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現地情報を活用したリアルタイムの浸水マッピングに関する研究
Realtime Flood Inundation Mapping based on Local Information
〇佐山敬洋・井口真生子・清水涼太郎・南良忠・寶馨
〇Takahiro SAYAMA, Makiko IGUCHI, Ryotaro SHIMIZU, Yoshitada MINAMI, Kaoru TAKARA

For effective emergency responses to flood disasters, estimating inundation depth distributions is crucial on the
real-time basis. In the previous studies, the authors proposed a method to achieve this objective by assimilating
preliminary conducted multiple inundation simulations and local flood related in-formation. This study further
improves the applicability of the proposed method with respect to utilizing existing inundation simulations
conducted for hazard mapping in all over Japan. Based on the application to the recent flood disaster occurred in
the lower part of the Odagawa River basin in Okayama Prefecture, this study showed the reasonable performance
for simulating inundation depth distributions and estimating flood volumes even with limited local information
obtained at four to eight points with the relative errors of 7% to 3% in the flood volume estimations.
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現地情報を活用したリアルタイム浸水ハザード
マッピングの手順と本論の改良点（赤字）

３．結論
現場からの定性的な浸水関連情報をもとに，浸

２．研究方法の概要
本手法は，事前計算と実時間計算の二種類で構
成される（図-2）．実時間計算はベイズ推定に根拠
をもつ第一次推定と最適内挿法に根拠をもつ第二
次推定の二段階がある．
事前計算は，氾濫モデルを用いて様々な条件で
計算を行っておく．既往手法

a) 仮想真値および b ) 既往手法と c)実用手法によ
る第二次推定の浸水深分布推定結果

2)では，破堤地点，

粗度係数，流入境界条件を変えて約 1,000 通りの
事前計算を実施していた．事前計算の結果は，第
一次推定の元となるほか，第二次推定で必要とな
る分散共分散行列を推定するために用いられる．

水深の空間分布を簡単に推定する技術を開発した
（図-3）．既往手法に比べて，尤度の時間更新や破
堤地点・破堤時刻の入力など，実用上で困難とな
り得る課題を解決した．これにより，複数の地点
で離散的な浸水深の推定値を入力すれば，直ちに
浸水深分布が推定できる仕組みが完成した．既往
手法に比べて計算設定が簡単であるにも関わらず，
提案手法は，既往手法と同等の推定結果を得た．
さらに，対象地点で 4～8 地点の離散的な現地の
情報があれば，7～3%程度の相対誤差で湛水量を
推定できた．
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対象地域の標高分布：赤丸は仮想観測地点，
星印は浸水想定計算の破堤地点
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