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平成27年の水防法改正を受けて，想定しうる最大規模の降雨に対する洪水浸水想定区域の告

示が進められている中で，既往の浸水解析条件と異なる課題として①想定しうる最大規模の降

雨量・降雨波形の設定，②急流河川に対する破堤氾濫条件が挙げられた．これらの課題に対し

て，降雨継続時間・計画上降雨波形が無い河川の降雨波形・急流河川の破堤条件等に着目し対

応策を検討した上で，富山県水位周知河川の洪水浸水想定区域図の作成を実施した． 
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１．業務背景・目的 
 

(1)業務の背景 

近年，洪水のほか内水･高潮により現在の想定を

超える浸水被害が多発しており，想定し得る最大規

模の降雨（以下「「L2降雨」」と記す）に対する避

難体制等の充実・強化のためのハード・ソフト両面

からの対策推進，的確な避難勧告の発令や広域避難

体制の整備などのため，平成27年7月および平成29

年6月に水防法が改正されている．この改正を受け

た洪水浸水想定区域図作成において，基本的な方針

を示す「洪水浸水想定区域図作成マニュアル」1)

（以下「マニュアル」と記す），「浸水想定(洪水，

内水)の作成等のための想定最大外力の設定手法」2)

（以下「外力設定手法」と記す），「中小河川洪水

浸水想定区域図作成の手引き」3)（以下「中小河川

マニュアル」と記す），「急流河川浸水想定区域図

作成の手引き案」4)（以下「急流河川手引き」と記

す）等の手引きがまとめられている． 

 

(2)目的 

水防法改正を受けて全国的に洪水浸水想定区域図

の作成が進められている中で，富山県においても

様々な大きさの流域を持ち急流河川を有する県下水

位周知河川（以下「県河川」と記す）を対象として，

「L2降雨」での洪水浸水想定区域図の検討が進めら

れている．この中で「マニュアル」等で明確に示さ

れていない条件等は各河川の実情を考慮して設定す

る必要がある． 

本稿では，「マニュアル」等で明確に示されてい

ない条件を設定するにあたり，県河川の特徴を踏ま

えた設定を行う際の課題と対応内容を示す． 

２．業務課題 

 
富山県の洪水浸水想定区域図検討を実施した際に

以下の２課題が明らかになった． 

 

①富山県管理の水位周知河川は，流域面積が数km2

～百数十km2と様々であり，さらに洪水調節施設

の有無等により，各々の流域で合理式・貯留関数

法等，流量の算定方法が異なっている．計画上ハ

イエトグラフが設定されていない流域に対して

「外力設定手法」ではハイドログラフ設定方法が

明確でないことなどから，各河川で異なる条件を

踏まえ，最適となる「L2降雨」の降雨量や被害最

大となる降雨波形を設定する必要がある． 

②世界に名だたる急流河川が数多く存在する富山県

内の河川（図-1）に対して，急流河川に対する破

堤氾濫を検討する際に，破堤条件として「マニュ

アル」での標準的な手法をそのまま適用するだけ

でなく，急流河川の特徴を考慮する必要がある． 

 

 
図-1 河川縦断概略図5) 



 

 

３．「L2降雨」の降雨量・降雨波形の設定 

 

(1)「L2降雨」の設定の流れ 

「マニュアル」等から読み取れる「L2降雨」の設

定の流れを図-1に示す．図-2中の下線に示す項目は

マニュアルで設定方法が明確にされていないため，

対象河川毎に検討し条件を設定する必要がある． 

 

 
図-2 「L2降雨」の降雨量・降雨波形設定の主な流れ 

 

(2)「L2降雨」の降雨量算定 

「L2降雨」の降雨量算定において，[2]降雨継続

時間は，「洪水のピーク流量に支配的な継続時間に

より決定することを基本」とし，流域の大きさ・形

状等，当該河川の洪水到達時間，過去の洪水の降雨

状況，流出特性等を総合的に検討し設定すること，

具体的な設定として河川整備の前提とする対象降雨

の計画降雨継続時間などが挙げられている2)． 

この内容を踏まえると，県河川の中では河川計画

の内容により表-1に示す考えが示された． 

 
表-1 県河川の計画内容とL2降雨設定の条件 

計画内容 L2降雨設定の条件 備考

【計画①】河川整備
計画・工事実施基本
計画および全体計画
で計画降雨継続時間
が設定されている河
川

計画で定められている計画降
雨継続時間を想定最大規模で
の降雨継続時間とする

直轄管理河川
や貯留関数法
等で定められ
ている河川に
適用

新規に想定最大規模に対する
降雨継続時間を設定する

【設定方法①】計画降雨継続
時間が設定されている河川に
準じた計画降雨継続時間を準
用する

【設定方法②】洪水到達時間
を適用する

【計画②】合理式に
よる計画策定河川や
計画未策定の河川で
計画降雨継続時間が
設定されていない河
川

直轄管理河川
では適用が無
く、県管理河
川独自の課題
である

 
 

表-1の【計画②】に該当する場合のうち，【設定

方法②】では，災害発生時の実績降雨継続時間と比

べ洪水到達時間が非常に短く，浸水を過小評価する

可能性があることから不適切と判断した． 

【設定方法①】については【計画①】での計画降

雨継続時間として一般的に24時間が用いられている

ことを踏まえ，降雨継続時間24時間を基本として採

用し，この設定に基づく降雨量算定を行った． 

 

(2)合理式の適用流域等での「L2降雨」波形設定 

a)「外力設定手法」に基づく降雨波形の仮設定 

合理式で計画高水流量が設定されている場合（小

規模流域で特にダムなどの洪水調節施設がない流域

等）では，ハイエトグラフが河川計画上設定されて

いないため，「L2降雨」の中央集中型降雨波形を以

下の手法により仮設定した（図-3）． 

①最新の降雨強度式を用いて計画規模相当の中央集

中型降雨波形を作成する． 

②降雨継続時間内での①の雨量を集計し，(2)で設

定した降雨量となるように引伸し倍率を算定する． 

③①の降雨波形を②の引伸し倍率で引伸ばす． 

図-3の結果からは，ピーク降雨量が「外力設定手

法」で示されている極値（220mm/hr）2)を上回って

いるため，「L2降雨」としては過剰な降雨波形であ

り採用不可と判断した． 

 

 
図-3  「L2降雨」計算例(1) 

（10分刻みでの雨量を毎正時で合算した値） 

 

b)「L2降雨」の降雨波形の設定 

a)の結果で採用不可と判断した場合に対して，

ピーク降雨量が極値（220mm/hr）を下回る複数の方

法を県および各コンサルタント会社を交えて協議し

た．協議の中で表-2に示す方法が提示されたが，協

議後に検討した評価結果を踏まえ，a)で設定した

「L2降雨」の降雨波形が適切でない場合には，②の

方法を採用して降雨波形を設定した（図-4）． 

 
表-2 降雨波形の設定方法と評価結果 

設定方法

【方法①】a)の降雨波形
の220mm/hr以上の降雨を
周辺へ按分する方法

按分方法が不明瞭であり，合理性を欠く
ことになるため却下した． ×

【方法②】外力設定手
法」で示されている「L2
降雨」量を基に降雨強度
式を作成し，この降雨強
度式を用いてハイエトグ
ラフを新規に作成し直す
方法

各時間・流域面積に適応した「L2降雨」
を用いて降雨強度式を作成しており、合
理性があると判断して採用した．
(1)で挙げた洪水到達時間を基準とした
降雨よりピーク降雨量は小さいが，ピー
ク降雨量以外の雨量は大きく浸水のボ
リュームは大きくなるものと考えられ
る．

○

設定方法の評価

 

①「L2降雨」の降雨量を設定 

以下の諸元を用いて設定する． 

[1]地域性：「⑥北陸」 

[2]降雨継続時間 

[3]降雨評価の対象とする面積 

  ：対象とする河川の流域面積 

②「L2降雨」の降雨波形を設定 

a)計画未策定・合理式

による計画策定河川 

貯留関数法等による 

計画策定河川 

計画の検討対象降雨波

形，近年の豪雨波形を

「L2降雨」の降雨量ま

で引き伸ばす． 

中央集中型降雨波形

を新たに作成する． 

・極値（220mm/hr）

を超過していない

かを確認 

被害が最大となる降雨

波形を選定する． 

・極値（220mm/hr）を超

過していないか確認 

※下線の項目は「マニュ

アル」で明確な設定方法

が記載されていない事項 
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図-4  「L2降雨」計算例(3) 

（10分刻みでの雨量を毎正時で合算した値） 

 

(3)貯留関数法等適用流域での「L2降雨」波形設定 

貯留関数法等を用いて計画高水流量が設定されて

いる流域では，過去の実績降雨波形等を基に計画降

雨波形が設定されていることを踏まえ，既往の検討

で用いられている降雨波形および近年で災害が発生

する規模の降雨を基に設定を行った． 

a)検討対象とする降雨波形の整理 

まず，想定最大規模の降雨波形の検討においては

過去の計画対象降雨波形を対象とする．さらに，計

画策定以降の浸水被害を起こす豪雨等は考慮されて

いないため，計画策定以降の豪雨を対象として加え

る．これらの降雨波形の中から「L2降雨」波形の基

本となる波形を選定する（表-3）． 

これらの降雨波形を基に，降雨継続時間の範囲の

降雨量が(1)で設定する「L2降雨」の降雨量となる

ように等倍率で引き伸ばしを行った降雨波形を検討

対象とした． 
 

表-3 検討対象降雨選定例 
番号 洪水記号 波形名称 選定候補

1 S3607 昭和36年7月型
国管理区間の検討における想定最大規模
洪水

2 S4009 昭和40年9月型

3 S4408 昭和44年8月型

4 S4606 昭和46年6月型

5 S4607 昭和46年7月型

6 S5007 昭和50年7月型

7 S5109 昭和51年9月型

8 S5607 昭和56年7月型

9 S5608 昭和56年8月型

10 S5709 昭和57年9月型

11 S5807 昭和58年7月型

12 S6006 昭和60年6月型

13 S6007 昭和60年7月型

14 S6306 昭和63年6月型

15 H0109 平成年1年9月型

16 H0707 平成年7年7月型

17 H0806 平成年8年6月型

18 H1009 平成10年9月型

19 H1407 平成14年7月型

20 H1610 平成16年10月型

21 H2008 平成20年8月型

22 H2506 平成25年6月型

23 H2508 平成25年8月型

24 H2509 平成25年9月型

25 H2807 平成28年7月型

26 H290701 平成29年7月1日型

27 H290725 平成29年7月25日型

28 H2908 平成29年8月型

引伸し後の降雨量が220mm/hrを超過したため棄却した降雨波形

全体計画で候補に挙げられている代表洪
水

治水計画検討における代表洪水

上記治水計画検討以降（平成12～28年）
で規模が大きな降雨（富山観測所・大山
観測所において、日雨量・時間雨量が上
位5位の降雨）

 
 

b)被害最大となる「L2降雨」の降雨波形の選定 

a)で整理した降雨波形の中で，被害が最大となる

降雨波形を設定した．被害最大となる波形としては，

「外力設定手法」において「氾濫した際の被害が最

大となるものは，氾濫域等の特性と洪水のピーク流

量，氾濫ボリュームを考慮して選定する」2)とある

ことを踏まえ，各降雨波形における流出解析を実施

し，①ピーク流量，②流出解析結果に基づく想定氾

濫量を算定した（図-5）． 

被害最大の降雨波形としては，これらの値が上位

となる波形を最終的に採用した．ただし，①と②の

順位に大きな齟齬が生じた場合には，①②の1位と

なる降雨波形を対象として浸水解析の試算を実施

（図-6）し，浸水解析における浸水面積が最大とな

る波形を選定した． 
 

 
  図-5 降雨波形毎のピーク流量（上段）・想定 

     氾濫量（下段）の算定例 
 

 
図-6  浸水解析結果による降雨波形設定例 
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(4)急流河川・扇状地を流下する河川に対する破堤 

   条件の設定 

a)既往の浸水想定区域図作成時の破堤条件 

富山県下の河川は図-1に示す通り大部分が急流河

川となっている．急流河川は流下時の洪水が有する

エネルギーが大きく，通常の河川での破堤開始水位

到達前に破堤する可能性がある． 

このため，既往の洪水浸水想定区域の検討の基本

となっている「急流河川手引き」では，この現象を

反映して浸水解析の条件が設定されていた（図-7）． 

 

 
図-7  浸水解析での破堤開始条件の違い4) 

（「急流河川手引き」の記載内容を調整） 

 

b)急流河川に対する本稿での破堤条件の設定 

既往の浸水想定区域図公表時点から河川改修が実

施されていない急流河川を対象として，「マニュア

ル」に示されている標準的な考え方を適用した場合

（図-8）には，破堤地点が変化して，改修効果等の

変化が無いにもかかわらず，浸水低減の効果が表れ

るような結果となった． 

急流河川における浸水被害発生形態は「急流河川

手引き」の時点から現在まで特に変わらないため，

この結果に対し，「急流河川手引き」での条件（洪

水位のピーク発生時に破堤する等）を適用して浸水

解析を実施する方法を採用した．その結果として，

「急流河川手引き」の適用前に見られた，改修効果

等の変化が無い状態での浸水範囲の変化は解消され

る結果となった（図-8）． 

なお，富山河川国道事務所の管理４河川の洪水浸

水想定区域検討時には「急流河川手引き」で示す条

件が採用されており，「マニュアル」にも「急流河

川手引き」の解析条件が採用可能な旨が記載されて

いることから，この内容は，「マニュアル」の記載

内容から逸脱していないことが確認できている． 

４．得られた成果と今後の課題 

 

本稿において示した課題とこれらに対する対応内

容を以下に示す． 

①「L2降雨」の降雨量について，降雨継続時間の設

定が課題となる河川に対して，富山県の一般的な

計画降雨継続時間24時間を適用した． 

②「L2降雨」の降雨波形について，計画上降雨波形

の設定が無い河川に対して，「外力設定手法」に

示される降雨量に基づく降雨強度式から降雨波形

を設定した．また，検討内容によっては浸水解析

による被害（浸水範囲・浸水深）の確認を交えて

被害最大の設定を実施した． 

③急流河川に対する破堤氾濫の検討に際し，「急流

河川手引き」の条件を適用することで，過去の結

果と矛盾無く洪水浸水想定区域を提示できた． 

なお，今後さらに最新の知見を反映して洪水浸水

想定区域図の作成を行う必要がある． 

富山県下では，水位周知河川の洪水浸水想定区域

設定が現在進められており，これらの知見を活かし

て業務を進めていく所存である． 
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