
（寄稿文）37

都市型水害のあり方

中央大学理工学部都市環境学科教授 山　田　　　正

１.はじめに

近年、都市部を中心として、局所的、
且つ短時間で発生する「ゲリラ豪雨」が
頻発するようになっており、これによる
雨が都市河川や下水道の流下・排水能力
を超えることで、甚大な浸水被害や人身
事故を発生させている。ゲリラ豪雨のよ
うな強い降雨強度をもつ雨の発生回数を
アメダスデータで見てみると、１時間降
水量 50㎜以上の降水量の発生回数が
1976 年から 1985 年の間では平均 176
回 / 年だったのに対して、2004 年から
2016 年の間では平均 241 回 /年となっ
ており、約 1.4 倍に増加している１）。ゲ
リラ豪雨が頻発するようになった背景に
は、気候変動に伴う降水の極端化も考え
られ、IPCC の第５次評価報告書によると、
「今世紀末までに極端な降水がより強く、
より頻繁となる可能性が非常に高い」と
されている２）。都市部では地表面の大部
分がアスファルトやコンクリートで覆わ
れているため、雨は地中へ浸透せず、地
表面や管路を流れて川へ流出する。この
結果、川への流出時間が短く、流出量が
多くなり、これが都市型水害を誘発する
要因となっている。そして、都市型水害
は、内水氾濫や地下空間や道路・鉄道高
架下のアンダーパスでの浸水および水難
事故、鉄道などの交通機能の麻痺、ライ
フラインの機能低下などを引き起こす。
2008 年７月 28日に兵庫県神戸市で起き
た都賀川 (とががわ )水難事故では、神
戸市の鶴甲 (つるかぶと )地上雨量計に
おいて 10分間で最大 24㎜の降雨量を観
測し、都賀川の水位が 10 分間で 1.3 ｍ
上昇した。その結果、河川の親水施設で
遊んでいた 16人が流され、内 11人は消
防団員等によって救助されたが、残念な
がら５人の命が奪われることになった。
また、都賀川水難事故の１週間後の
2008 年８月５日に東京都豊島区雑司が
谷では、雑司が谷下水道幹線の上流域で

ある池袋付近で降雨強度 80㎜ /h を越え
る雨が記録されており３）、下水道工事に
従事していた作業員６名が流され、５名
が命を落としている。この災害では突発
的な局所的集中豪雨により、下水道管内
の水位が急激に上昇し、作業員の避難が
遅れたことが原因だと考えられている３）。
今後発生頻度が増加するであろう都市
型水害から人命や都市機能を守るための
対策として、以下の３つが挙げられる。
①効果的なハード対策の整備
貯留・浸透施設を積極的に導入する等
重点的かつ効率的な施設整備と効果的な
運用の実施。
②ソフト対策の強化
河川水位のリアルタイムでの情報提供
等による自助活動を支えるための支援策
を推進する。
③自助活動の促進
自主避難促進等の自助活動による被害
の最小化を図る。
都市型水害に対応するためには、これ

まで行われてきた設計外力を定めた河川
および下水道のハード整備だけではなく、
雨水貯留などによる流域内での流出抑制
対策に加えて、警報システムや避難場所・
避難計画のソフト整備など多面的な対策
が求められている。
本稿では、こうした都市型水害を軽減
するために必要となる基本的な情報とし
て、ゲリラ豪雨に伴う都市河川の流域に
おける洪水流出特性を解説するとともに、
近年発展が進んでいる気象レーダの紹介
やそれらを用いた都市型水害の対策につ
いて提案する。

２.都市河川の流域における
洪水流出特性の解説

降雨から河川流量の増加、および浸水
発生に至るまでの時間が極めて短い都市
河川の流域では、短時間に局所的に発生
するゲリラ豪雨が大きな被害をもたらす。
ここでは、都市河川の流域における洪水
流出特性について分析した結果を解説す

図－１　渋谷川集水域標高図

資料：国土地理院　数値標高モデルデータ　５ｍメッシュから作成
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写真－１　平水時の渋谷川の様子 写真－２　洪水時の渋谷川の様子

(平水時はほとんど水が流れていない) (水面に波が立ち、流速が速い様子が見て伺える)

る。対象としたのは、東京都渋谷区に流
れる渋谷川の流域(集水域)である。「渋
谷」は地名に「谷」が付いている通り、
スリバチ状の地形になっており、渋谷駅
はその谷底に位置している。近年では、
2015 年７月 24日に渋谷駅の地下道内が
浸水したことから、交通機能が麻痺する
などの被害が発生したところである。図
－１は渋谷川集水域の標高図であり、下
水道幹線を青線、渋谷川を赤線で表記し
ている。
渋谷川集水域を流れる下水道幹線には
多数の堰が設けられており、下水が洪水
時などに堰を越えると渋谷川へ流入する
仕組みになっている。集水域の土地利用
は、約 90％が建物や道路で占められて
おり、大部分がアスファルトやコンク
リートで覆われている状況である。平水
時と洪水時の渋谷川の様子を写真－１と
写真－２に示す。河道の断面形状は三面
がコンクリートで覆われており、都市河
川としては一般的な構造である。また、
平水時にはほとんど水が流れていないこ

とがわかる。図－２に 2014 年から
2017 年の降雨イベントごとの総降雨量
とピーク水位の関係を示す。点在する丸
印の色は降雨強度を示している。例えば、
総降雨量 50㎜付近 (背景着色部分 )を
見てみると、ピーク水位が0.3ｍから3.0
ｍまで分布しており、ピーク降雨強度
40㎜ /h を超える降雨イベントにおいて
ピーク水位が高くなっていることがわか
る。これは総降雨量が同じであっても、
ピーク降雨強度が強いほどピーク水位が
高くなるということであり、言い換える
と、都市河川のピーク水位は、総降雨量
よりも降雨強度の影響が大きいというこ
とである。都市河川の流域では地表面に
降った雨が雨水吐きやマンホールを通じ
て下水道管路に流入するまでの時間が数
分から数十分であると言われており、雨
が降ってから水位が上がるまでの時間が
非常に短い。そのため、降雨強度の強い
雨が降ると雨水が河川に短時間で流れ込
み、水位の急激な上昇を引き起こすので
ある。

渋谷川集水域におけるゲリラ豪雨発生
時の降雨と水位の関係を図－３にまとめ
た。この日の雨の降り始めから降り終わ
るまでの時間は約１時間であり、その間
に降雨強度 50㎜ /h 以上の豪雨が約 20
分間続いた。また、降雨波形を見ても、
短時間に急激な雨が降ったことが分かる。
そして、河川の水位は降雨強度がピーク
となった 14 時 30 分頃に上昇し始め、
15時までの約 30分間で急激に上昇した。
最も速く上昇した時には 10 分間で約１
ｍ上昇している。その後も水位は上昇を
続け、結果としてピーク水位は 2.6 ｍま
で上昇した。この豪雨の時の降雨強度が
ピークになった時間と水位がピークに
なった時間との差は約 50 分であった。
このように都市河川の流域で発生したゲ
リラ豪雨は、降り始めから短時間で豪雨
となり、その雨が一気に河川に集まるこ
とによって急激に水位が上昇するという
ことが確認できた。

図－２　渋谷川における総降雨量とピーク水位の関係 図－３　ゲリラ豪雨時の降雨強度と水位の関係(渋谷橋地点)

(総降雨量が同じであっても、ピーク降雨強度が40㎜/h以上になる
と、ピーク水位も高くなっていることがわかる)

（14時00分頃から降雨強度が急激に大きくなり、14時20分にピーク降
雨強度約100㎜/hとなった。水位が上昇し始めてから30分で約２ｍ上
昇した。最大で10分間で約１ｍの水位上昇が起きた）
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３.ゲリラ豪雨時の降雨強度
の空間分布

次に、ゲリラ豪雨時の降雨強度の空間
分布について分析する。図－４は、
XRAIN で観測された渋谷川集水域での降
雨強度の空間分布であり、ゲリラ豪雨が
発生し始めた時刻 (14 時 10 分 )から 10
分間隔で 30 分後までの時間変化を示し
ている。14時 10 分時点ではゲリラ豪雨
が集水域の左上に発生し始め、10 分後
の 14 時 20 分には集水域北側で 20㎜ /h
を越える降雨強度の雨で覆われている。
渋谷川集水域は約 12.5㎢と小さい集水
域であるが、この小さい集水域内でも降
雨強度は分布しており、上流では、降雨
強度が 50㎜ /h 以上のところもあるが、
それに対して下流では、５㎜ /h 程度と
なっている。そして、14時 30 分になる
と最大降雨強度 100㎜ /h 以上の雨が
降っており、集水域全体で見てみると
50㎜ /h を超える非常に激しい雨である

ものの空間的には降雨強度にばらつき
が見られる。
このように都市で発生するゲリラ豪雨
は、10 分という短時間で雨の降り方が
大きく変化し、空間的に見ても数 km 単
位で降雨強度が異なることから、非常に
局所的かつ短時間で発生する降雨現象な
のである。

４.気象レーダを用いた降雨
の観測技術と活用例

前述の都賀川の水難事故等を契機とし
て、2009 年より国土交通省は洪水によ
る被害軽減のためゲリラ豪雨のような局
所的な降雨も捉えることができる気象
レーダの観測網 XRAIN（eXtended RAdar 
Information Network）を整備している。
XRAINは、Ｘバンドマルチパラメータレー
ダ（以下、Ｘバンド MP レーダ）とＣバ
ンドマルチパラメータレーダ（以下、Ｃ
バンド MP レーダ）によって高頻度（１
分間隔）かつ高解像度（250 ｍ× 250 ｍ

メッシュ）で降雨を観測することができ、
ほぼリアルタイム (配信周期：１分間 )
でデータを配信している。Ｃバンド MP
レーダは、広域での降雨分布を観測する
ために設置された気象レーダのＣバンド
レーダ (空間解像度：１㎞×１㎞メッ
シュ )をマルチパラメータ化したもので
あり、都市部での観測を目的としたＸバ
ンド MP レーダで観測できない範囲を補
完している。
図－５は、2018 年６月現在に整備さ
れている39機のXRAIN(ＸバンドMPレー
ダとＣバンドMPレーダ)とＣバンドレー
ダによって観測が行われている範囲であ
り、日本の主要都市が XRAIN の観測網で
カバーされていることが分かる。さらに、
数分のうちに積乱雲が発生、発達するゲ
リラ豪雨のような現象を精緻に捉えるた
めに 2012 年からフェイズドアレイレー
ダによる観測が実験的に始められている。
フェイズドアレイレーダは、Ｘバンド MP
レーダよりもさらに高頻度 (10 ～ 30 秒
ごと)かつ高解像度(100ｍ×100ｍメッ
シュ )で観測することができる。これが
実用化されれば、気象現象のメカニズム
の解明、降雨予測等をさらに高精度化す
ることが期待できる。
都市河川の外力として発生する降雨の
時間特性について、土屋ら４）は過去７年
半分の関東地方の降雨データを解析し、
１降雨中の最大 10 分間降雨強度は１時
間降雨強度の１～６倍であることを報告
している。また、赤羽ら５）は都市の内水
氾濫において、降雨の時間分布や空間解
像度が与える影響について研究を行い、
降雨ピーク以前の先行降雨が氾濫規模に
大きく影響することや降雨の空間分布が
氾濫箇所や最大湛水深に影響を与えるこ
とを示している。これらのことから内水
氾濫のシミュレーション計算等を行う上
では、できる限り空間および時間解像度
の高い降雨データを使うことが望ましい。

５.都市型水害に対する対策

都市河川における浸水被害の軽減策と
しては河道や調整池等の整備が進められ
ており、下水道では、管渠やポンプ場な
どの内水排除施設の整備が進められてい
る。この他にも雨水貯留浸透施設の整備
等による流域を一体にした整備を積極的
に進めている。このようなハード対策は
今後も継続的に整備が進められていくだ
ろう。しかし、都市で重要となるのは洪
水や浸水が発生した場合に人々が災害に

(14時10分時点では、集水域左上にゲリラ豪雨が発生し始めている。その10分後には急激に発
達し、降雨強度50㎜/hを超える雨が降っている。さらに10分後には、降雨強度100㎜/hを超え

る雨になっており、ゲリラ豪雨は、数10分のうちで発生・発達していることがわかる)

図－４　 XRAINで観測されたゲリラ豪雨時の降雨強度の空間分布
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出会わないことである。このためには、
ハード対策だけではなく降雨情報や洪水
予報の提供、避難対策等のソフト対策に
よる自助活動の支援を積極的に推進する
必要がある。雨量や河川水位の情報は携
帯電話やインターネットなどを通してみ
ることができ、国土交通省が提供する
ホームページ「川の防災情報」ではリア
ルタイムで河川の様子も見ることができ
る。XRAIN の降雨量データを見るための
スマートフォン用のアプリケーションも
提供されている。このように誰もがリア
ルタイムで雨量や河川水位、河川の様子
を見ることができるツールは用意されて
いるのである。前述した通り１つの流域
(集水域 )の中でも降雨強度は分布して
おり、ゲリラ豪雨は局所的な現象である。
ということは、自分がいる場所で降って
いる雨が弱くとも、１㎞先では強い雨が
降っている可能性があり、自分がいる周
辺の雨の状況を確認することが、水害に
出会わないための情報になるのである。
そして、河川や下水道の場合、上流から
下流に水は流れていることから、自分が
いる現在地よりも上流の雨の状況を確認
することが大切である。
そして、こうした降雨予測データを用
いて水位予測を行い、周辺にいる人を避
難につなげる試みも始まっている。東急
建設㈱と中央大学山田研究室では、共同
研究で都市河川の洪水監視システムを開
発しており、建設現場において実証実験
を行っている。実証現場を行っている建

設現場では予測した河川水位が現場で設
定した管理値を超えると関係者にアラー
トメールを発信するとともに現場に取り
付けた回転灯が点灯するようになってお
り、作業員の安全確保と資機材の流出防
止につなげている。
都市型水害の防災・減災に向けて、今
後もハード対策は進んでいくだろう。今
後もハード対策を進めて水害に強い都市
づくりを推進するとともに、ソフト対策
でも、降雨予測や洪水・浸水予測などの
情報を伝わり易く配信していくことで、
効果的な避難行動に結び付けられること
が期待される。

６.おわりに

本稿では、都市河川の流域における洪
水流出特性を解説するとともに都市型水
害の軽減対策について提案した。都市部
では、雨が降ってから河川への流出が早
いため、ゲリラ豪雨のような短時間で集
中的な雨が降ると、河川や下水道等の水
位が急激に上昇する。さらに河川および
下水道の流下・排水能力を超過すると内
水氾濫が発生し、人的被害や都市機能の
麻痺などが社会的に大きな影響を及ぼす。
これらの被害を防ぐために河川や下水道
設備の強化などによるハード対策が今後
も継続的に行われていく。さらに、近年
では、XRAINなど気象レーダの発達によっ
て、時空間解像度の高いデータが手に入
るようになり、洪水・浸水シミュレーショ
ンや降雨予測等の精度も上がっている。

これらの結果を活用し、水害時の洪水・
浸水予測シミュレーションから避難判断
のための危機管理を行い、水害に強い都
市づくりを行っていく必要がある。
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図－５　XRAIN(ＸバンドMPレーダ、ＣバンドMPレーダ)とＣバンドレーダの観測サイトと観測範囲




