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第 13 号    (平成 20年 1月 4日発行) 

 

●社内講演会紹介 

当社では，幅広い見識と専門的な技術の継続的な向上を目指して，学識経験者や専門家を招いて社内

講演会を定期的に開催しています。本年度に実施した第 33 回レクチャーミーティングを御紹介します。 

＜避難行動シミュレーションと防災計画 －エージェントモデルを中心として－＞ 

講 師：名古屋産業大学 環境情報ビジネス学部 石橋 健一准教授 

“避難”とは「自らの得た情報に基づき，自らのおかれている状況を安全でない，もしくは，将来の状況が

安全でなくなると判断した場合，自らの位置を生命の危険が生ずる恐れの少ない場所と判断した場所に移すこ

と」といえます。また“避難予測”とは「効率的に安全に全ての人を短時間に避難させることができるかどう

かを考えるため」に行うものです。内閣府中央防災会議では，近い将来発生すると考えられる巨大地震に備え

て，被災想定，ハザードマップの作成，過去の大規模地震の発生頻度等の情報提供を行っています。これらの

情報は 500ｍメッシュを基準に整理されており，災害発生状況をマクロの視点で把握するためには非常に有効
な情報となっています。また，これらの情報に基づいて地域毎の防災計画が策定されており，避難方法のガイ

ドラインや広域避難場所の指定等

の避難ルールが定められています。 
しかしながら，実際に津波のよう

な大規模な災害が発生した場合，地

元の地理を知っている地域住民は

どのような避難行動をとるか，たま

たまその場に居合わせた地元の地

理に疎い観光客はどのような避難

行動をとるか，避難時にどのような

問題が発生するかといった細かい

データへの情報の落とし込みについては検討途上の段階にあるといえます。 
そこで私たちは，避難政策・計画に役立てることを目的として避難行動再現シミュレーションの開発に取り

組みました。現在，代表的な避難モデルには，流体モデルと粒子モデルがあります。この中から，人間の避難・

安全・安心ということを全部抽象化できるモデルとして粒子モデルを基に，実際に避難する人たちの意思決定

が個々に違うことに着目して“情報と簡易な意思決定を基に自らの位置を決定する行動モデル”へと拡張を行

いました。このモデルは「移動・対流・交差・滞留」という４つの行動パターンを再現できるという特徴を持

っています。さらに，GISを用いて，この行動モデル・災害発生空間・地形図をそれぞれのレイヤーとした“避
難マルチエージェントシミュレーションシステム”を開発しました。このシステムに，人口分布・火災発生地

点・地形図を入力して計算すると都市火災避難のシミュレーションとなり，津波を災害条件に設定すると津波

避難シミュレーションとしても利用できます。 
このシステムにより，避難行動を可視化することができますので，専門家や関係者あるいは住民がシミュレ

ーションを見ることで被害イメージを共有することができます。イメージを共有することでコミュニケーショ

ンが深まり，災害に対する知識の差をなくすことが可能となり，また，関係者の様々な意見を取り入れること

でシミュレーションの精度向上も期待できます。さらに，このシステムは，数万人のデータに対して解析する

場合でも，一人一人の行動を 1秒毎にデータベース化していくため，時間経過とともに変化するケースを比較
することもでき，いろいろな政策実験を行うことが可能となります。 
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●技術紹介 
＜数値波動水路（CADMAS-SURF）の応用＞ 

１.数値波動水路（CADMAS-SURF）とは？ 

数値波動水路（CADMAS-SURF）は，2 次元非圧縮流体の Navier-Stokes 方程式と連続の式を基礎
方程式とし，自由表面解析モデルに VOF 法を採用するとともに，ポーラスモデルを用いて形状近似精
度を高めている，などの特徴があります。簡単に言うと，水理模型実験をコンピュータの中で実施して，

水理模型実験と同じような答えを得ることができる数値モデルです。現在公開中のモデルは断面二次元

モデルですが，三次元へ拡張した数値波動水槽の研究が進められています。（当社が使用している

CADMAS-SURFのプログラムは，財団法人沿岸技術研究センターから公開されているものです。） 
２.数値波動水路の応用例 

数値波動水路では，波の変形は当然として，越波や構造物に作用する波圧も求めることができます。

その一例として，直立壁を波が越波して背後に伝達する状況を計算し，模型実験と比較した事例をご紹

介します。模型実験と同様に，下図に示すような計算領域を作成します。造波ソースとは波の発生源で

あり，模型実験の造波機に相当します。図中の ch.2から ch.18は水位変化の時系列データを出力する地
点です。これらは任意に

設定することができ，模

型実験において波高計を

設置するのと同様なデー

タを得ることができます。

図中の ch.13の下にある
棒状のものが直立壁です。 

数値波動水路と模型実験の水位の時間変化を

比較すると左図のとおりです。直立壁直前の

ch.13 の水位の時間変化は模型実験と数値計算
でよく一致しています。直立壁背後の水位変化

は，1 波ごとの振幅は模型実験のほうが大きい
ですが，越波に伴う水位上昇は模型実験と数値

計算でよく一致しています。 
CADMAS-SURF では下図に示すように空間
波形を出力して越波の状況を視覚的に確認する

ことも可能です。 

    
３.弊社では 

現状では，CADMAS-SURF は計算結果が模型実験結果と一致するように，案件ごとに計算パラメー
タの調整が行われています。当社は水理模型実験の実績が豊富なので，水理模型実験と CADMAS-SURF
を組み合わせた，高度な検討を行うことができます。 
（この成果の一部は，数値波動水槽の耐波設計に関する研究会（委員長：東京大学・磯部雅彦教授）お

よび同研究会内の越波ワーキンググループ（主査：名古屋大学・川崎浩司准教授）における研究成果

であることを付記し，ニュースレターへの掲載にご快諾いただいた関係各位に感謝の意を表します。

（当社は越波ワーキンググループのメンバーです。））  （担当：沿岸デザイン本部 水理実験部） 
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●技術紹介 
＜河川改修における河岸自然環境の回復に関する技術＞ 

 

1.背 景 

 現在，日本の河川においては，改修工事が進められているにもかかわらず，治水安全度は計画規模に

対してまだ低い河川が多く，川幅を拡幅するなどして，洪水の流下能力を増やす必要があります。一方，

河岸はヤナギなどの河畔林や，ヨシ原などの多様な自然環境があり，生物の生息・生育場として，また，

上・下流方向に対する緑の連続性を確保するという観点からも自然環境の保全が望まれています。 
 
2.河岸の自然環境保全のためのフィールド試験 

 これら，治水及び環境保全の双方のニーズを満足させるため，実河川において河岸の自然再生のため

のフィールドを設定し，①河岸の自然環境の現状解析，②掘削後の河岸自然環境回復過程のモニタリン

グ，③掘削形状の工夫による早期の環境回復試験を実施しました。 
 
①!  河岸の自然環境の現状解析         ② 掘削後の河岸自然回復過程のモニタリング 

 ・既存河畔林の樹高，樹齢，根系調査 
 ・河岸堆積土砂調査 
 ・土砂に含まれる埋土種子発芽試験 
 ・地下水調査 
 
 
 
 
 
 
  河畔林根系調査                堆積土砂調査 

                                 実生ヤナギ群落追跡調査 

 

 

 ③ 掘削形状の工夫による早期の環境回復試験 

 河岸掘削予定地を対象に，河川水位からの高 
 さが異なる複数の地盤高の「中水敷」を設置 
し，植生の回復速度，土砂の粒度・堆積厚等 
を把握・考察し，自然環境を早期に復元する 
ための最適な掘削方法を検証 
 

 

3.調査結果の活用方策 

実河川を用いた自然復元モニタリング調査により，河岸のヤナギ林の回復や，河川特有の希少植物等

の再生が，掘削後の土砂堆積に大きく依存することが確認できました。これらの知見に基づき，河川環

境への影響を最小化するための掘削方法，流下能力確保のための樹木管理等へ活用することが可能とな

ります。 
（担当：河川・環境本部） 

・河岸の植生回復状況モニタリング 
・個体(株)に着目した希少植物等の追跡調査 
・冠水頻度調査 
・洪水時外力（水深，流速，河床変動）調査 
・洪水時堆積土砂量実測，粒度分析 

1 回の出水で約 9cm
ヤナギの密度と丈を計測 

2 年目春 

2 年目夏 
豊水位程度地盤高 

豊水位+1m中水敷
現高水敷高 
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●表 彰 

受賞者名 表彰内容 表彰者 
合田良実 第54回海岸工学講演会 海岸工学論文賞（下記論文※に対して） (社)土木学会 海岸工学委員会 

●発表論文紹介 

１．海岸工学論文集 第 54 巻 

現地観測と模型実験に基づく越波伝達波の推定とその再現計算の試み 長谷川準三，長谷川巌

工学的応用のための砕波統計量データの再整理 ※ 合田良実 

内海・内湾域を対象とした波浪推算モデルの高精度化に向けた検討 鈴山勝之 

透過堤を用いた現地港湾における長周期波対策 原崎恵太郎 

観測結果に基づく 2006 年および 2007 年千島列島沖の地震津波の特性 久高将信，額田恭史 

台風経路を考慮した瀬戸内海の高潮特性 柴木秀之 

日本沿岸で観測された 2006 年の台風等による高波特性 久高将信，額田恭史 

海岸線に対して直角に形成された砂州の形成過程と維持機構について 片野明良 

恵比須浜漁港周辺の岩礁部における漂砂特性の検討 小野信幸，伊東啓勝，黒木敬司 

ルーマニア黒海南部海岸の侵食実態とその対策について 
宇野喜之，伊東啓勝，黒木敬司 

越智裕，合田良実 

越波吸収型護岸による海上空港の越波対策 長谷川巌 

エコシステム式海域環境保全工法を導入した直立構造物の環境配慮機能の評価 岩村俊平，山本秀一 

酒田港周辺で発生した流木・浮遊ゴミの漂流に関する研究 柴木秀之，原崎恵太郎，宇野喜之

２．海洋開発論文集 Vol.23 [2007] 

防災総合数値解析システムの構築～四国沿岸域を対象として～ 柴木秀之，原信彦 

海上風観測値と気象庁 GPV を用いた有明海における波浪推算精度向上の検討 仲井圭二，鈴山勝之 

内湾域での波浪推算の精度向上を目的とした波浪と海上風推算に関する幾つかの検討 鈴山勝之 

下関沖合人工島における藻場造成の取り組み 山本秀一，田村圭一 

複合型空港等周辺の流況に関する模型実験 長谷川巌 

沖ノ鳥島周辺海域における水産利活用の促進 山本秀一，北野倫生 

沖ノ鳥島のサンゴの維持・拡大を目的とした種苗生産技術と増殖技術の開発 北野倫生 

ブイの動揺を考慮した GPS 波浪計による洋上風観測 久高将信，額田恭史 

瀬戸内海水島港周辺域の懸濁粒子(SS)の輸送特性 高尾敏幸，柴木秀之 

３．第 5回海岸構造物国際会議(Coastal Structures 2007)招待講演 (ヴェネチア 2007.7) 

Call for Engineering Judgment in Coastal Engineering Research 合田良実 

４．平成 19 年度土木学会全国大会第 2回年次学術講演会 2007 

観光舟運を利用した都市再生に関する考察 江上和也 

（執筆者欄は，共著であっても当社社員のみを記載） 
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