに回り始めた。被災者に道沿いまで

廃棄物を運んでもらい、行政が回収する形

態を取った。 

h) 計画およびシステムの活用の課題 

地域防災計画や BCPなど確認すべきもの

が多く、どれに従ったらよいかわからない

状態であった。また、受援計画は完成して

いなかった。BOSS システム（災害対応工程

管理システム）は完成していたが、まだ全

体に浸透しておらず、活用できていなかっ

た。マニュアルに記載のない事項（主に各

課間の調整や情報共有）が難しく、「計画段

階で役割を細かく割り振っておくべき」、

「役場職員の防災教育が必要」との意見が

あった。 

 

３．学校ヒアリング調査 

豪雨により校舎が被災した学校 4 校を対

象に令和 2 年 12 月 8 日および 9 日にヒアリ

ング調査を実施した。ここでは球磨村立渡

小学校へのヒアリング調査結果を示す。 

1) 児童と職員の被災状況 

職員 2 人と児童 56 人（全体の約 7 割）が

自宅の浸水被害に遭った。自宅に被害はな

かったが集落が孤立し避難をした児童もい

た。 

図-1 は学校が児童の居場所を保護者にア

ンケートした結果である。発災から 10 日後

の 7 月 14 日の時点では「その他（親戚、知

人、借家、車中泊）」と回答した保護者が多

かったが、8 月 19 日には「その他」と回答

した人は 0 人となり、「自宅」が 23 人と最

も多かった。これは自宅の修復が完了した

ためだと考えられる。発災およそ 3 ヶ月後

の調査では「仮設住宅」が最も多く 42 人と

なっている一方で「避難所」は 0 人となっ

た。これは球磨村多目的広場仮設団地、さ

くらドーム仮設団地、グラウンド仮設団地

が 8 月から 10 月にかけて入居可能となり、

それに伴い 10 月 31 日に村内外 3 避難所が

閉鎖されたためである。 

2) 発災時の状況 

校長および教頭は村外に居住していたた

め、豪雨で学校へ赴くことができなかった。

しかし、教頭は災害前から学校周辺の地域

住民と学校運営協議会を通じて交流があり、

電話や LINE で浸水の状況を随時把握する

ことができた。さらに、渡小学校の隣に位

置する特別養護老人ホーム「千寿園」の上

空からの様子が頻繁に報道されていたため、

校舎の様子も同時に把握することができた。 

3) 安否確認 

職員間では LINE グループを作成し、7 月

4 日から 5 日にかけて全員が登録し、随時

情報を共有できるようにした。児童との連

絡は安心メールのアンケート機能を主に活

用した。安心メールは受信者の開封有無を

発信者が確認できるシステムになっている

ため、開封が確認できない家庭の児童には

直接担任が電話で連絡した。全員の安否が

確認できたのは発災 3 日後の 7 月 7 日であ

った。情報を一本化し、教頭がすべて把握

できるようにしていた。 

 安心メールは入学後すぐに登録を促して

いおり、すべての保護者が登録していた。

平常時から行事に関する情報の通知等を行

っていたため、災害時も障害なく活用する

ことができた。アンケート機能は今回初め

て活用し、被災程度や必要な物資を把握す

る際に役立った。ただし、受信者からの返

信メッセージ機能がついていなかったこと

が課題であった。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 校舎の被害状況 

1 階部分が水没したため、発災 2 日後に

校長らが訪れた時は運動場から校舎内部ま

で泥で歩きにくい状態であった。さらに、

鍵に泥が詰まっており、開錠が困難であっ

た。指導要領や卒業証書などはすべて水に

濡れていたため、浸水していない 2 階に運

び、できるだけ乾かした。その後、ボランテ

ィアにピンセットなどでめくりながら洗っ

てもらった。 

5) 学校再開 

 7 月 20 日に災害後初めて臨時会議を開き、

人吉市にある熊本県の旧保健所で職員全員

が集まった。10 日間程度間借りし、その後

一勝地小学校に移動した。７月 20 日には保

護者会を開催し、8 月 3 日から一勝地小学

校で学校再開する旨を知らせた。学校再開 

に向け、7 月 20 日から 27 日にかけて一勝

地小学校で学習会などを開催した。多い時

で 20 人程度が参加した。再開するまでは担

任が学習課題などを直接避難所に届けた。 

一勝地小学校を間借りするにあたり、事

前に職員の顔合わせを行った。2 校は災害前

から修学旅行などを合同で行っており、あ

る程度の交流はあった。現在、球磨中学校 

の運動場しか使用できないため、職員は兼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務辞令を受けて 2 校一緒に体育の授業を行

っている。仮設校舎の解消の見通しは立っ

ておらず、当分は現在の状況が続くと考え

られる。 

学校再開当初は旧多良木高校の避難所か

ら通っている児童が多かったため、授業開

始の時間を遅らせていたが、現在は村内の

仮設住宅に入居した児童が増えたことから

通常授業ができている。  

6) 児童の心のケア 

学校再開前に行った職員研修で、「児童か

ら被災した時の話を無理矢理聞き出さない

こと」を共通認識とした。しかし、児童が自

分から話してきた際はきちんと耳を傾ける

ようにしている。心のケアに関する職員へ

の研修は 2～3 時間程度で養護教諭が指導

した。今年は水泳の授業はしていない。担

任は児童の被害状況を把握しているため、

適切な声かけができていると認識している。

12 月に実施した心のケアのアンケート調査

では 100％に近い児童が「学校が楽しい」と

回答していたため、明るい授業や楽しい交

流をすることが大切だと考えている。 

7) 外部からの支援 

学用品などの支援がありがたかった。児

童に渡し、余った分は授業参観の時に保護

図-1 児童の居住地の変化(渡小学校資料より作成) 

 

(人) 



者に持って行ってもらった。国と県からプ

リンターや電子黒板など、村から体操服や

文具一式、業者から教科書や習字道具、ワ

ークシートなどの支援を受けた。支援はあ

りがたかったが量が多く学習支援員が物資

の仕分けや配布に時間を要してしまい、本

来の業務である児童のサポートの時間が一

部制限されたことが課題として挙げられた。

その他として、インパクトドライバーなど

が無い中で組み立てが必要な什器の設置に

時間を要してしまったことが多々あった。 

人的支援としては、熊本県教育委員会の

支援チームから養護教諭、スクールカウン

セラー、主幹などから支援があった。人手

が増え助かったが、スクールカウンセラー

は毎回人が変わるため、途中からカウンセ

ラーの固定を依頼した。  

8) 防災訓練 

 毎年 5 月末から 6 月にかけ、避難訓練や

水防訓練を実施している。また、球磨村が

定めている 12 月第 1 日曜日の防災の日に

合わせ、授業参観で防災学習を行っている。 

訓練は防災主任が中心となって計画、実

施をしているが、発災直後は情報の一本化

のため、基本的には管理職がすべて対応し

た。 

9) 地域との連携 

 今回の災害では地域住民とのつながりに

よって被害状況を随時知ることができたた

め、今後もつながりを大切にしていきたい。

現在、安心メールの登録は保護者と職員の

みであるが、今後は学校運営協議会や登校

ボランティアなど地域住民にも登録しても

らいたいと考えている。 

 

４．おわりに 

人吉市と芦北町のヒアリング調査から、

避難所運営は行政主体で行われていたこと

がわかった。特に人吉市では職員に負担が

集中していた。新型コロナウイルスへの対

策については、芦北町は事前に段ボールベ

ットや間仕切り，非接触型体温計など備え

ができていた一方、人吉市では納品が間に

合わずプッシュ方支援で対応していた。 

芦北町の例にあるように事前の備蓄や避

難所初動運営キットの設置など平成 28 年

熊本地震からの教訓が活かされている点が

あった一方で、熊本地震後に導入された受

援計画や災害対応工程管理システムなどに

ついては十分に活用されていなかった。地

震災害に比べ、災害廃棄物対応のタイミン

グが早かったことなどを踏まえ、今後これ

らの計画やシステムを改善していく必要が

ある。 

学校へのヒアリング調査から、発災当時

は児童が登校していない時間帯であり、児

童の安否確認と学校の被災状況を把握する

ことが急務であったことが明らかになった。

児童の安否は主に安心メールで確認したが、

受信者からの送信機能がないため情報が得

にくいことが課題として挙げられた。ヒア

リング調査をおこなった 4 校では 7 月下旬

から 8 月上旬にかけて学校が再開されてお

り、一勝地小学校を間借りしている渡小学

校では再開前に児童が慣れるよう間借り先

でイベントや学習会を開催していた。また、

学校再開前にスクールカウンセラーから職

員へ心のケアについての研修が行われてお

り、その後もスクールカウンセラーが定期

的に訪問していた。一方、支援物資につい

ては過剰な物資支援により児童へのサポー

トよりも物資管理に人手を要してしまった

例もあった。 

 ヒアリング調査を実施した各学校では安

否確認時に安心メールを活用していたが、

双方向のコミュニケーションを取ることが



できなかった。今後は安心メールの機能等

を改善し、教職員・保護者共に使い慣れて

おくことが必要である。また、支援物資の

整理業務により他業務に支障をきたした事

例があったことから、物資の種類や支援時

期、組み立て不要の家具の送付など検討す

ることが必要である。 
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令和 2年 7月豪雨による筑後川

の災害について 
 

九州大学大学院工学研究院 

矢野 真一郎 

 

１．今次豪雨における筑後川流域の降雨 

令和 2 年 7 月 3 日から 8 日にかけて、日本

周辺に停滞した梅雨前線の影響を受け、暖か

く湿った空気が流れ込み、九州南部から近畿、

東海、甲信地方までの範囲で大雨が発生した。

気象庁(2020a)はこの一連の大雨を「令和 2 年

7 月豪雨」と命名した。その後、7 月 31 日ま

で全国で大雨が発生しており、そこまでをこ

の豪雨に含めている［気象庁(2020b)］。本稿で

は、7 月 5 日から 8 日にかけて筑後川流域を

襲った大雨に関する被災状況の概略について

解説する。 

筑後川は九州最大の一級河川であり、幹川

流路延長 143 km、流域面積 2,860 km2を持つ

（図-1）。坂東太郎（利根川）、四国三郎（吉野

川）とならび筑紫次郎と称される我が国有数

の大河川で暴れ川である。流域は熊本県阿蘇

郡瀬の本を源流とし、大分県、福岡県、なら

びに佐賀県をまたぐ。沿線の主要な都市とし

て、日田市（令和 2 年 12 月時点人口：64,043

人）、久留米市（304,672 人）、鳥栖市（73,968

人）、大川市（33,425 人）、ならびに佐賀市

（231,723 人）がある。流域内の平均年間降水

量は約 2,140 mmであり、全国平均値 1,560 mm

の約 1.4 倍である。特に、松原・下筌ダムの

上流域は多雨地帯であり 3,000 mm を超える

箇所もある［国土交通省(2018)］。現在の河川

整備計画（平成 30 年に更新）では、基準点で

ある荒瀬地点の整備方針流量が 10,000 m3/s、

整備計画流量が 6,900 m3/s（うち河道への配分

流量は 5,200 m3/s）となっている。 

筑後川は過去に多くの大洪水を経験してき

ている。特に、昭和 28 年洪水（西日本水害）

では多数の堤防決壊が発生し、147 名の死者

がでた。最近では、平成 24 年 7 月九州北部豪

雨、平成 29 年 7 月九州北部豪雨、ならびに平

成 30 年西日本豪雨が発生し、今回の水害を含

めると 9 年間に 4 回の大規模洪水に襲われて

いる。平成 24 年水害では、日田市を流れる支

川の花月川で 2 週間に 2 回の既往最大洪水が

発生し、1 度目（7 月 3 日） で 2 カ所の堤防

決壊が発生し市内中心部が浸水した。2 度目

 

図-1 筑後川水系 

松原ダム 

下筌ダム 

花月川 荒瀬 

瀬の下 

小ヶ瀬 

玖珠川 



（7 月 14 日）では堤防の応急復旧が 24 時間

体制で実施された復旧作業によりギリギリで

間に合い、1 度目を上回る洪水ではん濫が発

生したものの、浸水規模は少なく済んでいる。

平成 29 年水害では中流域右岸側の朝倉市、東

峰村、日田市で大規模な土砂・流木流出が起

こり、42 名の死者・行方不明者がでた。平成

30 年水害では、後述する様に久留米市で内水

はん濫が発生し、福岡県筑前町の農業用ため

池の中島池で大規模な決壊が生じた。 

今次豪雨では、筑後川流域全体で累積雨量

500 mm を超えたところが多かった。下筌ダム

の下筌雨量観測所では、7 月 5 日 17 時から 8

日 5 時までの期間で 812 mm を記録した。1 時

間最大雨量は 7日 6 時の 107 mmであった［国

土交通省(2020)］。図-2に玖珠川流域の玖珠地

点におけるハイエトグラフを示す。玖珠での

7月の 1ヶ月降水量の平年値が 349.9 mmであ 

 

 

るのに対して、今次豪雨での累積雨量は 548 

mm に達している。同様に下流の久留米では

7月平年値 329.4 mmに対し、今次豪雨は 546.5 

mm であった。よって、両地点は 7 月 1 ヶ月

分の 1.57 倍と 1.66 倍の降雨を記録したこと

になる。この大雨により筑後川の水位は荒瀬

地点で昭和 43 年からの観測史上最高の 7.90 

m（従来は平成 24 年豪雨の 7.35 m）を記録し

た。図-3に玖珠川の小ヶ瀬（おがせ）地点に

おける水位ハイドログラフを示す。平成 24 年

の既往最高水位を上回る観測史上最高水位

4.86 m を記録した。 

なお、今次豪雨には含まれないが、久留米

において令和 2 年 6 月 27 日 07:03～08:03 に

既往最大の時間降水量 92.5 mm を記録してい

る。この降雨による被害は発生していないが、

今後の久留米市における内水対策を考える上

で重要となる。 

 

 

 

図-2 玖珠地点の降雨ハイエトグラフ(7/3～8) 

 

図-3 小ヶ瀬地点(玖珠川)の水位ハイドログラフ(7/3～8)［赤線は H24の既往最高水位］ 
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２．玖珠川での被災 

筑後川最大の支川である玖珠川（延長 56 

km、流域面積 531 km2）では、500 mm を超え

る累積雨量を記録する大雨により、既往最大

水位を 2 度超えた（図-3）。筑後川との合流点

から 2 km 上流に位置する小ヶ瀬地点におけ

る高水流量観測では、7 月 7 日のピーク直前

（7：39、水位 5.93 m）で測定されており、3,450 

m3/s 程度注 1)の流量と推測されている。玖珠川

の整備方針流量は筑後川合流点において

3,900 m3/s、整備計画流量は 3,100 m3/s である

ことから、今次洪水における 7 月 7 日と 8 日

に記録されたピークは方針流量レベルであっ

たと推測される。 

この既往最大洪水により、日田市天ヶ瀬町

ではん濫が発生し、1 名の方が犠牲となった。

なお、筑後川での死者はこの 1 名のみであっ

た。天ヶ瀬は玖珠川両岸に温泉宿が連なる観

光地で、山間狭窄部を流れる河川を形成して

いる。今次水害では左岸の温泉街を通る道路

面から 2 m 程度の浸水深を記録しており、道

路上を高速流が通過した。また、新天ヶ瀬橋

が落橋した（写真-1）。谷底を流れる河川で高

速流がもたらす被災形態は、今次豪雨での球

磨川中流部でも起こっているが、宅地等のか

さ上げや河道の拡幅にも限界があり、対策が

難しい。        

 

 

写真-1 新天ヶ瀬橋の落橋 

 

注 1) 速報値であり修正される可能性がある。 

３．下筌ダムの異常洪水時防災操作 

筑後川上流域には昭和 28 年洪水を受けて

建設された松原ダムと下筌ダムが存在してい

る。両ダムは昭和 47 年に竣工した直列に配置

されたダムであり、下筌ダムの直下が松原ダ

ム湖になっている。下筌ダムは、集水面積 185 

km2、総貯水容量 59.3 百万 m3、梅雨期の洪水

調節容量 51.3 百万 m3 の多目的ダムである。

松原ダムは、それぞれ 491 km2、54.6 百万 m3、

45.8 百万 m3の多目的ダムであり、下筌ダムの

放流水と筑後川本川である杖立川からの流入

水を受け入れる。 

今次水害では下筌ダムにおいて建設後初め

てとなる異常洪水時防災操作が行われた。図

-4 に下筌ダムの操作状況を示す。2 山目とな

る 7 月 7 日 6 時のピーク時では貯水位が異常

洪水時防災操作開始水位までには達していな

いが、その後の流入で超過し、10：30 に異常

洪水時防災操作が開始され、計画最大放流量

350 m3/s を越え、8 日 0 時に最大放流量 1,250 

m3/s を記録した。ただし、今回の放流を全て

松原ダムがカットすることに成功している。 

松原ダムの操作状況は図-5に示す通りであ

り、計画最大放流量 1,100 m3/s を越える放流

は行われていない。松原・下筌ダムによる防

災操作の効果として、下流の大山川（玖珠川

との合流点より上流の本川の名称）の水位を

3 m 以上低減させたと見積もられている［筑

後川ダム統合管理事務所(2020)］。さらに、両

ダムでは上流域の斜面崩壊に起因する流木を

合計約 6,000 m3捕捉した。堆砂量は発表され

ていないが、流木量の大きさから相当な量の

土砂を捕捉したと推測される。このように両

ダムの防災効果は非常に大きかった。 

 

４．S28洪水以降初めての本川でのはん濫 

前節で松原・下筌ダムの防災効果について

説明したが、玖珠川との合流点より下流では

その効果が薄れた。これは玖珠川の流量が非

常に大きかったことに起因しており、ダムな 



 

図-4 今次水害における下筌ダムの操作状況［筑後川ダム統合管理事務所(2020)より］ 

 

図-5 今次水害における松原ダムの操作状況［筑後川ダム統合管理事務所(2020)より］ 

 

図-6 今次水害における内水はん濫域［国土地理院 HP より］ 



どの貯留施設がほとんどない玖珠川の流量調

整の困難さを示している。合流点より下流は、

日田市の中心を流れ、温泉街の下流で三川分

岐があり、それらが再度合流した直後に、支

川の花月川が合流している。その合流点付近

である友田地区ではん濫が発生した。 

本川が氾濫するのは昭和 28 年洪水以来 67

年ぶりであった。浸水面積は約 3 ha であり、

被害規模は天ヶ瀬や球磨川などと比べると大

きくなかったが、家屋や商業施設が床上浸水

した［国土交通省(2020)］。この地点は河川整

備計画で築堤が計画されていたが、今次水害

では事業前で防ぎきれなかった。なお、今次

水害を受けて令和 2 年度の防災・減災対策等

強化事業推進費が充当されたため、築堤が事

業化された。 

 

５．数年連続で発生した内水はん濫 

流域の最大都市である久留米市を含む下流

域において、内水による浸水が発生した（図-

6）。ここ 3，4 年このあたりでは、支川の中小

河川から毎年内水はん濫が発生している。特

に平成 30 年 7 月の西日本豪雨では、大規模

な浸水が発生し、水門の状態や排水機場の稼

働状況、ならびにそれらがもたらす内水はん

濫に関する住民への情報提供が不十分であっ

たことが指摘された。特に水門を閉めること

が本川からの逆流を防ぐこと、すなわち本川

の水位が高いときに無堤である合流点に堤防

を連続させる状態を作り出すことが一般の住

民にはほとんど理解されていないことが明ら

かとなった。 

そこで排水路等の管理者である久留米市・

大木町・大刀洗町、河川管理者である福岡県、

ならびに筑後川との合流点における排水機場

や水門の管理者である国土交通省九州地方整

備局は、久留米市街地周辺内水河川連絡会議

を設置し、内水対策を協議した。ここでは、

浸水被害の大きい 6 河川（山ノ井川、金丸川・

池町川、下弓削川、江川、大刀洗川、陣屋川）

が対象とされた。そして令和 2 年 3 月に、平

成 30 年規模の内水に対して床上浸水を極力

減少させる対策メニューを組み合わせた計画

を発表していた［例えば、久留米市・福岡県・

国土交通省筑後川河川事務所(2020)など］。 

しかしながら今回、事業開始前に再度内水

はん濫が発生する事態に陥った。対策事業を

加速化することが求められるが、それらが完

了したとしても計画規模（超過確率 1/10）以

上の豪雨に対しては被害の発生が予想される。

また、既存施設等の立地により土地利用に対

する制約が厳しい都市域での内水対策には自

ずと限界があることから、都市計画に外水対

策に加えて内水対策の考え方を組み込んでい

くことも求められる。 

 

６．おわりに  

今次豪雨における筑後川流域内で発生した

被災について概要を解説した。ここで詳しく

紹介しなかったこととして、本川 39k600 地点

で発生した堤防決壊を予兆させる自噴現象の

発生［筑後川堤防調査委員会(2020)］、松原・

下筌ダム上流域での斜面崩壊と流木発生、平

成 29 年九州北部豪雨後の赤谷川などで整備

された砂防施設による土砂流出制御、水資源

機構管理ダム（小石原川ダム、寺内ダム、大

山ダムなど）における防災操作の効果や流木

の捕捉、などの個別事象もあったが、本稿で

は割愛した。 

今次水害では筑後川での人的被害は天ヶ瀬

での 1 名のみであり、外水はん濫は日田市で

の小規模な浸水のみであった。一方、内水は

ん濫が発生した久留米市では、筑後川が流入

する有明海が大潮期であったことも重なり水

門を開けることができず水が数日間引かない

事態も起こった。 

令和元年東日本台風による千曲川などの洪

水を受けて、国は治水の方針を転換し、いわ

ゆる「流域治水」をその中心に置くことを決

めた。これは流域内の重要地点を守るために



相対的に重要度が低い地域にリスクを許容さ

せ、貯留の負担を強いることにも繋がる。こ

れら上下流バランスへの配慮に加え、筑後川

でも見られた本支川間でのアンバランスの適

正化も求められる。「流域治水」は気候変動に

よる水害外力増加への適応策の切り札と見な

されているが、国の方針では平均気温が 2 度

上昇した場合を想定した計画論になっており、

当面はそれ以上の外力増加までは考慮できて

いない［社会資本整備審議会（2020）］。我々

は気候変動緩和策こそが最大の治水対策にな

ることを再認識し、気候危機時代において緩

和策と適応策の両輪を十分に回す努力をしな

ければならない。 
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下筌・松原ダムを対象とした気候

変動が異常洪水時防災操作の発

生確率に与える影響評価 
 

九州大学大学院工学研究院 

丸谷 靖幸・矢野 真一郎 

 

１．はじめに 

近年、IPCC第5次報告書 1)で指摘されるような

気候変動に伴うと考えられる極端降水の発生頻度

が増加しており、令和2年7月豪雨のような豪雨

災害が世界各地で頻繁に報告されている。 IPCC 

1.5˚C特別報告書 2)では、緩和努力を怠った場合、

現在と同規模、またはそれ以上の規模かつ高頻度

で令和2年7月豪雨のような災害が起こる可能性

が指摘されている。そのため、気候変動に対する

緩和努力と同時に適応策（被害抑制対策）に関す

る検討も進めることが重要である。 

流域における豪雨災害の被害抑制対策の1つと

して、例えばダムによる洪水調節機能が挙げられ

る。治水ダムや多目的ダムのように治水機能を持

つダムでは、放流に関する操作規則などに基づき、

洪水調節が実施されている。近年では、既往のダ

ム流入量等を教師データとした機械学習によるダ

ムの放流操作の効率化に関する検討も進められて

いる 3)-4)。 

このように、ダムによる洪水調節機能を最大限

活かすための検討が、既往の研究において実施さ

れている。しかし、近年の気候変動による影響と

思われる極端降水の頻度増加に伴い、ダムの治水

容量を事前に最大限に確保した場合においても、

洪水調節容量を使い切る事例が生じている。例え

ば、平成30年西日本豪雨では全国で8つ、令和元

年東日本台風では全国で6つ、令和2年7月豪雨

では九州で1つのダムにおいて、異常洪水時防災

操作が実施されている。なお、異常洪水時防災操

作とは、豪雨により洪水調節容量が圧迫され、水

位が洪水時満水位（サーチャージ水位）に近づい 

たときに行われる操作であり、ダムの水位がそれ

以上上昇するのを抑えるために、ダムへの流入量

と同程度の水をそのまま下流に流す操作のことで

ある。ただし、異常洪水時防災操作ではダム流入

量と等しくなるまで放流量を増やしていくことで

水位が洪水時満水位を超過させないようにするた

め、計画最大放流量を超過して放流する場合があ

る。そのため、ダム流入量の規模によってはダム

下流域へ甚大な被害を及ぼしてしまう可能性が存

在する。 

既に上述したように、気候変動の影響を受け、

降水量の発生傾向は変化していくと考えられる 2)。

そのため、気候変動の影響を受ける将来において

異常洪水時防災操作の発生頻度を把握することは、

ダム運用による下流域の治水安全度を議論する上

で非常に重要となる。そこで本稿では、令和2年

7 月豪雨で異常洪水時防災操作を行った下筌ダム、

およびその直下に存在する松原ダムを対象として、

異常洪水時防災操作の発生確率に与える気候変動

の影響評価結果を紹介する 5)。 

 

２．対象ダムおよび研究フローの概要 

(1)下筌ダム・松原ダムの概要 

下筌ダム、松原ダムは 1972 年に建設され、

令和2年7月九州豪雨災害において、下筌ダムは

初めて異常洪水時防災操作が実施された。両ダム

の特徴として、下筌ダムの直下に松原ダムが連続

する多目的ダムという点である。また、両ダムで

は1年を梅雨期（6月11日-7月20日）、台風期（7

月21日-9月30日）、非洪水期（10月1日-6月10

日）の3区分に分類し、利水容量と治水容量の割

合を変更することで、洪水期の豪雨に対応してい

る。松原ダムは直上流の下筌ダムからの放流と杖

立川（以下、松原ダム流域）からの2つの流入が

存在するダムである（図-1）。下筌ダムと松原ダム

（下筌ダム流域を含む）の流域面積は 185 km2と

491 km2、総貯水容量は 59,300千 m3と 54,600千

m3、満水位は336 mと273 m、計画最大放流量は  



 

 

 

350m3/sと1,100 m3/sである。  

(2)研究フローの概要 

本研究では図-2に示す流れで異常洪水時防災操

作の発生確率に与える気候変動の影響評価を実施

した。まず始めに、ダム上流域からの流入流量を

推定するため、下筌ダム流域および松原ダム流域

を対象に、流出解析モデルを構築した。なお、本

研究では大量のアンサンブルデータを持つd4PDF

を気候変動予測データとして用いた検討を実施す

るため、簡便かつ高速に流出解析が可能な3段タ

ンクモデルを採用することとした。本稿では流出

解析モデルの詳細は記述しないが、令和2年7月

豪雨を対象にモデルパラメータの較正を実施し、

平成21年7月および平成24年7月豪雨を対象に

検証を実施した。その結果、 Nash-Sutcliffe model 

Efficiency 係数（NSE）および Coefficient of 

Determination（CoD）の両者とも較正、検証期間共

に、一般的に高再現性を示すとされる 0.6 以上で

あることを確認していることを述べておく。 

次に構築した流出モデルによる流量をダム流入

量とし、ダムモデル（下筌ダム・松原ダムの放流

ルールおよびダムの水位と貯水量の関係性を考慮

したモデル）を構築し、ダム放流量を推定した。 

その後、本研究の目的である気候変動の影響を

評価するため、気候変動予測データとしてd4PDF

をインプットデータとし、流出解析およびダム放

流量の将来予測を行い、異常洪水時防災操作の発

生確率に与える気候変動影響評価を行った。ダム

モデルおよびd4PDFの詳細については次節以降 

 

 

 

に記述する。 

(3)d4PDFについて 

気候変動影響評価に資するデータとして、地球

温暖化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: d4PDF）6)-7)を用いた。なお、田中ら

8)は d4PDFによる九州地方における年最大流域平

均雨量の再現精度が低いことを示している。そこ

で本研究ではWatanabe et al.9)によるバイアス補正

手法をd4PDFの降水量および気温に適用し、解析

に用いた。ここで、気温にもバイアス補正を適用

したのは、長期流出を再現するには蒸発散量の推

定が重要となるため、本研究における流出解析で

は月平均気温のみで蒸発散量を推定出来る、

Thornthwaite法を採用したためである。 

異常洪水時防災操作の発生確率に与える気候変

動の影響評価、つまり将来予測を行う上で、比較

対象として過去（現在気候）も用いる必要がある。 

そこで本研究では、d4PDFのデータセットの内、

現在気候が30年（1981-2010年）× 50アンサンブ

ル（=1,500年分）、将来気候（4 ̊ C上昇実験）が60

年（2051-2110年）× 6SST × 15アンサンブル（=5,400

年分）を用いた。 

(4)ダムモデルについて 

本章第2節でも述べたように、本研究の最終目

的は気候変動下における異常洪水時防災操作の実

施確率の予測であるため、観測データを基にダム

モデルを構築した。ダムモデルの構築するに当た

り、下筌ダム・松原ダムの放流ルールおよびダム

の水位と貯水量の関係性を考慮した。下筌ダム・

図-1 下筌ダム、松原ダム流域 

図-2 研究フローの概要 



松原ダムにおける放流ルールでは、制限水位を梅

雨期（6月11日〜7月20日）で292 m、238 m、

台風期（7月21日〜9月30日）で323 m、269 m、

非洪水期（10月1日〜6月10日）で336 m、273 

mに設定し、水位をコントロールすることで放流

量を決定している。そこで本研究では、ダムの水

位と貯水量の観測データが公開されている 17 年

平均（2003 年〜2019 年）の水位の時系列データ

（以下、平均水位）を作成し、この水位を基準と

した放流ルールに基づいたダムモデルを構築する

こととした 5)。 

構築したダムモデルを利用し、2003年〜2019年

を対象にダム貯水位の再現計算を実施した。その

結果、計算結果が観測値とほぼ同程度の貯水位を

再現出来ることが確認された（図-3、図-4）。ただ

し、本研究では17年平均（2003年〜2019年）の

貯水位を基準にダムモデルを構築したため、非洪

水期の貯水位がほぼ全ての年で類似の挙動を示し

ており、観測値との間に誤差が存在する年が存在

した。一方、特にダム運用において重要となる洪

水期の貯水位が観測値と計算値で概ね同様の結果

を示すことが確認された。 

また、本ダムモデルの精度検証として、実際に

異常洪水時防災操作が下筌ダムにおいて実施され

た 2020年（令和 2年）を対象に計算を実施した

（図-3、図-4、青線）。その結果、令和2年7月豪

雨災害が発生した期間において、下筌ダムでは計

算値における放流量が1,603 m3/s となり、観測値

の約1,250 m3/s と比べて350 m3/s 程度過大評価を

示したものの、貯水位は観測値とほぼ同様な値を

示した。その際、令和2年7月豪雨災害時に実施

された異常洪水時防災操作が、本ダムモデルにお

いても実施が確認された（図-3a、図-4a、青線）。

一方、松原ダムでは、令和2年7月豪雨災害時の

貯水位のピークが 10 m 程度の過大評価を示した

ものの、異常洪水時防災操作は発生せず、1 年間

通しての貯水位の変動を概ね良好に再現できてい

ることが確認された（図-3b、図-4b、青線）。 

  

そのため、これ以降の解析においても本モデルを

利用することとする。 

 

３．異常洪水時防災操作の発生確率の将来 

予測 

現在気候と将来気候の d4PDF の降水量と気温

を入力値とした流出解析を行い、その結果をダム

流入量とすることで、ダムモデルによる下筌ダム

および松原ダムにおける放流量を推定することで、

気候変動影響評価を実施した。なお、ダムモデル

により推定された放流量の内、計画最大放流量（下

筌：350 m3/s、松原：1,100 m3/s）を超えるものを異

常洪水時防災操作と見なし、その実施回数を比較

 
図-3 ダム貯水位の2003年〜2020年の実測値。 

灰色線：2003年〜2019年の平均値、黒破線：確保水位。

a) 下筌ダム、b) 松原ダム。 

 
図-4 ダムモデルによるダム貯水位の2003年〜 

2020年の計算値。a) 下筌ダム、b) 松原ダム。 



した。 

下筌・松原ダムの両者とも、d4PDFにおけるSST

による違いは、異常洪水時防災操作の発生確率の

最大値ではばらつきが大きいものの、平均値およ

び中央値においては、ばらつきがそれほど大きく

ないことが分かった（図-5、表-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来気候（4 ˚C上昇下）では、下筌ダムではアン

サンブル毎に計算した異常洪水時防災操作の発生

頻度の平均値が現在気候と比較し、約5倍になる

可能性が示唆された。一方、松原ダムは平均値を

見ると異常洪水時防災操作の発生頻度が増加する

可能性が示唆されたものの、下筌ダムに比べて発

生確率が非常に小さいことが分かる。以上の結果

より、将来気候下における下筌・松原流域の河川

流量増加に対しても、下筌・松原ダムの総容量を

適切に利用することで、適応出来る可能性が示唆

された。 

 

４．まとめ 

異常洪水時防災操作が令和2年7月豪雨で運用

開始後初めて行われた下筌ダム、その直下の松原

ダムを対象に、異常洪水時防災操作の発生確率に

与える気候変動影響評価を実施した。その結果、

下筌ダムでは、将来気候下では現在気候と比較し、

最大で5倍程度確率が上昇する可能性が示唆され

た。一方、松原ダムでは将来気候下の異常洪水時

防災操作の頻度が上昇する可能性が示唆されたも

のの、下筌ダムと比較し、発生確率は非常に小さ

いことが確認された。そのため、ダム下流域の被

害の抑制には、将来気候下の河川流入量の変化を

踏まえ、十分なダム容量を確保することの重要性

が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 現在気候と将来気候における異常洪水時 

防災操作の発生回数に関する箱ひげ図。 

箱：中央値、丸：平均値、ひげ：最大値。 

 

 

表-1 現在気候と将来気候における異常洪水時防火操作の発生確率年 



今後は、2˚C上昇下（d2PDF）における異常洪水

時防災操作実施確率を評価することに加え、本手

法を他のダムへ応用することにより、気候変動下

でのダム運用についての議論に資する検討を進め

ていく予定である。 
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