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本研究は，計画規模以下から想定最大規模までの多段階の洪水外力を効果的に想定するための知見を得

ること，複雑な氾濫形態を有する谷底平野部における超過洪水時の氾濫現象の特徴を考察すること等を目

的とする．霞堤等の不連続堤防や河道に沿った複数の氾濫ブロックを有し，複雑な氾濫形態が想定される

木曽川水系長良川の谷底平野区間を対象に，河道―氾濫解析統合モデルを構築し，10年確率～想定最大規

模までの洪水波形計50ケースを外力とした氾濫解析を実施した．解析結果を分析した結果，谷底平野に流

入する各河川の流量配分により浸水面積に大きいばらつきが生じるのに対し，下流区間へのピークカット

効果のばらつきは相対的に少ないことが示された．16の氾濫ブロック別の浸水面積を分析した結果，氾濫

水の貯留の量と貯留（氾濫）が生じるタイミングが4パターンに分類でき，複雑な氾濫形態を有する谷底

平野区間における氾濫現象が下流に与える影響を分析的に提示できることが示された． 
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１．はじめに 

 

近年相次ぐ記録的豪雨による大水害の頻発を受け，社

会資本整備審議会答申（2020年7月）では，流域治水へ

の転換が提言された中で「流域全体を俯瞰し，ハザー

ド・暴露・脆弱性への対応を組み合わせた総合的かつ多

層的な対策」の必要性と，その一環として「まちづくり

における活用を見据えた水災害リスク情報の充実」の重

要性が指摘されている．また，豪雨激甚化を踏まえた土

木学会声明（2021年4月）において，流域治水を推進す

るためのツールとして「多段階リスク明示型浸水想定図」

が提案され，その作成・活用のための技術開発が急がれ

ている．各流域において水防災意識を喚起し，流域治水

に向けた地域社会の合意形成の拠り所となりうる合理的

な多段階リスクの評価方法，提示方法を見出すことは急

務である． 

多段階リスク評価の前提となる外力設定には多くの課

題がある．河川管理者ごとに作成・公表されている浸水

想定区域図は，L1（計画規模），L2（想定最大外力）

について作成されているが，指定管理区間，直轄管理区

間の上流端に，氾濫現象を考慮しない洪水流出モデルに

よる流量ハイドログラフが設定されており，しかもその

確率規模は管理区間の計画規模に応じて異なるという実

態がある．また，直轄管理区間上流端においてL1規模を

超える洪水（計画超過洪水）では，相対的に治水安全度

が低いことが多い上流区間や支川の随所で氾濫が発生し，

直轄管理区間上流端に到達する洪水波形にその影響が及

ぶことは物理現象として自明である．洪水浸水想定区域

図作成マニュアル（第4版）1)には参考資料3として「計

画規模を上回る洪水発生時の浸水解析の手引き（案）」

が示されており，計画規模を上回る流量では「直轄管理

区間上流端に流量が到達する前に，さらに上流域で氾濫

している可能性」を認めつつも，その解析方法について

は様々な仮定をおいた対応が示されている状況であり，

上流区間における氾濫現象の分析に踏み込んだ対応は示

されていない． 

水災害リスク情報の充実という社会的要請に応えるた

めには，指定管理・直轄管理という河川管理上の都合で

はなく，各流域において実際に想定される氾濫現象の分

析に基づいた情報提供がなされるべきであると考える．

加えて，流域治水における戦略立案のためには，各流域
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で想定される洪水外力のパターンをシナリオとして複数

想定し，様々なシナリオに対して有効に機能しうる流域

治水メニューを流域内に配置することによって，想定外

を排した流域治水が展開されることが望ましいと考える． 

本研究は，計画規模以下から想定最大規模までの多段

階の洪水外力パターンをシナリオとして想定するための

知見を得ること，複雑な氾濫形態を有する谷底平野部に

おける超過洪水時の氾濫現象の特徴を考察すること，こ

れらの氾濫が下流区間へと伝搬する洪水波形への影響を

考察することを目的とする．木曽川水系長良川の直轄管

理区間上流区間に位置する谷底平野区間を対象に，河道

―氾濫解析統合モデルを構築し，10年確率～1000年確率

相当までの洪水波形計50ケースを外力とした氾濫解析を

実施し，目的に示す観点から考察をおこなう． 

 

２．手法 

 

(1) 対象地域及び地形的特徴 

木曽川水系長良川の谷底平野区間を対象とする．対象

区間は全て岐阜県が管理する指定管理区間にあたる．対

象区間の概要を図-1に示す． 

長良川77kp付近で右支川板取川（流域面積313km2）と

合流し，合流点から下流の両岸に谷底平野が開ける．長

良川本川は63.8kp付近で今川と分派し59.8kp付近で再度

合流する．分合流区間では右支川武儀川（流域面積

138km2），左支川津保川（流域面積292km2）が合流し

たのち，下流の扇状地区間へと流下する．すなわち，本

川及び3支川が谷底平野区間に流入している．谷底平野

区間から扇状地区間への移行部にあたる56.2kpが直轄管

理区間上流端で，計画基準点（忠節）は50.2kpに位置す

る．なお計画基準点における流域面積は1607km2である． 

河床勾配は谷底平野区間が1/400～1/500程度，扇状地区

間が1/600程度で，連続的に変化している．谷底平野か

ら扇状地区間の全体がセグメント1に相当する． 

谷底平野区間には，美濃帯のチャート・砂岩互層から

なる山々が北西から南東に帯状に連なっており，これを

北東から南西に貫流する長良川本川には硬い岩盤が露岩

した山付き部や狭窄部が複数存在する．これらの山付き

狭窄部の直上流には霞堤が現存している．霞堤以外にも，

長良川・今川分合流区間の島状の土地の下流側の堤防が

開放した尻無堤となっている．また，無堤部も複数存在

する．これらの不連続堤部・無堤部では，計画高水流量

以下でも浸水が生じる状況にあるが，岐阜県は霞堤群を

伝統的防災施設2)として位置付け，地元周知しているほ

か，小中学校向け総合学習等でも題材としている． 

既往最大流量7667m3/sが計画基準点において観測され

た平成16年（2004年）台風23号災害では，県が管理する

谷底平野区間及びその上流の山間地区間において堤防を

越水する大規模な氾濫が発生した．その後，床上浸水対

策特別緊急事業によって河道掘削を中心とした対策工事

が行われ，同規模洪水に対する床上浸水の解消が図られ

た．平成16年災は県管理区間・直轄管理区間の双方にお

いて計画高水流量を超過する洪水であり計画基準点で

ピーク流量7667m3/sが記録されたが，県管理区間では床

上浸水対策が実施されたこと，河川整備計画が未成であ

ることから計画高水流量の引き上げは行われず85年確率

相当7500m3/sのまま据え置かれた．一方，直轄管理区間

においては，河川整備基本方針及び河川整備計画策定中

に超過洪水が発生したこと，上流の県管理区間の流下能

力が床上対策事業によって大幅に増強されることを受け

て，基本高水流量は8000m3/sであったのが概ね100年確

率相当の8900m3/s，計画高水流量は8300m3/sへと引き上

げられた．また，河川整備計画においては当面，平成16

年災に相当する目標流量8100m3/sに対応するため，河道

掘削主体の河道整備により河道整備流量7700m3/sを確保

してさらに不足する分については県管理区間の谷底平野

区間に遊水地を新設する計画が進められている3)． 

  

(2) 河道-氾濫一体型モデルの整備 

対象区間は4河川が流入・分合流するほか，不連続堤

部・無堤部からの氾濫と還流，堤防からの越水氾濫など，

複雑な氾濫現象が発生することから，複数の河道モデル

の分合流を扱うことができ，河道モデルと氾濫解析モデ

ルの間での水のやり取りを扱う連成計算が可能な計算手

法を選択する必要がある．本研究ではこれらの条件を満

たすソフトウェア，DioVISTA Flood Professional（日立パ

ワーソリューションズ）を使用する．本ソフトは分布型

流出計算，河道の一次元不定流計算，氾濫流の二次元不

定流計算の連成計算が可能であるが，本研究では対象区

間に流入する4河川にそれぞれ流入ハイドログラフを設

板取川

長良川

武儀川

津保川

直轄区間上流端

無堤部

霞堤

霞堤

霞堤

霞堤
尻無堤

無堤部

図-1 木曽川水系長良川 谷底平野区間 
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定し，河道モデルと氾濫解析モデルのモジュールのみを

連成させた河道－氾濫一体解析（以下，単に氾濫解析と

呼ぶ）を行う．流入ハイドログラフの流量が流入点の河

道の流下能力を上回ると流入点付近で氾濫が生じるケー

スもあり，本来は流入点より上流の支川沿いで氾濫が生

じている影響は考慮できていない． 

河道地形は，岐阜県から提供された2018年，2019年の

ALB測量成果に基づき，100mピッチを基本とした横断

面を岐阜県の距離標位置に合わせて生成した．各断面の

粗度係数は，岐阜県が平成16年台風23号災害後の床上浸

水対策特別緊急事業の事業計画において一次元不等流計

算で用いた断面ごとの粗度係数（n=0.025～0.048）を設

定した．これらにより，現況河道の流下能力は概ね表現

されると考えられる．氾濫域の地形データは，国土地理

院が提供する数値標高モデル（5m DEM）を用い，10m

メッシュで計算した．氾濫解析の計算方法・諸元は，浸

水想定区域図作成マニュアル（第4版）1)に準じ，地表面

の粗度係数等は土地利用細分メッシュに応じて設定した．

河道モデルと10mメッシュの氾濫解析モデルの水のやり

取りは10mメッシュ位置でなされるため，不連続堤防の

開口部幅は10m単位で表現されている．また，幅広い規

模の超過洪水を扱うにあたり，複数個所で越水が生じる

ことが予想されることから，ひとまず破堤は考慮しない

（越水しても破堤せず）と仮定して計算を行う． 

 

(3) 多段階洪水外力の設定 

長良川流域における洪水規模・頻度への温暖化影響の

分析のため，大アンサンブル気候予測データベース

d4PDF領域気候モデルを入力値とした貯留関数法による

洪水流出解析が実施されており4,5)，d4PDF過去実験3000

年分の年最大流量の頻度分布が，過去54年分の年最大流

量観測値の頻度分布をよく表現することが確認されてい

る4)．しかしながら，貯留関数法においては，河川の氾

濫は考慮されていないため，貯留関数法の計算により既

に得られている流域内各地点の流量ハイドログラフから，

長良川谷底平野区間に流入する4河川（長良川，板取川，

武儀川，津保川）のハイドログラフを抽出し，これを河

道―氾濫解析統合モデルの入力条件とすることにより，

谷底平野区間における氾濫現象を分析する． 

計算対象とするイベントは，L1以下からL2相当まで

幅広い規模のイベントをまんべんなく抽出することを意

図し，以下のように設定する．長良川流域における過去

実験3000年分の貯留関数法による洪水流出解析結果4)の

年最大流量に着目して順位付けを行い，3000年中N番目

の実験順位のイベントとT年確率の対応を，1/T = N/3000

とみなす．指定管理区間の計画高水流量は1/85確率であ

ることから，3000年中35位のイベントがL1相当の洪水と

見做される．L1以上の洪水35ケースに加え，50年確率，

20年確率，10年確率に相当するイベントも5ケースずつ

抽出し，計50ケースの氾濫解析を行う．ケースの一覧を

表-1に示す．各ケースにつき，谷底平野に流入する4河

川の流量ハイドログラフを生成する際には，貯留関数法

の結果4)において忠節計画基準点の流量がピークとなる

時刻の前後24時間（48時間），これに一定流量での助走

計算12時間を加えた60時間のハイドログラフを作成し，

これを流入境界条件とした氾濫解析を行う．下流端には

H-Q式を設定し，通過する流量に応じた水位を与える． 

 

(4) 計算結果の出力と分析 

a) 氾濫によるピーク流量低減効果 

谷底平野区間における氾濫を考慮しない貯留関数法4)

による流量ハイドログラフと，本研究で行う氾濫解析の

結果得られるハイドログラフを解析区間下流端において

比較し，氾濫によるピーク流量低減量を算出する．なお，

表-1右欄には氾濫を考慮しないピーク流量を示している． 

b) 総浸水面積・氾濫ブロックごとの浸水面積 

対象区間である長良川谷底平野部は，山付き部が複数

存在するために，地形などによって区分されるひとまと

まりの氾濫区域として区別される氾濫ブロック6)に分割

できる．全50ケースについて図-2に示す氾濫ブロックご

外力 

規模 

確率規模 

1/T 

d4PDF過去 

実験順位N 

ピーク流量 

（最大–最小）(m3/s) 

L2 1/3000–1/600 1–5 13215–11141 

 1/600–1/300 6–10 10822–10155 

 1/300–1/200 11–15 10121–9578 

 1/200–1/150 16–20 9514–9294 

 1/150–1/120 21–25 9251–8997 

 1/120–1/100 26–30 8970–8883 

L1 1/100–1/85 31–35 8862–8653 

 1/50 58–62 7751–7557 

 1/20 148–152 6346–6279 

 1/10 298–302 5315–5304 

 

表-1 氾濫解析ケース設定の概要（全50ケース） 

図-2 氾濫ブロックの分布 
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との浸水面積及び総浸水面積を算出する．左岸側の氾濫

ブロックは上流からBL1～BL7，右岸側の氾濫ブロック

は同様にBR1～BR8，分合流区間の島状の氾濫ブロック

はBCとする（図-2）．霞堤等の不連続堤部を含む氾濫

ブロックはBR3, BR4, BL3, BL4, BCの5箇所，無堤部を部

分的に含むブロックはBL2, BL4の2箇所である．これら

の集計は，概ね同規模の発生確率と見做される5ケース

（表-1の区分）ごとに行う． 

c) 最大浸水深及び最大流速 

氾濫ブロック毎の浸水形態について考察する材料とし

て，氾濫域の各メッシュにおける最大浸水深(m)及び最

大流速(m/s)について氾濫ブロックごとの集計を行う．b)

と同様，5ケースごとに集計する． 

 

３．結果 

 

(1) 氾濫による洪水波形の変形とピーク流量低減量 

最大浸水深の分布の例を図-3，これらのケースに対応

した下流端における流量ハイドログラフを図-4に示す．

いずれもL1を超える超過洪水である．図-4に示すとおり，

氾濫を考慮しない貯留関数法のハイドログラフに対して，

氾濫解析の結果はややピーク流量が減少するとともに

ピーク到達時間が遅れる傾向がある．氾濫解析の洪水波

形に注目すると，超過洪水がピーク流量に至る過程で流

量の増加に小刻みな段があることが分かる．これは，複

数の氾濫ブロックで順番に，あるいは同時多発的に氾濫

が進んでいることに対応している． 

続いて，貯留関数法によるピーク流量と氾濫解析によ

るピーク流量の関係を，図-5に示す．L1未満である

W=1/50, 1/20, 1/10の15ケースでは，ピーク流量減少量は

わずかであった．L1以上では，貯留関数法の洪水ピーク

流量の増加に応じてほぼ線形でピーク流量の減少が生じ

ており，約10%程度のピーク低減が生じている． 

 

(2) 総浸水面積と洪水規模の関係性 

貯留関数法によるピーク流量に対する総浸水面積の関

係を図-6に示す．図-5に示したピーク流量低減量とは傾

向が異なり，L1未満の洪水であっても浸水が生じている．

これらは，霞堤遊水地や尻無堤遊水地への浸水，不連続

堤部における冠水等に対応している．L1未満からL2に

かけて指数関数的に浸水面積の増加がみられる．しかし

ながら，超過洪水では，同規模洪水であっても浸水面積

のばらつきが大きい．この要因については後に考察する． 

 

(3) 氾濫ブロックごとの浸水面積 

確率規模に応じた氾濫ブロック毎の浸水の特性を分析

するため，5ケースごと10段階で氾濫ブロック毎の浸水

面積の平均値及び標準偏差を集計した．氾濫ブロックの

分布は図-2に既に示したとおりである．全16ブロックの

氾濫ブロックにおける浸水面積と洪水規模の関係性に着

y = 3E-05x2 - 0.3534x + 968.89

R² = 0.92

0

500

1000

1500

2000

2500

0 3000 6000 9000 12000 15000

総
浸

水
面

積
(h

a
)

貯留関数法 ピーク流量（m3/s）

図-5 貯留関数法ピーク流量対 

氾濫解析ピーク流量 

図-6 貯留関数法ピーク流量対総浸水面積 
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図-4 流量ハイドログラフの例（実験順位N=1, 7, 30） 
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目すると，(A) L1未満から浸水し浸水面積が頭打ちとな

るブロック，(B) L1以上で浸水して浸水面積が頭打ちと

なるブロック，(C) L1以上で浸水して浸水面積が洪水規

模に応じて増加していくブロック，(D) L1を大幅に超え

る洪水で氾濫し浸水面積が急拡大するブロックという，

特徴が異なる4パターンに概ね分類できることが分かっ

た．それぞれのパターンに対応する典型的な氾濫ブロッ

クとして，BR4，BR8，BR6，BL2における浸水面積の

平均値及び標準偏差を図-7に示す． 

洪水規模に対する浸水面積の振る舞いが異なる4つの

パターンは，氾濫ブロックの地形の特性と対応している．

パターンAに当てはまった氾濫ブロックは，BL3, BL4, 

BR3, BR4, BCの5箇所で，これらはいずれも霞堤などの

不連続堤部を持つ氾濫ブロックであった．とくにBL3，

BR3は霞堤遊水地背後に，河岸段丘が控えており，想定

最大規模の洪水であっても段丘面に至ることは無く，氾

濫域が限定されていた．パターンBにはBL1, BR1, BR2, 

BR7, BR8が当てはまった．これらの氾濫ブロックは，連

続堤防によって守られているが，超過洪水発生時には氾

濫し，背後の山地と堤防とに囲まれた狭い氾濫域が一気

に浸水するという特徴があった．パターンCには，BR5, 

BR6が当てはまった．これらの氾濫ブロックは比較的広

い氾濫原を有する．氾濫原の大部分は水田であり，土地

が緩く傾斜しているために洪水規模に応じて浸水域が拡

大する特徴を示す．パターンDは，BL2, BL5, BL6, BL7が

該当した．とくに，BL2, BL5, BL6は200～300年確率と

評価される洪水によって氾濫が生じるが，氾濫した水が

旧河道の地形を伝って広範囲に拡大する傾向がある． 

また，パターンDに区分された氾濫ブロックは，同規

模出水に対して浸水面積のばらつきが非常に大きいとい

う特徴も有しており，図-6に示した浸水面積の大きなば

らつきは，パターンDの氾濫ブロックの浸水状況に大き

く依存しているといえる． 

(4) 氾濫ブロックごとの氾濫形態の特徴 

氾濫ブロックごとの氾濫の特徴をより詳細に考察する

ため，氾濫ブロック内で発生する最大流速について，氾

濫ブロック内での最大値，75%値，中央値（50%値），

25%値について，5ケース毎の平均値を図-8に示す．パ

ターンAで霞堤遊水地にあたるBR4（図-8左）では，L1

未満から浸水が発生し最大流速の最大値は洪水規模に応

じて増加するが霞堤開口部付近を除く大部分の浸水域で

は流速が0.3m/s以下であった．最大流速と実際の被害と

の関係性は，流速のみならず水深も考慮する必要がある．

浸水深と流速を組み合わせることにより判定されるリス

クランク7)を導入することによって，パターン毎の氾濫

形態の違いは，想定される被害の違いとしてより明瞭に

顕れるものと考えられる． 

 

４．考察 

 

(1) 外力シナリオに対する浸水面積のばらつき 

パターンDに区分される氾濫ブロックの浸水面積のば

らつきが大きいことを先に述べた．その他の氾濫ブロッ

クの浸水面積のばらつきを相対比較すると，16の氾濫ブ

ロックのうち上流側の氾濫ブロックにおける浸水面積の

ばらつきが大きい傾向がみられた．検討対象とした長良

川谷底平野区間には4本の河川が流入しているが，上流

区間は長良川本流と板取川の洪水のみが流下しており，

上流区間の浸水被害の大きさは，長良川本流と板取川の

ピーク流量の合算値に比例する傾向がみられた． 

著者らの分析5)では，直轄管理区間の計画基準点にお

いて100年確率以上の流量が観測される際には，長良川

上流域と板取川流域に強い雨域が分布する傾向5)が示さ

れており，もともと直轄基準点における上位の洪水イベ

ントは，長良川・板取川の流量が大部分を占める傾向が

図-7 特徴的なパターンを示す氾濫ブロックにおける浸水面積と洪水規模の関係（BR4, BR8, BR6, BL2） 

図-8 特徴的なパターンを示す氾濫ブロックにおける最大流速と洪水規模の関係（BR4, BR8, BR6, BL2） 
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あることが把握されていた．本研究では加えて，長良

川・板取川の合算流量の大きさが谷底平野区間における

超過洪水被害を大きく変動させることが分かった．すな

わち，多段階外力のシナリオ設定にあたっては，直轄区

間上流端におけるピーク流量のみならず，支川ごとの流

量配分にも着目したシナリオ設定がなされる必要がある． 

想定外を排した多段階外力シナリオを設定し，様々な

シナリオに対して有効に機能しうる流域治水メニューを

流域内に配置する上で，洪水シナリオをアンサンブル的

に用いる本研究の手法は効果的であると考えられる． 

 

(2)谷底平野部における氾濫特性と下流区間への影響 

長良川谷底平野区間における16の氾濫ブロックの氾濫

特性を分析した結果，4パターンに区分することができ

た．パターンAに区分された霞堤等の不連続堤部を有す

る氾濫ブロックでは，L1未満から浸水が生じるが，氾濫

の流速はそれほど大きくないことが確認された．長良川

谷底平野部における氾濫域は河岸段丘等によって制限さ

れており，少ない流量から貯留がおこるために超過洪水

における下流区間への洪水ピークカット効果は小さいと

いえる．瀧ら8)は，地形的条件が異なる安曇川・北川霞

堤群を対象に6つの治水機能の評価を試行した結果，大

洪水ほど霞堤による水位低下効果が大きいことが認めら

れ，ピークカット効果以外の効果も検証している．長良

川霞堤群についてもピークカット効果以外の幅広い観点

から治水機能評価を行う余地がある． 

パターンBでは，超過洪水発生時には越水・氾濫が生

じるが，河岸段丘や背後の山といった谷底平野における

地形的特徴により氾濫域が制限される．パターンCも同

様に超過洪水時に氾濫が生じるが逆に氾濫域が広い特徴

を持つ．これらの氾濫は超過洪水時に発生することから，

下流区間への洪水ピークカット効果が明瞭に顕れる一方，

氾濫域では当然ながら浸水被害が予想される． 

パターンDは，数百年確率の大洪水時にしか起こりえ

ない氾濫ではあるが，旧河道等の凹型微地形を伝った氾

濫流が広域に被害を拡大する旧河道は内水・外水ともに

水害リスクが高く9,10)，超過洪水時に旧河道が果たす役

割について重視する必要がある． 

これらの4パターンの分類については，谷底平野区間

から山間地区間に氾濫ブロックを有する多くの河川にも

適用可能と期待されるが，どれ程の一般性を有するか今

後検討が必要である． 

下流の直轄管理区間に対する洪水ピークカット効果や

洪水波形の変形については，16箇所もの氾濫ブロックが

関与している現象であるのに対し，ピーク流量低減量は

貯留関数法のピーク流量に対してばらつきの小さい線形

で表現され，計画規模を上回る洪水発生時の外力の想定
1)を現実的な形で行う手法の一つとしても推奨できる．

一方，本研究では破堤氾濫を扱っていないが越水破堤が

生じた場合にはより過酷な被害や，下流に伝搬する洪水

波形への不連続な影響も予想される．超過洪水時に実際

に想定される被害の分析については，本研究が示した幅

広い外力シナリオの想定に加え，既往の手法7,11)をうま

く活用しながらリスクとして分析することが重要である． 

 

謝辞：岐阜県管理河川の情報は，岐阜県県土整備部より

貸与いただいた．岐阜大学水系動態研究室の畠匠吾氏に

記して謝意を表する．本研究はJSPS科研費（JP20H0437 

7，JP20H00256）及び（独）環境再生保全機構の環境研

究総合推進費（JPMEERF20202004）により実施した．  

 

参考文献 

1) 国土交通省 水管理・国土保全局河川環境課，水防企画室，

国土政策総合研究所河川研究部水害研究室：浸水想定区域図

策定の手引き（第4版）, 121pp., 2017.（https://www.mlit.go.jp/ 

river/shishin_guideline/pdf/manual_kouzuishinsui_1710.pdf, 2022

年3月14日閲覧） 

2) 岐阜県県土整備部河川課：「伝統的防災施設マップ」を活用

した地域防災力の向上，2016.（https://www.pref.gifu.lg.jp/ 

page/9898.html, 2022年3月14日閲覧） 

3) 国土交通省中部地方整備局：木曽川水系河川整備計画，令和

2年3月31日改訂版，2021．（https://www.cbr.mlit.go.jp/kisokar 

yu/kisosansen-plan/, 2022年3月14日閲覧） 

4) 原田守啓ら：アンサンブル気候変動予測データベースを用い

た洪水頻度解析による長良川流域の温暖化影響評価, 土木学

会論文集B1(水工学) , Vol.74, No.4, pp.I_181–I_186., 2018. 

5) 原田守啓，瀧健太郎：d4PDF領域気候モデルと洪水流出解析

による流域を俯瞰した洪水規模・頻度の分布特性の分析, 土

木学会論文集B1(水工学), Vol.77, No.2, pp.I_475–I_480., 2021. 

6) 大野峻・杉浦聡志・高木朗義：破堤確率と上下流の関係を考

慮したリスク評価に基づく流域治水計画策定方法, 土木学会

論文集D3 (土木計画学), Vol.72, No.5, I_149–I_158, 2016. 

7) 米田駿星・佐藤誠・川村育男・山口昌志・松本勝治・山田朋

人：降雨・流出の不確実性を考慮した内外水同時氾濫による

浸水被害のリスク評価, 土木学会論文集B1(水工学), Vol.74, 

No.5, pp.I_1387–I_1392., 2018. 

8) 瀧健太郎・中村亮太・原田守啓・田中耕司：霞堤の治水機能

の評価方法および流域治水計画における位置付けに関する一

考察, 河川技術論文集, 第27巻, pp.557–562, 2021. 

9) 中村太士ら：2019年台風19号（令和元年東日本台風）災害を

踏まえた治水・環境への提言, 応用生態工学会, 21-00014（早

期公開論文ID）, 13pp., 2021. 

10)石川忠晴：今後の超過洪水対策における計画的氾濫につい

て, 水文水資源学会誌, 第33巻, 第6号, pp.263–270, 2020. 

11)大楽浩司・平野淳平：東京都市圏における水害リスク評価

手法の開発 , 土木学会論文集B1(水工学), Vol.69, No.4, 

pp.I_1555–I_1560., 2013. 

（2022.3.25受付） 

 

- 36 -




