
から自動計算」から選択することが可能です。
④ 下流端水位の時間変化に、津波による潮位変動の
影響を考慮することで、河川における津波遡上の解析
が可能です。

２．２　流れの計算

２．２．１　基礎式

　流れの計算は、連続の式（1）と運動の方程式（2）を用
います。

（1）

（2）

１次元河川流計算ソフトウェア CERI 1D の公開について

伊藤　丹＊　阿部　孝章＊＊　鳥谷部　寿人＊＊＊　吉川　泰弘＊＊＊＊

１．はじめに

　寒地河川チームが開発した１次元河川解析ソフトウ
ェ ア CERI  1D が、 寒 地 土 木 研 究 所 及 び iR IC

（International River Interface Cooperative）の各ホー
ムページ１），２）で公開されました。なお、iRIC は河川
計算ソフトウェアを提供する国際プロジェクトです

（詳細については別記事「ソウル国立大学における
iRIC モデリングに関する短期講習参加報告」を参照
ください）。
　CERI 1D は、河川の流れを計算する１次元解析ソ
フトウェアで、洪水、津波遡上、結氷時の洪水や津波
遡上などが計算できます。１次元解析で計算時間が短
い利点を活かして、事前に多くの検討を行い予め災害
事象に備えておくことや、リアルタイムの洪水・津波
等の予測への活用が期待されています（図－１）。なお、
本報告では津波遡上計算を中心に、モデルの概要や東
北地方太平洋沖地震による津波遡上への適用事例につ
いて解説します。

２．CERI1D の概要

　計算に必要なデータは、地形、河川流入流量、下流
端水位および粗度です。また、河氷変動計算を行う場
合には河川の流入河氷量、水温、気温が、津波遡上計
算を行う場合には河口部における津波波高の時系列デ
ータが必要です。計算を開始するまでの基本的な手順
は図－２のとおりです。

２．１　計算モデルの特徴

　以下に本モデルの特徴について述べます。
① iRIC のプリポストプロセッサー機能により、GUI
上で横断形状の取り込み、計算、可視化が可能です。
特に１次元解析でありながら、平面的に水理量の変化
を把握することが可能です。
② 上下流端の境界条件については、下流端水位、上流
端流量の時間変化を考慮して設定可能です。
③ 河床粗度係数については、「固定値」と「河床材料

図－１　活用のイメージ

iRIC Software CERI 1D Examples より抜粋２）

図－２　計算モデルの概要

技術資料
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　Aw［m2］：河川水の流積、Qw［m3/s］：流量、z［m］：
河床高、hw［m］：水深、nb［s/m1/2］：Manning の粗
度係数、uw［m/s］：河川縦断方向の速さ、Sw［m］：
潤辺、Rw［m］：径深、t［sec］：時間、x［m］：距離、
g［m/s2］：重力加速度。
　本稿では概略を述べましたが、詳細については吉川
ら４）ならびに iRIC ホームページ２）を参照してくださ
い。
２．２．２　粗度係数

　河床の Manning の粗度係数 nb は、水深と河床材料
を従属変数とする式（3）に示す Limerinos 型 Bray の
式３）を用いました。d84［mm］：84% 粒径は、河床材
料調査の最大粒径を与えました。

（3）

２．３　計算格子の作成

　この節では、CERI 1D の計算方法について、説明
します。本計算モデルは１次元不定流解析モデルです
が、iRIC のプリポストプロセッサー機能を用いて、
図－３のように平面的に水理量の変化を把握すること
が可能です。このため、以下に留意して計算格子設定
を行う必要があります。
・小流量時にみお筋が平面的に連続して可視化される
よう、河道中心点をみお筋部（最深河床部）に移動させ
る。
・水深に対応した断面積を計算格子から判定して計算
するため、断面積の変化点に計算格子が設定されてい
る方が、計算精度が向上する。
・計算に用いる区間距離は全断面の平均値を採用して
います。このため、区間距離が大きく異なる計算断面
を使用する場合には、内挿断面を挿入するなどして適
宜計算格子を調整して下さい。
２．３．１　河川横断測量成果の取込

　「河川定期縦横断データ作成ガイドライン」５）で示
されている横断測量成果の数値データのうち、構造物
データを含まない数値データを iRIC で読み込める riv
ファイル形式に変換することができます。iRIC のホー
ムページダウンロード画面から「riv ファイル Creater」
をダウンロードすることで簡単なエクセルプログラム
で riv ファイル形式に変換できます。

 図－３　計算格子の設定例

図－６　水位・流量入力用入力ファイル例

 図－５　境界条件の設定画面

図－４　ソルバー・タイプの設定画面
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２．４　計算条件の設定

２．４．１　ソルバー・タイプの設定

　CERI 1D には、スタンダード版とアドバンスド版
の２つのソルバー・タイプが設定されています。
　入門編であるスタンダード版では、一般的な河川区
間の１次元不定流計算が行えます。一方、アドバンス
ド版では、河床変動計算、河氷変動計算などが行えま
す。（図－４）
２．４．２　境界条件の設定

　ここでは図－５のように境界条件として計算時間、
入出力データの時間間隔や上下流端の境界条件を設定
します。なお、入力データは図－６に示すテキスト形
式のサンプルファイルが用意されており、これに上書
きすることで作成できます。サンプルデータは iRIC
のホームページ上から入手できます。
２．４．３　粗度係数の設定

　図－７のように各断面の粗度係数・河床材料データ
を入力します。入力データは図－８に示すテキスト形
式のサンプルファイルが用意されており、これに上書
きすることで作成できます。なお、粗度係数は１つし
か選べないので低水路と高水敷の粗度係数が異なる場
合、あらかじめ合成粗度を設定する必要があります。
２．４．４　水位計算に関する係数の設定

　入力画面を図－９に示します。各断面の水位と流下
断面積の関係を図－10のように Hmax までの水深を
Hdiv で分割した関係式で入力します。河道形状や計
算条件にあわせて、計算水位が Hmax を超過しない
ように適切に設定して下さい。

２．５　計算実行

　計算条件の設定を終えたらメニュー画面に戻り、メ
ニューバーの［計算］－［実行］をクリックすること
で計算を実行します。（図－11、12）
　プロジェクトフォルダに全計算断面の断面平均の水
理量が出力されます（図－13）。設定した［出力データ
の時間間隔］毎に繰り返し出力されますので、解析結
果の詳細な分析用等に活用できます。

図－７　粗度係数の設定画面

図－10　水位計算に関する水深分割のイメージ

図－９　境界条件の設定画面

図－11　計算実行メニュー画面

図－８　粗度係数の設定画面

84%
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２．６　計算結果の可視化

　計算結果は iRIC の可視化機能を用い、計算結果
を確認することができます。
　一例として、ここでは津波遡上計算を例に水位のコ
ンター図（図－14）と津波遡上状況の縦断図（図－15）を
紹介します。また、これらの計算結果は動画として表
示することが可能です。

３．適用事例

　ここでは適用事例として、2011年東北地方太平洋沖
地震において河口部周辺で７m を超える河川津波が
観測された宮城県鳴瀬川について、遡上範囲や水位観
測地点における河川津波のシミュレーション結果につ
いて報告します。

３．１　鳴瀬川の概要

　図－16に鳴瀬川流域の概要を示します。鳴瀬川は大
崎市をはじめとする３市８町１村からなり、幹川流路
延長89km、流域内人口約18万人（平成12年度河川現況
調査）、流域面積1,130km2の一級河川です。山地に囲
まれ、本川においても上流部は1/100 ～ 1/500と急勾
配であり、平地部において本川は1/2,500 ～ 1/5,000と
急に緩やかな勾配となる河川です。一方、沿川には、
東北新幹線、JR 東北本線、JR 陸羽東線、JR 仙石線、
また、東北縦貫自動車道、三陸縦貫自動車道、国道４
号、45号、47号等の基幹交通施設が整備されるなど、
交通の要衝となっています。

３．２　鳴瀬川の津波遡上範囲と到達時間

　図－17は鳴瀬川下流域における津波遡上範囲と到達
時間を示したものです。第１波の津波波高は野蒜（の
びる）水位観測所（河口から0.5km）で787cm を記録し、
竹谷水位観測所（河口から17km）で４cm を観測する
など、陸上部の浸水範囲が河口から４km 付近だった
ことと比較しても、その遡上範囲は上流部にまで及ん
でいたことがわかります。

３．３　計算条件の設定

　はじめに計算格子を作成するため、横断測量成果の
数値データとして震災後のキロポスト換算標高データ
を用いました。次に計算条件として、上流端流量は津
波遡上区間外の野田橋水位観測所（河口から24.6km）
の１時間データを与え、下流端水位は野蒜水位観測所

（河口から0.5km）の１分データを与え、３月11日０時

図－12　計算実行画面

図－14　水位コンター図

図－15　津波遡上状況の縦断図

図－13　出力ファイル例
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測所（河口から4.2km）において2011年東北地方太平洋
沖地震で観測された河川水位と計算水位の比較を図－

18に示しました。鹿島台水位観測所については、津波
波高、及び周期について概ね再現できる結果となりま
した。小野水位観測所については地震発生前および発
生直後の津波波高、及び周期については再現できる結
果となりましたが、津波減衰期以降の水位に差が生じ

から３月15日０時まで４日間について計算間隔を１分
間隔として計算を行いました。また、粗度係数は0.027
を一定値として与えました。

３．４　鳴瀬川の津波遡上再現計算結果

　計算結果と実際の観測値との再現性を確認するた
め、鹿島台水位観測所（河口から9.0km）、小野水位観

図－16　鳴瀬川流域の概要

鳴瀬川水系河川整備計画６）より

図－17　鳴瀬川への津波遡上状況

鳴瀬川水系河川整備計画５）より（この数値は観測所の
10分データにより算出された波高を表示しており、「野
蒜」水位観測所については１分データです。）

図－18　各水位観測所での水位時系列比較

（2011年３月11日０時からの時刻水位）
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公開ソフトウェアとしたものです。また、iRIC は、
日本、アメリカ、オランダ、カナダが参加する国際的
なプロジェクトで、これまで国内外で利用実績があり、
今後も発展が見込まれています。寒地河川チームとし
ては、開発したモデルを CERI 1D のようなソフトウ
ェアとして iRIC 上で公開することで、開発モデルや
研究成果の普及を図っていきたいと考えているところ
です。
　最後に、鳴瀬川に関するデータを提供いただいた東
北地方整備局にお礼申し上げます。
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ています。各水位観測所の津波発生前と発生後２日目
以降の平均水位の差を比べると、野蒜水位観測所では
41cm、小野水位観測所では74cm、鹿島台水位観測所
では９cm である。小野水位観測所の水位が他地点と比
べて高止まっていることや、４日目以降２週間欠測し
ていることなどから、河道内の漂流物堆積による堰上
げとこれに伴う水位上昇、堤内地から堤外地への流入
による流量増加、支川からの流入による流量増加、土
砂堆積による水位上昇している可能性が考えられます。
　図－19は最大水位分布の計算結果と左右岸の津波痕
跡水位との比較です。観測値と再現水位は概ね一致し
ています。なお、河口から８km より上流で痕跡水位
との間に差が生じているのは、この区間において河道
が大きく屈曲しており、左右岸で水位差が生じたため
と推察されます。再現計算を行ったことで、河川津波
痕跡調査においても確認できなかった上流域での河川
水位等を概ね再現可能であるとともに、堤防を越える
津波についても再現可能であることがわかりました。

４．おわりに

　CERI 1D は、結氷や津波河川遡上を扱うことがで
きるソフトウェアであり、寒地河川チームが過去に行
った『寒地河川をフィールドとする環境と共存する流
域、河道設計技術の開発』に関する研究や、現在取り
組んでいる『河川結氷災害の現象の解明及び災害対策
技術の開発』に関する研究をベースにモデルを開発し、
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図－19　最大水位分布の計算結果と津波痕跡水位の比較
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