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１．はじめに 

平成 24 年度以降，地域防災教育研究センター事業の一環として，降雨流出過程の実態把握や水

害リスクの評価に関する研究を行ってきた．平成 24 年度に「薩南諸島の 11 河川を対象とした水

位計測」と「分布型山地降雨流出解析モデルの作成」1）に着手し，平成 25 年度には「画像流量計

測システム」2）を構築している．平成 26 年度の事業では，低コスト・低労力で降雨流出特性を評

価可能な一連のシステムを構築することを目的とし，前述の降雨流出解析モデルの高精度化と流

量計測システムの実証実験を中心に実施した． 
 

２．分布型山地降雨流出解析モデルにおける土地利用の考慮 

平成 24 年度に構築した分布型山地降雨流出解析モデル（以下，流出解析モデル）によって，河

川の水位・流量が良好に再現できることが確認されている．その一方で，計算領域内の多くのメ

ッシュで表面流出が生じることも確認された．そこで，農地や市街地においては降雨排水施設が

整備されていることに注目し，既往のモデルへの排水機能（以下，田畑モデル）の追加による表

面流出の緩和を試みた． 
国土交通省国土政策局 3）が公開している 5 次メッシュ標高データと土地利用細分メッシュデー

タを用いて数値計算に必要な集水域，本川，および支川を抽出した．図-1に吉松水文観測所を下

流端とした場合の集水範囲と土地利用を示す．鹿児島県の農業農村整備事業計画基準雨量 4）を参

考にして降雨強度 70mm/h を計画降水量と定め，それに相当する流量を閾値として表面流出させ

るか否かを決定した．図-2は既往の計算による降雨ピーク時の流出形態である．排水機能が期待

できる田畑や宅地のメッシュで表面流出が生じている．田畑モデルを導入し，田畑や宅地のメッ

シュに排水機能を付加した計算の結果が図-3である．田畑モデル導入後も河川付近で表面流出が

発生しているものの，田畑モデルを導入したメッシュでは表面流出が解消された．田畑モデル導

入前後の表面流出の面積を確認すると，田畑モデルを導入することで厚み 0.5m 以上の表面流出の

面積が半分近く減少していた．全体では 33%程度の面積において表面流出の解消が確認された． 
 

   
図-1 計算対象流域と土地利用 図-2 流出形態の分布(農地モデル無) 図-3 流出形態の分布(農地モデル有) 

 

３．山地斜面における浸透流挙動の高精度把握に向けた現地観測への着手 

流出解析モデルにおける山地部の土壌水分動態の精度向上に向け，現地斜面での水分浸透挙動

や地表面からの蒸発量に関する現地調査に着手した．平成 26 年度の事業では，土中水分状態計測

システム（図-4）の予備試験，ならびに同計測システムを設置する調査対象小流域の選定と現地

踏査を完了した．調査対象小流域は，図-5に示す肝属川水系串良川上流（鹿児島大学農学部付属

高隈演習林）の小流域である．調査対象小流域の下流端には三角堰（写真-1）が設置されており，

比較的容易に流量を評価できる．また，現地調査で得られる情報を流出解析モデルにフィードバ

ックするための準備も行った．地理情報システム（GIS）によって，国土地理院の縮尺 2 万 5 千分
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の１地形図の等高線データから 20m メッシュの DEM を作成し，山地降雨流出解析モデルへの適

用した（図-6）． 
 

  
図-4土中水分状態計測システムの概略   図-5高隈演習林および観測対象地の位置 

   
写真-1 観測対象小流域下流端の流量堰 図-6 観測対象小流域の地形と落水方向  

 

４．画像流量計測システムの実証実験 
流量観測未実施区間における河川流量データの取得を目的として，平成 25 年度に構築した画像

流量観測システムを川内川に設置し，実用性の検証を行った．画像流量観測システムで採用して

いる解析手法 STIV（Space-Time Image Velocimetry）の精度については，既往の研究 5）で十分な検

討がなされていることから，本事業では簡便で経済的な手法の確立を主目的とした．また，将来

的な中小河川への適用を見据え，可搬性や設置方法に関する検討も併せて行った．動画撮影地点

は，図-7 に示す川内川菱刈地区荒田地先である．右岸側カメラ（写真-2）を 2014 年 9 月 19 日，

左岸側カメラ（写真-3）を 2014 年 11 月 2 日に設置し，2015 年 1 月 15 日まで動画撮影を行った． 
解析結果の例として，水位が比較的高かった 2014 年 12 月 20 日 17:00（解析例①）と水位が低

かった 2015 年 1 月 13 日 10:00（解析例②）に右岸から撮影された動画の解析結果を図-8に示す．

トレーサーとなる気泡や漂流物などが少なく，流速を検出できない領域が左岸側に見られた．ま

た，風によって逆流を生じているケースも見られたが，いずれも低水時の観測であったためと考

えられる．カメラ設置から画像解析までの一連の体制は構築できていることから，引き続き出水

期のモニタリングを実施する予定である． 
 

  
写真-2 右岸側に設置した撮影機材 写真-3 左岸側に設置した撮影機材 
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図-7 カメラ設置地点の概略 図-8 STIV による表層流速解析結果 

（左図：解析例①，右図：解析例②） 

 

５．おわりに 

水害による被害の軽減には，ハード対策のみならずソフト対策が不可欠である．ソフト対策に

おける適切なシナリオ作りには，降雨流出過程の実態把握が重要となる．本事業では，“経済的か

つ簡易的な水位・流量予測ツールの構築”と“継続的な水文データ取得”の関する取組みを行っ

た．本事業で構築した分布型降雨流出解析モデルによって川内川の複数の洪水を再現できること

や農地の排水機能を考慮することで平地部での表面流出の多くが解消されることが確認された．

ただし，山地部では依然として表面流出が生じていることから，山地部の計算精度向上の取組み

が不可欠である．この点については，土壌水分の挙動を精緻にモデルに組み込むべく，鹿児島大

学農学部付属高隈演習林における現地観測を継続する予定である．加えて，画像流量計測用の機

材を比較的安価に製作することができた．これは，市販のビデオカメラを用いて 2～3ヶ月間無人

でデータを取得できるシステムとなっており，今後は出水時の流量観測に使用する予定である． 
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