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場合は水位）の実況値が特別警戒水位に到達
すると，「高潮氾濫危険情報」を発表しなけれ
ばならない。また，氾濫が確認されたとき，あ
るいは氾濫が発生したと推定されるときに「高
潮氾濫発生情報」を発表することができる2）。
情報は，都道府県から市町村や関係する防災
機関，必要に応じて報道機関に伝達され，住
民に周知される。

一方，下水道を管理する都道府県と市町村
は，内水氾濫によって周辺の地下街などに大き
な被害が出るおそれがある下水道施設を「水
位周知下水道」に指定し，「雨水出水特別警
戒水位」を設定する。下水道の水位の実況値
が特別警戒水位に到達すると，「内水氾濫危
険情報」を発表する。情報は都道府県・市町
村からビルの地下街の管理者や関連の防災機
関，必要に応じて報道機関に伝達され，地下

 Ⅰ はじめに

近年，温暖化などによって日本近海の海水
温が上昇し，台風が強い勢力を保ったまま，日
本に上陸・接近するおそれが強まっている。こ
れに伴って，高潮による大規模な氾濫が懸念
されるようになった。また，最近は下水道施設
の能力を超える豪雨が多発しているうえに，都
市化によるアスファルト舗装などで地表面の水
はけが悪い場所が増え，内水氾濫のリスクも
高まっている。

大規模水害に備えるため，2015年に水防法
が改正され，都道府県は，高潮によって大き
な被害が出るおそれのある海岸または河川の
一部区間を「水位周知海岸」に指定し，「高潮
特別警戒水位」1）（以下，特別警戒水位）を設
定することになった。都道府県は潮位（河川の

2015年の水防法改正によって，都道府県は高潮によって大きな被害が出るおそれのある海岸を「水位周知海岸」
に指定して「高潮特別警戒水位」を設定し，「高潮氾濫危険情報」を発表することになった。本稿では，新設される
高潮氾濫危険情報と高潮警報など既存の情報の切迫度を「潮位」「発表のタイミング」「発表時の避難行動」の3つ 
の角度から比較し，緊急時コミュニケーションの視点から考察した。考察の結果は以下の通り。
■	潮位からみた切迫度：高潮氾濫危険情報の特別警戒水位は，おおむね高潮警報の「基準潮位」より低く，予

想最高潮位よりさらに低い。従って，潮位からみた切迫度は高潮氾濫危険情報のほうが高潮警報より低い。
高潮特別警報で予測される潮位は高潮警報の予想最高潮位以上となるので，高潮氾濫危険情報の切迫度は
高潮特別警報よりもずっと低い。

■	発表のタイミングからみた切迫度：高潮警報や高潮特別警報はリスクを予測して事前に警戒を呼びかける
ものである。一方，高潮氾濫危険情報は実況情報で，氾濫発生がより差し迫った段階で発表される。発表
のタイミングからみた切迫度は，高潮氾濫危険情報のほうが高潮警報や高潮特別警報より高い。

■	発表時の避難行動からみた切迫度：高潮警報や高潮特別警報よりも，高潮氾濫危険情報が発表される時点の
ほうが，暴風になっている可能性がはるかに高い。暴風の中で立ち退き避難するのは非常に危険であるから，
発表時の避難行動からみた切迫度は，高潮氾濫危険情報のほうが高潮警報や高潮特別警報より高い。

高潮・内水氾濫危険情報の新設
～緊急時コミュニケーションを考える（上）～

メディア研究部  福長秀彦
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街の買い物客や周辺住民に周知される。
水位周知海岸には想定しうる最大規模の高

潮による「高潮浸水想定区域」を，水位周知
下水道には想定しうる最大規模の降雨による

「内水氾濫浸水想定区域」を指定し，それぞ
れ2020年度を目途に公表することになってい
る。高潮の特別警戒水位を設定する際には浸
水想定のデータが使われる。

本稿は高潮氾濫危険情報の「切迫度」を緊
急時コミュニケーションの視点から考察するも
のである。本稿でいう「切迫度が高い」とは，

「危険度が高いこと」に加え，「危険度が時間と
ともに高まっている状態」や「災害発生までに
危険を回避する余裕が時間的・物理的に少な
くなっている状態」を指している。危険度は降
雨量や水位などハザード（災害因）の強さで表
されることが多いので，危険度も包摂する「事
態の深刻さ」という意味で切迫度を使うことに 
した。

新設される高潮氾濫危険情報の切迫度は，
高潮警報など既存の情報と比べると，どうな
のだろうか。「潮位」「発表のタイミング」「発表
時の避難行動」の3つの角度から高潮氾濫危
険情報と既存の情報の切迫度を比較してみる
ことにした。災害情報を速報する報道機関に
とっては，高潮氾濫危険情報の発表件数が一
体どのくらいになるのかは非常に気になるとこ
ろであるが，この点についても特別警戒水位の
設定事例などから考えてみる。これらの考察を
踏まえ，高潮氾濫危険情報の切迫度を正確に，
分かりやすく住民に伝えるために，留意する必
要があると思われる事柄をまとめる。

水位周知下水道の内水氾濫危険情報につい
ては次号で考察する。

 Ⅱ 高潮と氾濫のリスク

高潮は台風や発達した低気圧の影響で潮位
が異常に上昇する現象のことである。潮位とい
うのは，一定の基準面から測った海面の高さ
から，周期が短い波浪などによる海面の変動
分を除いて平準化したものである。高波は波
浪であるから高潮とは異なる。高潮は海面が
幅広く持ち上がるので，波と比べて破壊力が大
きい。

高潮による潮位の上昇は，気圧の低下で海
面が吸い上げられる「吸い上げ」と，強風によっ
て海水が海岸に吹き寄せられる「吹き寄せ」，
沿岸に到達した波浪が砕けて海岸寄りの海域
に海水が滞留し，潮位が上がる「ウエーブセッ
トアップ」によって起きる（図1）。このうち，「吸
い上げ」と「吹き寄せ」が高潮発生の主な原因
である。

台風の中心気圧が低くなるほど「吸い上げ」
の効果は大きくなる。また，最大風速の値が
大きいほど「吹き寄せ」の効果が大きくなる。
つまり台風の勢力が強いほど高潮による氾濫の
リスクが高まる。高潮の氾濫による災害とは，
低地の住宅浸水や防潮堤・港湾施設の損壊，
停泊中の船舶の流出などである。

日本に上陸した台風の中で最も気圧が低
かったのは室戸台風（1934年9月）の912hPa
で，伊勢湾台風（1959年9月）は929hPaであっ
た 3）。気圧が1hPa下がると海面は1センチ上昇
する。平常時の大気圧は1気圧＝1,013hPaで
あるから，室戸台風の気圧の低下量は1,013－
912＝101hPaで，吸い上げによる海面上昇量
は約1メートルとなる。伊勢湾台風の吸い上げ
による海面上昇量は84センチとなる。

吹き寄せによる海面上昇量は最大風速の2
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［吸い上げ効果］ ［吹き寄せ効果］

砕波 潮位上昇

［ウエーブセットアップ効果］

乗×定数で求められる。定数の値は湾口から
湾奥までの距離が長いほど，また，湾が浅い
ほど大きくなる。それら定数の条件に加え，日
本の場合には湾口が南側に向き，湾の軸が台
風の進路と一致していると，台風の進行方向
東側で暴風による高潮が起きやすい。高潮が
満潮時と重なり，さらに高波が加わると浸水
害の危険性がいっそう増す。国土交通省では，

「東京湾・伊勢湾・大阪湾・有明海などは，高
潮の起こりやすい条件を備え，我が国で最も
危険な地域といえる」としている 4）。

近年，世界各地の海域で海水温の上昇傾向
が報告されているが，日本の近海でも上昇傾
向が記録されている。日本近海の海水温（年
平均）は，2016年までの約100年間で1.09度
上昇し，世界平均の上昇率0.53度を上回って
いる。特に日本海中部，黄海，四国・東海沖，
東シナ海北部で上昇率が高くなっている 5）。海
水の温度が高いと，台風の上昇気流にエネル
ギー源となる大量の水蒸気が供給されて台風
の勢力が強くなる。沿岸の海水温が高ければ，
台風が強い勢力を保ったまま陸地に接近・上陸

し，高潮が押し寄せるおそれがある。
海外では，今世紀に入ってからアメリカやバ

ングラデシュ，ミャンマーなどで大規模な高潮
災害が起きているが，2013年11月には中心気
圧895hPa，最大風速65メートル/秒という凄
まじい勢力の台風ハイエンがフィリピンを直撃 
し 6），5 ～ 6メートルの高潮が発生した。フィリ
ピン全土で死者・行方不明者を合わせ8,000人
近くが犠牲となった 7）。ハイエンがこれほど発
達した要因として，海水温の高い海域を通過し
たことが挙げられている（画像）。

図１　高潮発生のメカニズム

（注）国土交通省資料に加筆
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 Ⅲ 特別警戒水位の設定区間数と
高さ

1.	特別警戒水位の設定区間は
			どのくらいの数になるのか　

都道府県は，水位周知海岸のうち，特別警
戒水位を設定して，高潮氾濫危険情報を周知
する対象区間（高潮が遡上する河川区間を含
む）を決めなければならない。水位周知海岸
に指定されるのは，高潮が発生しやすい条件
を備えた湾などであるが，一般に湾内の海岸
は堤防の高さが一様ではなく，場所によって氾
濫が起きる潮位は異なる。どこがどの程度の
潮位になると氾濫する危険があるのかは，場
所によって違ってくる。そこで，水位周知海岸
を複数の区間に分割して，特別警戒水位を設

（注） 国土交通省・気象庁・愛知県の資料を基に作成。台風の被害は高潮以外によるものも一部含む。建物被害のうち 2009 年の台風 18 号は愛知県全体，
2014 年の低気圧は根室市街地の戸数

（注）国土交通省資料

画像　台風ハイエンによる高潮災害（フィリピン）

表1　国内の主な高潮災害

発生時 災害因 主な被災地域 最低海面気圧
（hPa）

最高潮位
（m）

死者・行方不明者
（人）

全・半壊
（戸）

1917.10 台風 東京湾 ― 3 1,324 55,733

1934.9 室戸台風 大阪湾 912（高知県室戸岬） 3.1 3,036 88,048

1942.8 台風 周防灘 ― 3.3 1,158 99,769

1945.9 枕崎台風 九州南部 916（鹿児島県枕崎市） 2.6 3,122 113,438

1950.9 ジェーン台風 大阪湾 961（和歌山市） 2.7 534 118,854

1959.9 伊勢湾台風 伊勢湾 929（和歌山県潮岬） 3.9 5,098 151,973

1961.9 第 2 室戸台風 大阪湾 930（高知県室戸岬） 3 200 54,246

1970.8 台風 10 号 土佐湾 ― 3.1 13 4,439

1985.8 台風 13 号 有明湾 ― 3.3 3 589

1999.9 台風 18 号 八代海 944（熊本県牛深市） 4.5 13 845

2004.8 台風 16 号 瀬戸内海 970（山口県下関市） 2.5 2 （高松市の浸水家屋 15,561）
2004.10 台風 23 号 室戸 998（高知県室戸岬） 2.9 3 13

2010.2 低気圧 富山湾 ― 0.3 1 11

2009.10 台風 18 号 三河湾 956（愛知県伊良湖岬） 3.2 0                   47
（床上・床下浸水 1,481）

2014.12 低気圧 根室湾 948（北海道根室市） 2 0 （床上・床下浸水 97）

日本でも伊勢湾台風の勢力を上回るような
超弩級の破壊力を持つ台風が襲来し，高潮の
氾濫による大規模水害のリスクが懸念されるよ
うになった。国内の主な高潮災害を表1に示し
ておく。
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定することが必要となる。区間に分割する基本
的な単位は浸水想定区域の「氾濫ブロック」で
ある。浸水想定区域はいくつかの氾濫ブロッ
クから成る。氾濫ブロックというのは，氾濫の
起点や陸地の地形を基に氾濫水が拡散するエ
リアを示したものだ。

愛知県は水位周知海岸の指定と特別警戒水
位の設定に向けて2016年から準備作業に着手
し，2017年2月には海岸工学の専門家や関係
自治体，国土交通省の代表者などから成る「愛
知県高潮対策検討委員会」を立ち上げた。愛
知県では，過去に重大な高潮災害が発生した
伊勢湾と三河湾の沿岸，高潮が遡上する河川
区間を水位周知海岸に指定することを検討して
いる。愛知県の場合，氾濫ブロックによる分
割は以下のような考え方で行う8）。
❶：伊勢湾・三河湾の沿岸を堤防の計画高潮位
（堤防設計上の最高潮位）に基づいて複数の
ブロックに分割する。

❷：同じ氾濫ブロックであっても，一定時間内
の潮位の上昇の仕方が場所によって大きく異
なっていれば，特別警戒水位は代表性に欠
けることになる。そこで，❶の氾濫ブロック
を潮位上昇の特性別にさらに細分化する。

❸：高潮が遡上する一定規模以上の河川に氾
濫ブロックを設定する。

❹：❶～❸で分割した氾濫ブロックについて，
市町村の意向などを踏まえたうえで行政区
域による調整を行う。
分割の検討作業は，本研究執筆時点の2017

年10月初旬までに❷の段階まで進んでいる。
これまでに設定した氾濫ブロックの数は伊勢
湾と三河湾の沿岸，一部河川区間の合計20と
なっている。

氾濫ブロックは水位周知の対象区間として

特別警戒水位が設定され，高潮氾濫危険情報
が発表される。全国の都道府県は，今後，水
位周知海岸の対象区間を決めてゆくことになる
が，愛知県の設定事例を考えると，全国で相
当数にのぼることが予想される。

2.	高潮特別警戒水位の高さは，
			どのようにして決められるのか　

高潮氾濫危険情報は潮位の実況値が特別
警戒水位に到達したときに発表される。では，
特別警戒水位の高さはどのようにして決められ
るのだろうか。この点は，高潮氾濫危険情報
の切迫度を「潮位」という角度から考察する際
に非常に重要であると思われるので，やや専
門的になるが，簡潔に踏まえておく。

国土交通省の「高潮特別警戒水位の設定要
領」によると，特別警戒水位の高さは以下のよ
うな手順で決められる。
❶：想定される最大規模の高潮による浸水シ

ミュレーションを行う。シミュレーションで
想定する台風の勢力は，室戸台風の中心気
圧 912hPaと伊勢湾台風の最大旋衡風速半
径 75 キロメートル，移動速度 73 キロメート
ル/ 時を基本とする。台風の進路は複数の
コースを設定したうえで，潮位が最も高くな
る最悪のコースを選ぶ。高潮が堤防の計画
高潮位に達したときには決壊するものと想定
し，高潮が堤防の天端（＝てっぺん）を越え
る「越流」が起きた場合には，決壊を伴わな
いものと想定する。

❷：シミュレーションの結果から，一番早く決
壊し氾濫が始まる場所と，一番早く越流し
氾濫が始まる場所をピックアップする。

❸：❶で特定した場所と潮位上昇特性が近い
潮位観測所を特別警戒水位の測定を行う基
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準潮位観測所に選ぶ（適切な観測所がない
場合には基準潮位観測所を新設する場所を
検討する）。

❹：「決壊の氾濫が最初に始まる堤防の計画高
潮位」と「越流の氾濫が最初に始まる堤防の
天端高から，情報伝達や避難に要するリード
タイム相当の潮位上昇分を差し引いた潮位」
の双方を基準潮位観測所の潮位に換算する。
安全を見越していずれか低いほうを特別警
戒水位として採用する。越流氾濫の場合の
特別警戒水位設定のイメージを図 2に示す。
愛知県では，シミュレーションによって水位

周知の対象区間（氾濫ブロック）ごとに決壊氾
濫と越流氾濫が最初に始まる場所を特定し，
それらの特別警戒水位を算出した 9）。

名古屋港の決壊開始場所の堤防の計画高潮
位は4.02メートル，越流開始場所の堤防天端
高4.5メートルからリードタイム60 分相当の潮
位上昇分2.2メートルを差し引いた潮位は2.3
メートルとなった。これらを基準潮位観測所の
潮位に換算すると，越流開始場所のほうの潮
位が低くなり，特別警戒水位は2.4メートルと
なった。

愛知県がこれまでに設定した20の水位周知
区間では，リードタイムを60 分で計算すると，
越流氾濫で特別警戒水位を設定した区間が18
区間，決壊氾濫による設定が2区間であった。

一般に，越流氾濫の場合にリードタイムを長
くカウントすると，その分潮位が低くなる。特
別警戒水位を低く設定しすぎると，潮位の実
況値が頻繁に特別警戒水位に達してしまうこ
とになってしまう。さりとて特別警戒水位設定
のために，リードタイムを実際以上に短くする
のは本末転倒である。リードタイムをどれだけ
キープするかが特別警戒水位を設定するうえで

図 2　特別警戒水位設定（越流）のイメージ

重要なファクターとなる。

 Ⅳ 高潮氾濫危険情報の切迫度

高潮氾濫危険情報の切迫度は，気象庁が
発表する既存の高潮情報群の中でどのあたり
に位置づけられるのだろうか。この点を考察
するにあたり，まずは既存の情報にはどのよう
なものがあり，それぞれの切迫度はどのように
なっているのかを踏まえておきたい（図3）。住
民の危険回避行動や高潮のスケールの面から
密接な関わりを持つ強風注意報や暴風警報も
含めて記述する。

1.	既存の高潮（関連）情報と
			その切迫度をみる　

［台風情報］

日本に接近するおそれがある台風が発生し
たときに発表される。台風の中心位置と中心位
置が到達する可能性がある半径（予報円），予
想進路と速さが記述されている。台風が近づ
くにつれて，中心気圧や最大風速，最大瞬間
風速，暴風警戒域など，より詳細な情報が更
新頻度を上げて発表される。前述のように中心

堤防天端高

朔望平均満潮位

時間

潮
位

換算 → 特別警戒水位に設定へ

リードタイム

（注） 朔望平均満潮位：大潮時の高めの天文潮位を平均化したもの
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気圧が低いほど，最大風
速の値が大きいほど高潮発
生のおそれが強まる。

［警報級の可能性］

気象庁は，2017年5月か
ら府県気象情報 10）の一つと
して「警報級の可能性「高」

「中」」という情報の運用を
始めた。これは，5日先ま
でに高潮や暴風，大雨など
の気象現象が警報発表の
基準に達する可能性がある
場合に，表形式で「高」な
いし「中」として伝える情報
である。

間前に市町村ごとに発表される。暴風（平均風
速がおおむね20メートル/秒を超過）に変わる
おそれが強い場合には，暴風警報に切り替え
る可能性が高いことを明示する。高潮注意報
よりも先に発表されることが多い12）。

［高潮注意報］

高潮注意報は，高潮が注意報の基準潮位を
超えると予想される6 ～ 3時間前に市町村ごと
に発表される。基準潮位は市町村単位で決めら
れている。高潮注意報の発表後，さらに潮位
が高くなり，24時間先までに高潮警報の基準潮
位に到達するおそれが強い場合には，高潮警
報に切り替える可能性が高いことを明示する。

［注意・警戒時間帯の色分け表示］

高潮や暴風などの注意報や警報を発表する
際に，24時間先までのどの時間帯に，どの程

図 3　高潮関連情報の体系（現行）

（注）気象庁資料などから作成

［特別警報の可能性］

数十年に一度の強度の台風が日本に最接近
ないしは上陸する24時間前に，気象庁は特別
警報（波浪・暴風・高潮・大雨）を発表する可能
性があることを予告する。数十年に一度の強度
の台風とは，中心気圧930hPa以下または最大
風速が50メートル/秒以上の「伊勢湾台風級」
を指す。ただし，沖縄地方，奄美地方及び小笠
原地方の場合は中心気圧910hPa以下または最
大風速が60メートル/秒以上の台風である11）。

特別警報発表の判断は，台風の上陸ないし
最接近の12時間前に行われる。特別警報が
発表された場合，警報はすべて特別警報に切
り替わる。

［強風注意報］

強風注意報は，強風（平均風速がおおむね
10メートル/秒を超過）が予想される6 ～ 3時

府県気象情報

強風注意報 台
風
情
報

注意・警戒時間帯の
色分け表示

特別警報の可能性

暴風警報 /　
暴風特別警報

高潮警報 /　
高潮特別警報

高潮注意報

警報級の可能性「高」「中」

低

高

切
迫
度
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度の危険が予想されるかを色分けした表で伝
える情報で，2017年5月から運用が開始され
た。表は24時間先までを3時間ごとに区切り，
▶︎「黄」は注意報レベルの危険度が予想され，
注意が必要な時間帯，▶︎「赤」は警報レベル
の危険度が予想され，警戒が必要な時間帯を
表す。高潮の欄には予想される最高潮位とピー
ク時間帯が示される。

［暴風警報/暴風特別警報］

暴風警報は，暴風が予想される6 ～ 3時間前
に市町村ごとに発表される。特別警報の対象と
なる台風の場合には暴風特別警報に切り替わ
る。暴風警報 /暴風特別警報は，高潮警報 / 
高潮特別警報に先行して発表されることが多
い。

［高潮警報/高潮特別警報］

高潮警報は，高潮が警報の基準潮位を超え
ると予想される6 ～ 3時間前に市町村ごとに発
表される。注意報同様，基準潮位は市町村単
位で決められている。予想される最高潮位とそ
のピーク時間も示される。当然，予想最高潮
位は基準潮位よりも高い。

高潮特別警報は伊勢湾台風級の台風などに
よって，これまで経験したことのないような高
潮となるおそれがある場合に発表されるから，
予測される潮位は高潮警報の予想最高潮位以
上となる。

2.	切迫度を3つの角度から
			既存の情報と比較する　

高潮氾濫危険情報と高潮警報など既存の情
報の切迫度を，「潮位」「発表のタイミング」「発
表時の避難行動」の3つの角度から比較してみ

る。

（1）潮位からみた切迫度

潮位は高くなるほど堤防の決壊や越流の危
険性が高まる。従って，予測ないしは設定す
る潮位が高い情報ほど切迫度が高いと考える
ことができる。

高潮警報の基準潮位は，それ以上になると
重大な高潮災害が発生するおそれがあると予想
される潮位である。通常は市町村が避難勧告
などを出すために設定している「危険潮位」を
基に決められている。具体的には堤防の低い
箇所の計画高潮位である。基準潮位よりも高
いのが予想最高潮位で，高潮特別警報で予測
される潮位はそれ以上となる。高潮注意報は
堤防より海側の港湾施設などで働く人たちに注
意を呼びかける目的もあり，警報の基準潮位よ
りは低く設定されている。

一方，高潮氾濫危険情報の特別警戒水位は
最大規模の高潮を想定したシミュレーションに
よって，堤防決壊と越流による氾濫が始まる場
所を特定して決める。では，高潮氾濫危険情
報の特別警戒水位と高潮警報の基準潮位とを
比べると一体どちらが高いのだろうか。

国土交通省によると，高潮氾濫危険情報を
発表する目的は，高潮警報の予想通りに高潮
が基準潮位に達して大災害になる前に，特別
警戒水位に到達したという実況値の情報を周
知して住民の危険回避行動などに資することに
ある。従って，基本的には高潮警報の基準潮
位のほうが高潮氾濫危険情報の特別警戒水位
よりも高くなるというのが，制度設計のコンセ
プトであるという。

愛知県の算定結果からするとどうだろうか。
愛知県はこれまでの検討作業で20の水位周知
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区間（氾濫ブロック）の特別
警戒水位を設定した。それ
らを市町村ごとに決められて
いる高潮警報の基準潮位と
比較してみた（表2）。

表の網かけ部分は，高潮
警報の基準潮位のほうが特
別警戒水位よりも高くなって
いる水位周知区間，網かけ
のない部分は，高潮警報の
基準潮位が特別警戒水位よ
り低い市町村がある水位周
知区間である。高潮警報の
基準潮位のほうが高かった
のは，20区間のうち15区間
であった。警報の基準潮位
と特別警戒水位の差は80 ～
0センチであった。確かに警
報の基準潮位のほうが高い
区間が圧倒的に多いのだが，
その差が10センチという区間
も4つある。ただし，高潮警
報の予想最高潮位は基準潮
位よりも高いので，特別警戒
水位はほとんどの区間で予
想最高潮位より低くなる。

表には示していないが，
高潮注意報の基 準潮位は
1.5 ～ 1.7メートルで，全区間
で特別警戒水位のほうが高
くなっている。

これらをまとめると，以下
のようになる。高潮氾濫危険
情報の特別警戒水位は，お
おむね高潮警報の「基準潮

表 2　特別警戒水位と高潮警報基準潮位の比較
（伊勢湾・三河湾・一部河川区間）

（注）「愛知県高潮対策検討委員会 第 1 回技術部会資料」（2017 年 8 月 21 日），気象庁「警報・注意
報発表基準一覧表」より作成。水位周知区間と特別警戒水位は 2017 年 10 月現在。今後，行政
区域の調整などに伴って変更される可能性もある

水位周知区間
（氾濫ブロック）

①
特別警戒水位

（ｍ）

②
警報基準潮位

（ｍ）

②－①
（ｍ）

鍋田（弥富市） 3.2 弥富市 3.3 0.1

富浜（弥富市）～王子ふ頭（飛島村） 2.5
弥富市 3.3 0.8

飛島村 3.3 0.8

日光川～天白川（名古屋市） 2.4 名古屋市 2.5 0.1

天白川（東海市）～古美（知多市） 2.4
東海市 2.9 0.5

知多市 2.9 0.5

古美～新舞子（知多市） 2.4 知多市 2.9 0.5

大野（常滑市）～野間（美浜町） 2.2
常滑市 2.5 0.3

美浜町 2.0 －0.2

野間（美浜町）～羽豆岬（南知多町） 1.8
美浜町 2.0 0.2

南知多町 1.8 0

羽豆岬（南知多町）～河和（美浜町） 1.8
南知多町 1.8 0

美浜町 2.0 0.2

河和（美浜町）～富貴（武豊町） 3.7
美浜町 2.0 －1.7

武豊町 2.3 －1.4

武豊町～半田市 2.2
武豊町 2.3 0.1

半田市 2.0 －0.2

東浦町～大府市（境川）～刈谷市 2.4

東浦町 3.2 0.8

大府市 ― ―

刈谷市 2.3 －0.1

高浜市 2.2 高浜市 2.0 －0.2

碧南市～矢作川（西尾市） 2.2
碧南市 2.2 0

西尾市 2.3 0.1

矢作川～矢作古川（西尾市） 1.8 西尾市 2.3 0.5

矢作古川（西尾市）～三谷（蒲郡市） 1.8
西尾市 2.3 0.5

蒲郡市 2.5 0.7

大塚（蒲郡市）～豊川（豊川市） 2.4
蒲郡市 2.5 0.1

豊川市 2.5 0.1

神野新田（豊橋市）～大洲岬（田原市） 2.2
豊橋市（三河湾）2.5 0.3

田原市（三河湾）2.5 0.3

大洲～馬草（田原市） 2.1 田原市（三河湾）2.5 0.4

馬草～立馬岬（田原市） 1.9 田原市（三河湾）2.5 0.6

立馬岬～伊良湖岬（田原市） 3.2 田原市（外海）3.5 0.3
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位」より低く，予想最高潮位よりさらに低くな
る。従って，潮位からみた切迫度は高潮氾濫
危険情報のほうが高潮警報より低い。高潮特
別警報の予測潮位は高潮警報の予想最高潮位
以上となるので，高潮氾濫危険情報の切迫度
は高潮特別警報よりもずっと低い。図4にそれ
ら潮位の比較をまとめてみた。

（2）発表のタイミングからみた切迫度

防災情報の切迫度は，発表される時間が災
害の発生に近ければ近いほど高くなるといえ
る。高潮の注意報や警報は高潮災害のリスク
を予測して事前に注意・警戒を呼びかけるもの
であり，基準潮位に達すると予想される時刻の
6 ～ 3時間前に発表される。一方，高潮氾濫
危険情報は潮位の実況値が特別警戒水位に到
達したという実況情報であるから，発表のタイ
ミングは氾濫発生がより差し迫った段階となる。

特別警戒水位は高潮警報の基準潮位より低
い。だから高潮氾濫危険情報が発表される時
間は，高潮警報の基準潮位に到達するおそれ
のある警戒時間帯の少し前か警戒時間帯と考
えられる。

特別警戒水位の設定手法の一つとして越流
氾濫のリードタイムがあるが，高潮警報並みに

3時間以上の時間をキープするのは設定値がか
なり低くなってしまうので，現実的ではない。
従って，発表のタイミングという点からみると，
高潮氾濫危険情報の切迫度は高潮警報・高潮
特別警報よりも高い。

（3）発表時の避難行動からみた切迫度

情報の発表は，市町村が避難勧告などを出
すトリガーとなる。そこで次に，情報発表時の
避難行動から切迫度を考えてみる。市町村が
出す避難情報には切迫度の順から避難準備・
高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示（緊
急）の3 種類があるが，高潮氾濫危険情報は
どの避難情報と関連づけられているのだろう
か。内閣府の「避難勧告等に関するガイドライ
ン」13）（以下，避難ガイドライン）は，高潮氾濫
危険情報が出た場合，避難勧告をまだ発表し
ていない市町村は速やかに発表するよう推奨し
ている。避難ガイドラインでは，市町村が避
難勧告と避難指示（緊急）を発表するかどうか
を判断する基準の設定例として，以下を挙げ
ている（文言を簡略化。下線は筆者）。

【避難勧告の判断基準の設定例】
1：高潮警報 / 高潮特別警報が発表
2：高潮氾濫危険情報が発表
3：高潮注意報が警報に切り替わる可能性

が高く，かつ暴風警報または暴風特別
警報が発表

4：高潮注意報が夜間～翌日早朝までに警
報に切り替わる可能性が高い

＊暴風警報などに記されている警戒時間帯
（暴風が吹き始める時間帯）に留意して暴
風で避難できなくなる前に避難勧告を発表

図 4　各潮位の比較

（注）各潮位のレベルは場所によって異なる

高潮特別警戒水位
高潮警報基準

予想
最高潮位

高潮特別警報
予測潮位

高潮注意報基準

朔望平均満潮位
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高潮による氾濫が確認されたとき，あるいは
氾濫が発生したと推定されるときに，都道府
県は高潮氾濫発生情報を発表することができ
る。避難ガイドラインには明示されていないが，
高潮氾濫発生情報は避難指示（緊急）を出す
際の判断基準の一つとなるであろう。

暴風警報 /特別警報のほうが，高潮警報 /
特別警報よりも早く発表されることが多い。高
潮警報 /特別警報よりもさらに遅れて，高潮氾
濫危険情報が発表される。図5に示すように，
情報発表のタイミングからすると，高潮警報や
高潮特別警報よりも高潮氾濫危険情報の発表

別警報よりも高い。
愛知県は2017年1月に「高潮対策検討委員

会」の事務局として，関係自治体の名古屋市，
豊橋市，西尾市，弥富市の4市と特別警戒水
位の周知に向けた「事前打ち合わせ」を行っ
た。この中で，市側からは「暴風による避難
勧告が出ている中で，垂直避難（自宅などの高
層階に避難。以下，カッコ内は筆者）のための

（特別）警戒水位を出す目的が不明瞭」「高い
ビルが無いので，（特別）警戒水位は逃げるた
めの合図になるのか。津波と違って暴風を伴う
ため，屋上に逃がすことが出来ず，垂直避難
すら困難」などの意見が出された。これに対し
て愛知県は，特別警戒水位の活用について検
討委員会で精査するとしたうえで，「（特別）警
戒水位に達してから避難開始するのでは無く，
台風等の暴風域に入る前に避難勧告が発令さ
れ，避難開始されるべきである。（特別）警戒
水位到達情報は，何らかの事情で避難できな
かった人に対して，少しでも命が助かる避難行

図 5　暴風と高潮の時間的関係

（注）気象庁資料などから作成

時点のほうが暴風になっ
ている可能性がはるかに
高い。暴風が吹き荒れ
ているときに自宅などか
ら避難場所へ立ち退き避
難するのは大変危険だ。
高潮氾濫危険情報が発
表されるときにはすでに
暴風で立ち退き避難がま
まならない状況になって
いると考えられる。つま
り，情報発表時の避難
行動からみた切迫度は，
高潮氾濫危険情報のほ
うが高潮警報や高潮特

暴風の警戒時間暴風警報
発表

立ち退き避難
可能時間

避難勧告
発表

高潮警報基準（予想最高潮位）の
警戒時間

6～3h

6～3h

高潮氾濫危険情報

時間の流れ

高潮警報/
特別警報
　発表

【避難指示（緊急）の判断基準の設定例】
1：海岸堤防等の倒壊
2：水門，陸閘等の異常確認
3：異常な越波・越流が発生
4：潮位が危険潮位を超え，浸水発生が推

測される
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動をとるよう求める「避難指示」に近い情報提
供だと考える」と，特別警戒水位の周知（＝高
潮氾濫危険情報の発表）についての考え方を
示した 14）。

 Ⅴ 考察：緊急時コミュニケーションと
        高潮氾濫危険情報

水防法では，都道府県は高潮氾濫危険情報
を市町村や防災機関のほか，必要に応じて報
道機関に通知することになっている。通知を受
けた市町村は住民などに周知する。報道機関
への伝達は“必要に応じて”の保留つきである
が，高潮氾濫危険情報は切迫度が非常に高い
情報であるから，現実的には報道機関に伝達
され，速報されることになるであろう。高潮氾
濫危険情報の意味，切迫度を正確に分かりや
すく報道するうえで留意する必要があると思わ
れる事柄をまとめてみた。

第1には，そもそも「高潮という現象が一般
にどれだけ理解されているのか」という疑問が
ある。高潮は海面全体が盛り上がり，波も加
わって，その破壊力は高波よりも大きいのだが，
高潮がどのようなものであるのかが理解されて
いなければ，情報を出しても，その効果が半
減するおそれがある。

2013年にフィリピンを直撃した台風ハイエン
では，地元の言語や公用語のタガログ語に高
潮に該当する単語がなく，テレビなどでは高
潮を意味する英語の「ストームサージ（storm 
surge）」が使われた。しかし，ストームサージ
の意味がよく伝わらず，住民が避難しなかった
ケースが多 あ々ったとされている15）。

日本の三大湾に面したゼロメートル地帯で
も，高潮と高波，波浪の違いを分かっている

人は意外と少ないのではないか。伊勢湾台風
による大災害が主として高潮によるものであっ
たことを知る人も，今ではそう多くはないであ
ろう。

第2には，情報が積み重ねられる結果，分
かりにくくなってしまうおそれがあることであ
る。図3に示した通り，高潮には注意報，警
報，特別警報があり，関連の情報は多岐に及
ぶ。そこへさらに高潮氾濫危険情報が加えら
れることになる。高潮が特別警戒水位に達す
るような状況では，高潮氾濫危険情報に先立っ
て高潮特別警報が発表される可能性が高い。

「過去に経験したことがないような重大な高潮
災害が発生するおそれがある」などと厳重な警
戒を呼びかける高潮特別警報が発表された後
で，高潮氾濫危険情報という名の新たな情報
が出された場合，住民はすんなりと理解できる
だろうか。

水害の場合，高潮以外にも氾濫危険情報が
発表される。洪水予報の指定河川では，水位
の実況値が氾濫危険水位に達すると「○○川
氾濫危険情報」が発表される。また，水位周
知下水道では，雨水出水特別警戒水位に達す
ると内水氾濫危険情報が出されることになる。
場合によっては，これら3つの氾濫危険情報
がほぼ同時刻に出されることも考えられ，情報
がいっそう分かりにくくなるおそれがある。

第3には，高潮氾濫危険情報の運用によっ
て高潮の注意報や警報が軽視されてしまうよう
なことにならないかという懸念である。ヒトは
危険回避行動をする場合に，より切迫度の高
い情報を意思決定の拠り所にする傾向がある。

「特別警報が発表されていないから，まだ大丈
夫」と警報を軽視することがないよう気象庁な
どが繰り返し呼びかけているのは，そのため
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である。高潮氾濫危険情報は予測ではなく，
現実に潮位が特別警戒水位に達したという実
況情報であり，情報発表のタイミングや発表時
の避難行動の点からみると切迫度が高いので，
危険回避行動をするかどうかを決める起点とす
るのは非常に危険である。実況情報は事態の
深刻化を裏づけてリアルに伝えることができる
認知効果の高い情報であり，災害発生場所の
特定など減災上極めて重要である。しかし一
方で，予測情報が軽んじられかねないという
両刃の剣の側面がある。

 Ⅵ おわりに

本稿では，新設される高潮氾濫危険情報の
切迫度を，緊急時コミュニケーションの視点か
ら考察した。高潮氾濫危険情報と既存の情報
の切迫度を「潮位」「氾濫発生までの発表のタ
イミング」「情報発表時の避難行動」の3つの
角度から比較した。考察の結果は以下の通り
である。

■潮位からみた切迫度：

高潮氾濫危険情報の特別警戒水位は，おお
むね高潮警報の「基準潮位」より低く，予想最
高潮位よりもさらに低い。従って，潮位からみ
た切迫度は高潮氾濫危険情報のほうが高潮警
報より低い。高潮特別警報で予測される潮位
は高潮警報の予想最高潮位以上になるので，
高潮氾濫危険情報の切迫度は高潮特別警報よ
りもずっと低い。

■発表のタイミングからみた切迫度：

高潮警報や高潮特別警報はリスクを予測し
て事前に警戒を呼びかけるものである。一方，

高潮氾濫危険情報は実況情報で，氾濫発生が
より差し迫った段階で発表される。発表のタイ
ミングからみた切迫度は，高潮氾濫危険情報
のほうが高潮警報や高潮特別警報より高い。

■発表時の避難行動からみた切迫度：

高潮警報や高潮特別警報よりも，高潮氾濫
危険情報が発表される時点のほうが，暴風に
なっている可能性がはるかに高い。暴風の中
で立ち退き避難するのは非常に危険であるか
ら，発表時の避難行動からみた切迫度は，高
潮氾濫危険情報のほうが高潮警報や高潮特別
警報より高い。

3つの角度で比較した結果をトータルする
と，一番切迫度が高いのはどの情報になるの
かと自問してみたが，それは，結局のところウ
エイトをどの角度にかけるかで異なってくると
考える。ハザードの強さを重視すれば「潮位」
に，住民の危険回避行動を重視するのであれ
ば「発表時の避難行動」によりウエイトをかけ
ることになる。

情報の切迫度にトータルの序列をつけること
は難しいが，筆者は高潮氾濫危険情報を「逃
げ遅れた人たちに，事態が非常に深刻化して
いることを伝え，最終的な危険回避行動を促
す実況情報の一つ」であると考えている。避け
るべきは，堤防決壊や越流による氾濫が起き
るまで人びとがその危険に気づかないことだ。

高潮氾濫危険情報を具体的に減災にどう生
かすのか，特別警戒水位の設定に際して避難
などのリードタイムをどれだけとるのか，全国の
都道府県で水位周知海岸の運用に向けた作業
がこれから本格化していく中で，そうした検討
や議論が行われることになるであろう。
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本稿では，運用に向けた検討作業が先行し
ている愛知県の事例をもっぱら考察に用いた
が，今後は東京湾や大阪湾沿岸などの自治体
の動向もフォローしていきたいと考える。冒頭
で述べたように，内水氾濫危険情報について
は，次号で考察する予定である。

（ふくなが ひでひこ）

注：
 1） 一般に周知する際は「高潮氾濫危険水位」とい

う名称を使うが，本稿では「高潮氾濫危険情報」
と区別するため，「高潮特別警戒水位」ないし
は「特別警戒水位」を使用することとした。

 2） 水防法上，「高潮氾濫危険情報」の発表は義務，
「高潮氾濫発生情報」の発表は任意である。

 3） 気象庁資料。いずれも上陸時の最低気圧。
 4） 国土交通省資料「高潮防災のために」。
 5） 気象庁資料「海面水温の長期変化傾向」（2017

年 3 月）。
 6） 中心気圧と最大風速は 2013 年 11 月 8 日時点。

フィリピン国家災害対策局発表（2014 年 1 月
29 日午前 6 時）。

 7） 国土交通省資料「台風30号（フィリピン）の被
害概要について」（2014 年 3 月，社会資本整備
審議会河川分科会事業評価小委員会第 4 回資
料）。

 8） 「愛知県高潮対策検討委員会 委員会資料」（2017
年 2 月 13 日）。

 9） 「愛知県高潮対策検討委員会 第 1 回技術部会資
料」（2017 年 8 月 21 日）。

 10） 府県気象情報は管区気象台や地方気象台，測候
所が発表する。注意報や警報の発表に先立って
注意や警戒を呼びかけるものと，注意報や警報
を補完するものとして現象の経過，予想，防災
上の留意点などを伝えるものがある。

 11） 温帯低気圧については，最大風速のみを指標と
する（50メートル/秒以上。ただし沖縄地方，
奄美地方及び小笠原地方は 60メートル/秒以
上）。

 12） 強風，暴風の平均風速は地方によって基準値が
異なる。

 13） 内閣府「避難勧告等に関するガイドライン
2017 年 1 月改訂版」。

 14） 前掲 8）。
 15） 前掲 7）。引用元は毎日新聞「フィリピン：「津

波」なら逃げた　言葉の壁，被害を拡大」（2013
年 11 月 25 日の記事）。


