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京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリーのご紹介

   京都大学防災研究所宇治川水理実験所は主として水と土に関する災害の防止・
軽減を目的とした実験研究を行うため、昭和 28年 8月に設置されました。平成 8
年には防災研究所が改組され、全国共同利用の研究所として位置づけられました。
本実験所も、名称に冠しています「水理実験」に限定した単機能の施設ではなく、
多分野の施設を擁して広く社会に聞かれた研究、教育、学習の場であることを明
示し、所内外の研究機関、研究者、一般企業、学校などに対する共同利用施設と
して位置づけることとなり、平成 14 年に名称を「宇治川オープンラボラトリー」
と変更いたしました。
　宇治川オープンラボラトリーは多くの観測・実験装置群を擁し、世界有数の規
模を誇る総合実験施設です。ここでは、所内の関連教員による観測・実験施設を
利用した多種多様な研究が実施されているだけでなく、実験施設を用いた学部大
学院教育研究をはじめ、全国共同利用に係わる研究活動、産官学連携共同研究、
研修や実習を通しての国際学術協力、技術室との連携で実施している一般市民を
対象としたバーチャル災害体験学習など、広く社会に聞かれた活動が積極的に展
開されています。
　皆様の御利用をお待ちしております。

京都大学防災研究所・附属流域災害研究センター
宇治川オープンラボラトリー スタッフ一同
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実験施設配置図

第 1実験棟
∙基礎実験水路
∙循環式流砂実験装置
∙河口堆積実験装置
∙高濃度流実験水路
∙河川総合河道部水路
∙実物大階段模型
∙ 20cm幅流砂基礎実験水路
∙ 50cm幅流砂基礎実験水路
∙渓流水理実験装置
∙氾濫実験装置
∙崩壊土石流実験水路
∙流体力測定水路
∙雨水流出実験装置
∙ 1m幅局所流実験水路
∙流域模型
∙高速高機能流速計検定装置

第 2実験棟
∙琵琶湖水理模型
∙ 40cm幅基礎実験水路
∙ 90°湾曲水路
∙地上洪水氾濫実験模型
∙地下空間浸水実験装置
∙浸水体験実験装置 (ドア模型，自動車模型 )

第 3実験棟
∙流れ制御型造波水路
∙水理構造物 3次元強振動実験装置
∙多目的造波水路
∙実海域再現水槽
∙斜面水文崩壊実験装置
∙津波再現水槽

第 4実験棟
(主にスクラップ＆ビルド方式の共同研究
プロジェクトに使用 ) 
∙ 2m幅基礎実験水路
∙大阪湾水理模型

屋外施設
∙ウェイングライシメータ (WL)
∙洪水流実験水路 (FFI)
∙局地異常気象観測解析装置 (LUW)

センター本館



実物大階段模型

　本階段模型は、水害発生時の地下空間からの避難の重要性の顕在化を受けて、階段か
ら流入する氾濫水の挙動、および地下空間からの避難に関する定量的な評価を行うこと
を目的として設置されたものである。本模型は、高水槽とそれに続く地上を想定した平
坦部、踏み板長さ 0.3m、け込み 0.15m の 20 段からなる高低差 3m の階段部 ( 幅 1m)、
5mの踊り場 (下流 2mはグレーチング )および 6.8mの水路から構成されている。高水
槽から平坦部を通り階段を流下した水は、水路および踊り場下の 4 箇所の排水口より低
水槽に戻り、4 台のポンプにて最大 0.8m3/s までの流量が高水槽に循環される。本模型
では、高水槽の平坦部での水深を地上水深とし、50cm 程度までの浸水深に対応した条
件下での実験を行うことができる。

水路諸元
　施設躯体：鋼製　　給水ポンプ：37kWポンプ×4台 ( 最大約 0.8m3/s)
　階段部
　　階段幅：1m 　　階段高さ 3m( け込み 0.15m×20 段 )
　　階段部長さ：6m( 踏み板長さ 0.3m×20 段 )　　水路長 11.4m
　高水槽：幅 2.5m　長さ 7m



雨水流出実験装置

本装置は、降雨によって誘発される諸現象のメカニズムを解明するために、様々な実験装置の設置を前

提に設けられている降雨装置です。実験領域は大きく2フロックに分かれており、制御室から見て、奥側は主

に河川流域模型の設置を前提に霧状の雨粒を生成するノズルを設置しています。手前側には、土砂崩壊／

土石流発生の実スケールに近い模型実験を実施することを前提に実スケールに近い雨粒を生成するノズ

ルを設置しています。各ノズルの支配面積は1.25m×1.25mであり、床上6mに1.25m間隔の格子状に360個

設置されています。実験床は、上流・中流・下流をイメージした3つのブロックに分割され、それぞれ独立に

流量計・電磁バルブが設置されており、コンピュータ制御により任意の降雨時系列がそれぞれ独立にシミュ

レートできるようになっています。配管根本に位置する手動バルブにより4×5個のノズルごとに降雨強度が

調整できるようになっています。

[装置諸元]

給水ポンプ：15kW－150A 2台

最大雨量強度：300mm/h

(全域30m×18.75m)

最少降雨面積：5m×6.25m



浸水体験実験装置（ドア模型）

　氾濫現象が発生した場合、家屋や建物内部への流水の浸入は、通常扉や窓等の開口
部から進行する。近年は建物自体の堅牢化や、空調や静穏性の確保を目指した開口部
の気密性の向上により、ある程度までの水深であれば水密性も期待できる状況にあ
る。ー方、都市化の進展に伴い、従来のオフィスビルに加え個人住宅でも地下に居室
を備えた建物が増加しているが、氾濫時における地下空間への浸水過程は周知の通り
非常に迅速に進行する。そのような状況下では、静穏性と気密性 ( 水密性 ) が逆に外
部の状況把握を困難にし、避難等の適切な行動が遅れる可能性がある。本実験装置は、
水槽の仕切り部分に実物大のドアを設置し、ドアにかかる水圧を実体験することで浸
水時のドアの開閉の困難さを体感すると共に、氾濫時の情報入手と早期避難の重要性
を理解することを目的としている。
(協力：三和シャッタ一工業 (株 ))

［装置諸元］
　水槽：1.8m× 3m、深さ 0.9m、水深調節可能 (堰 )

　ドア：鉄製、幅 0.8m×高さ 2m

　ポンプ：11kW-37A、最大吐出量 0.06m3/s



地下空間浸水実験装置

京都市中京区に位置する御池地下空聞をアクリルで縮尺 1/30 で再現した地下浸水実験

用の施設である。実際の地下空間は 3 層構造で、地下 1 階と 2 階は西側の 2 箇所

で、地下 1 階と 3 階は東側の 1 箇所でそれぞれ接続されている。観測や測定のため、

天井は設けず地下 2 階を側方へずらせている。低水槽から高水槽に送られた水は、配

水管を通って地上空間に相当する各注水槽へ供給された後、階段やスロープを経て地下

街、地下駐車場へと流入する。氾濫水の一部は地下鉄軌道を経て流出し、低水槽に配

水される。

［模型諸元］

　地下街模型：アクリル製

　平面積：30m×3m　　最大流量　約 0.015m3/s

taken on November 2, 2012 taken on November 2, 2012 
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京都⼤学防災研究所 附属流域災害研究センター
Research Center for Fluvial ＆ Coastal Disasters,

Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

宇治川オープンラボラトリー
Ujigawa Open Laboratory

 宇治川オープンラボラトリーは多くの観測・実験装置群を擁し、世界有数の規模を誇る総合実験施設です。
ここでは、所内の関連教員による観測・実験施設を利⽤した多種多様な研究が実施されているだけでなく、実
験施設を⽤いた学部・⼤学教育をはじめ、全国共同利⽤に係わる研究活動、産官学連携共同研究、研修や実習
を通しての国際学術協⼒、技術室との連携で実施している⼀般市⺠を対象としたバーチャル災害体験学習など、
広く社会に開かれた活動が積極的に展開されています。

  Ujigawa Open Laboratory is a leading experimental laboratory in the world, possessing many observation and 
experimental facilities, where many kinds of hydraulic and sedimentation experiments are carried out. Those facilities 

installed at the laboratory are used for various kinds of research activities by the academic staff of Disaster Prevention 

Research Institute, and they are also used for the following activities: education of the faculty and the graduate 

school, industry-university-government cooperative research, international academic cooperation and so on, 

Additionally, experimental facilities are available for nation-wide researchers, and some events like simulated disaster 

experiences are carried out for the public with the help of the technical staff.

河川防災システム研究領域
洪⽔・⼟砂災害や⾼潮災害などのいわゆる⽔災害の発⽣機構及び被害の防⽌
・軽減⽅法について、観測・⽔理模型実験・数値実験の⼿法を⽤いた研究を
⾏っています。
River Disaster Prevention Systems
Research fields covered by this group are most of water-caused and 
water-related disasters such as flooding of water and sediment, debris 
flows, storm surges and tsunamis.

流砂災害研究領域
「防災」と「環境」という 2 つの⾔葉をキーワードにして、⼟砂災害の予測、
軽減⼿法、⼟砂動態が⽣態系に与える影響の評価⼿法などの構築をめざして
います。
Sedimentation Disasters
We are developing methods predicting and decreasing damages from 
sedimentation disasters, and methods evaluating impacts of sediment 
transport on ecosystem, from two main standpoints of “disaster 
prevention” and “environment”

沿岸域⼟砂環境研究領域
流体⼒学アプローチならびに⼟質⼒学アプローチの緊密な連携のもとに、飽
和・不飽和地盤⼒学、堆積学、移動現象論、⽣態学等の融合研究を推進して
います。
Coastal Sedimentary Environment
The research efforts have been directed toward establishing an 
integrated framework by which to predict the complex behavior of 
fluid-sediment systems under dynamic environmental loading, with 
consideration of their inherently multi-scale nature.



河川防災システム研究領域 River Disaster Prevention Systems

教授︓川池 健司 Kawaike Kenji  Professor, Dr. of Eng.

 建物や道路，都市河川，下⽔道などの影響を考慮するために，⾮構造格⼦による平
⾯２次元氾濫解析モデルを中⼼とする統合型の解析モデルを⽤いて，都市域での浸⽔
危険度予測と対策に関する研究を⾏っている．

The main topic of my study is prediction of urban flood hazardousness and its 
countermeasures, using an integrated simulation model for inundation flow, which 
considers buildings, streets, channels, sewerage systems and so on in urban area.

助教︓⼭野井 ⼀輝 Yamanoi  Kazuki  Assistant Professor, Dr. of Eng.

 流域における⼟砂の⽣産・流出，および⼟砂の影響を考慮した降⾬流出・氾濫過程
に関する数値シミュレーションを構築している．またこれらを⽤いて，⼟砂の⽣産が
洪⽔氾濫に及ぼす影響の評価や，災害被害の推定に関する研究を⾏っている．

My main research topics are quantification of the influence of sediment yield  
to inundation, and damage prediction of the heavy rainfall disaster, applying the 
integrated simulation systems of the rainfall runoff, sediment yield, sediment 
runoff, and inundation. 

 

助教︓⼩柴 孝太 Takahiro  Koshiba  Assistant Professor, Dr. of Eng.

 私は, ダムの効率的かつ環境に優しい運⽤⽅法や, ダムが抱える課題（貯⽔池堆砂,
⽔理構造物の摩耗 ）の解決策について研究しています. また,河川を流下する⼟砂を
計測する⼿法の開発も⾏っており, それに伴う流砂⽔理学・信号処理・統計モデリン

My research focuses around efficient and eco-friendly solutions for dam  
operations, this includes reservoir sedimentation and hydro abrasion issues, also 
I study the development of surrogate bedload monitoring systems, in relations
to sediment hydraulics, signal processing and statistical modeling. 

グを活⽤した研究も⾏っています.



 

Sedimentation Disasters流砂災害研究領域 

沿岸域⼟砂環境研究領域 Coastal Sedimentary Environment

 

教授︓平⽯ 哲也 Hiraishi Tetsuya Professor, Dr. of Eng.

 我が国の沿岸部は，地球温暖化に伴い，津波・⾼潮・⾼波による災害の危険性が⾼
くなっています．浸⽔や越波の作⽤を受けたときの，砂浜や埋⽴地での地盤流出や崩
壊を防⽌するために，⽔際の地盤安定性について研究をします．

Risk potential in coastal zone by tsunami, storm surge and stormy wave is 
increasing due to recent global climate change. My research topic covers the risk 
management related to beach erosion and break down of reclaimed land.

 

教授︓藤⽥ 正治 Fujita Masaharu Professor, Dr. of Eng.

 ⼟砂災害の防⽌軽減と流域の⼟砂管理のため，⼟砂⽣産現象の機構・斜⾯崩壊の発
⽣機構とモデル化，⼟砂動態の予測⼿法，⽣態系の中での⼟砂の役割，⽔⽣⽣物の⽣
息場の評価法などの研究を⾏っている．

For the sediment resources management in watersheds as well as the sediment 
disaster prevention, my research topics covers the modeling of sediment/mass 
movement and the role of the sediment movement in the ecosystem.

⽣
息

d
m

准教授︓⽵林 洋史 Takebayashi Hiroshi Associate Professor, Dr. of Eng.

 「流路・河床変動解析技術」，「⼟砂・物質動態の予測技術」，「動植物⽣息場物理環
境の予測技術」の確⽴を通して，⼈類の⽣命・財産の安全と⽣態システムの保存・創
⽣の両⾯で適切な⼟砂環境を持つ流砂系を創造する⼿法の開発

Stream and bed deformation analysis method, prediction method of sediment 
(material) runoff and prediction method of habitat for fauna and flora have been 
developed by clarifying mechanism of transport and bed deformation.
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特定助教︓張 哲維 Chang Che-Wei Program-specific 
Assistant Professor, Ph.D.

 主な研究分野は海岸⼯学、沿岸災害‧減災、波動⼒学、環境流体⼒学などです。
沿岸環境における物理過程（波浪と、⼟砂と、グリーンインフラ‧構造物の間の相互
作⽤など）に着⽬し、沿岸災害の理解、減災及び気候変動適応策につながるような

My main research fields involve coastal engineering, coastal disasters, nearshore  
hydrodynamics and environmental fluid mechanics. By investigating the physical 
processes in coastal environments (e.g. the complex interactions among waves, 
sediments and nature-based/gray infrastructures), I work to provide better solutions 

研究を進めている。

to the reduction of wave disasters and coastal erosion, and climate change adaptation.



事務室 Admin Office
 当ラボラトリーをご利⽤の際には、必ず事務室に⽴ち寄って、施設利⽤届
の提出、鍵の借り出し等の⼿続きをしてください。
 When you use laboratory, you have to take institute use proceeding 
and borrow a key from management office room.

アクセスマップ Access map

〒612-8235
京都市伏⾒区横⼤路下三栖東ノ⼝
京都⼤学防災研究所 附属流域災害研究センター
宇治川オープンラボラトリー
電話︓075-611-4391 FAX:075-612-2413
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/openlab/

Ujigawa Open Laboratory
Research Center for Fluvial & Coastal Disasters,
Disaster Prevention Research Institute,
Higashinokuchi, Shimomisu, Yoko-oji,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8235, JAPAN
Tel:+81-75-611-4391 Fax:+81-75-612-2413
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/openlab/

関連研究部⾨・センター Related research groups
流域災害研究センター Research Center for Fluvial & Coastal Disasters
都市耐⽔研究領域 Urban Flood Control   taisui5.dpri.kyoto-u.ac.jp/
 教授︓五⼗嵐 晃  准教授︓⽶⼭ 望
 Professor: Igarashi Akira  Associate Professor: Yoneyama Nozomu

穂⾼砂防観測所 Hodaka Sedimentation Observatory www.okuhida-sl.com/kansoku/hodaka.htm
 准教授︓宮⽥ 秀介
 Associate Professor: Miyata Syusuke
⽩浜海象観測所 Shirahama Oceanographic Observatory www.rcfcd.dpri.kyoto-u.ac.jp/frs/SOO.htm
 准教授︓⾺場 康之
 Associate Professor: Baba Yasuyuki 
潮岬⾵⼒実験所 Shionomisaki Wind Effect Laboratory www.rcfcd.dpri.kyoto-u.ac.jp/frs/SWEL.htm
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流域圏観測研究領域 Field Research Section for Fluvial and Coastal Hazards   

⼯事中のため
通⾏⽌め
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