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すい。そこへ，下水道の排水能力を超える局
地的な大雨がたびたび降るようになってきてい
る。内水氾濫が起きれば，ビルの地下や地下
街，地下道などの地下空間に氾濫水が一気に
流れ込むおそれがある。

氾濫水は地上では地表面を拡散していくが，
地下空間では限られたスペースに溜まる一方と
なる。水位の上昇は極めて早く，500平方メー
トル程度の小規模な商業施設のビルの地下で
は，氾濫水の侵入開始から20 ～ 30分で天井
まで浸水してしまうという解析もある。ドアは
水深が30 ～ 50センチになると水圧で開かなく
なるとされている1）。

1999年7月には，集中豪雨による内水氾濫
で東京都新宿区のマンションの地下室が水没
し，1人が死亡した。2000年9月の東海豪雨
では内水氾濫で名古屋市の地下鉄が浸水し，
最大で2日間運転を停止した。さらに，2013

─Ⅰ─はじめに

「内水氾濫」とは何か。河川の用語では，本
川（主要河川）の堤防を境にして住宅地側を	

「提内地」と呼ぶ。そこから，堤内地に溜まっ
た雨水を「内水」という。堤内地の地表面に溜
まった内水が下水道管や排水路，小河川で排
水されずに溢れ出してしまう現象が「内水氾濫」
である。これに対し，堤防から本川（主要河
川）側を「堤外地」と呼ぶ。本川の水は「外水」
で，それが溢れ出すのが「外水氾濫」である。
ただし，堤内地の捉え方はかなりあいまいだ。
本川をどの川にするかによって，内水か外水か
が違ってくる。

近年は大都市で内水氾濫による浸水害のリ
スクが増している。コンクリートの巨大ビル群
やアスファルト舗装で地表面が覆われた大都
市では，雨水が地下に浸み込みにくく溜まりや

2015年の水防法改正によって，都道府県と市町村は「内水氾濫」によって地下街などに大きな被害が出るおそれ
のある下水道施設を「水位周知下水道」に指定して「特別警戒水位」を設定し，「内水氾濫危険情報」を発表する
ことになった。本稿では，内水氾濫危険情報の特性を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。
■ 内水氾濫危険情報は，下水道管の水位が特別警戒水位に達すると発表される。特別警戒水位は，情報伝達・

避難に要する「リードタイム」とその間の下水道管の水位の上昇によって設定される。国土交通省が特別警
戒水位の設定事例などで示しているリードタイムは，洪水予報の指定河川や水位周知の対象河川，水位周
知海岸で想定されるリードタイムよりかなり短い。

■ リードタイムが短いのは，主として下水道管の水位の上昇特性によるためだ。下水道管は洪水予報などの
河川と違って，水を流す容量が小さいので，短時間の大雨で水位が急上昇する傾向がある。リードタイム
を長くとると特別警戒水位が低くなり，内水氾濫危険情報を頻繁に発表することになってしまう。

■ 内水氾濫危険情報はリードタイムが短いので，内水氾濫による地下街などの浸水害の危険が差し迫った時
点で発表される。危険度は大雨警報（浸水害）と大雨特別警報（浸水害）の中間に位置づけられている。内
水氾濫危険情報は，切迫度が非常に高い情報である。

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（下）〜

メディア研究部		福長秀彦
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年には京都市や名古屋市の地下街が，2016年
には仙台市の駅前の地下通路が内水氾濫で浸
水した 2）。

2015年2月に公表された社会資本整備審議
会（国土交通大臣の諮問機関）の答申「新しい
時代の下水道政策のあり方について」3）は，都
市部での浸水害を軽減するための具体的な施
策として，▶水位情報の把握・周知とその制度
化，▶最大クラスの降雨を対象とした内水浸
水想定の作成，などを提言した。豪雨が頻発
し，下水道管の増強などハード対策だけでは
限界があることから，水位情報の周知などソフ
ト対策の強化を打ち出したものだ。

同年5月には水防法が改正され，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」4）（以下，特別警戒
水位）を設定することになった。都道府県と市
町村は下水道管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
しなければならない。内水氾濫危険情報は関
係の市町村 5）や水防事務組合，地下街の管理
者，要配慮者利用施設 6），必要に応じて報道
機関に伝達され，地下街の利用者や住民に周
知される。都道府県や市町村は地下街の利用
者など住民に直接周知することもできる。

また，水位周知下水道では，想定しうる最大
規模の降雨による「内水浸水想定区域」を指定
し，2020年度を目途に公表することになった。

本稿は，内水氾濫危険情報の特性を緊急時
コミュニケーションの視点から考察するもので
ある。メディアが速報する場合に，その情報
の特性を知っておくことが非常に重要であると
考えるからだ。

水位周知下水道の指定，内水氾濫危険情
報の発表というのは，世界でも稀有な制度で
あるが，指定箇所はどのくらいの数になるのだ
ろうか。特別警戒水位はどのように設定され，
設定に際して情報の伝達や避難に必要な猶予
時間の「リードタイム」をどのくらい見込むこと
ができるのだろうか。リードタイムを河川や高
潮の氾濫危険情報と比べるとどうか。内水氾
濫危険情報は，緊急情報としてどのように位置
づけられようとしているのか。これらの問いに
ついての考察を踏まえたうえで，内水氾濫危険
情報を的確に伝達し，生かすために留意する
必要があると思われる事柄をまとめる。

─Ⅱ─下水道と内水氾濫

1. 下水道の仕組みはどのようなものか

私たちの生活の身近なところにある下水道だ
が，雨水をどのようにして排出，管理している
のかは意外と知られていないのではないだろう
か。まずは下水道の仕組みと構造を簡単に押
さえておきたい。

下水道の仕組みを簡略化したのが図1であ
る。下水道の排水方式には，雨水と汚水（家
庭などの生活雑排水）をそれぞれ別の下水道管
に集めて流す「分流式」，雨水と汚水を一緒に
同じ下水道管に集めて流す「合流式」の2つが
ある。

分流式では，雨水は，各家庭の「雨水ます」
や道路の「公共雨水ます」から下水道管のうち
の「雨水管」に流れ込む。雨水管には点検・補
修作業のためのマンホール（manhole）が取り
付けられている。汚水は各家庭の「汚水ます」
や道路上の「公共汚水ます」から下水道管のう
ちの「汚水管」に流れ込む。汚水管にもマンホー
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ルが取り付けられている。雨水は地下の雨水
管を移動し，管

かん

渠
きょ

の吐
はき

口
ぐち

から川や海に放流さ
れる。一方，汚水は「汚水管」によって最終処
理場まで運ばれ，汚濁成分を除去したあとで
川や海に放流される。

一方，合流式では，雨水と汚水は雨水ます・
汚水ますから同じ下水道管に流れ込む。合流
式の下水道管にもマンホールが取り付けられて
いる。雨水と汚水は一緒に最終処理場まで運
ばれて水質を浄化されたあと，川や海に放流
される。合流式では大雨によって下水道管の
流量が一定以上になると，汚水と雨水の混じっ
た下水を川や海に放流する構造になっている。

下水道管の材質は硬質塩化ビニールや強化
プラスチック，コンクリート，セラミックなどで
ある。太さはさまざまであるが，東京都の下水
道管の内径は25センチ～ 8.5メートルである。
下水道管のルート（以下，管路）は多数の枝線
が幹線に連結する網の目状で，上流から下流
に向かって深くなるように傾斜がつけられてい
る。下水道管が一定の深さに達すると，中継
ポンプで地面近くまでくみ上げ，再び管路に自
然流下させている。下水道管には排水目的の
ものとは別に，浸水被害を防ぐために雨水を一

時的に溜めておく「貯留管」という管渠もある。

2. 下水はどのように溢れるのか

一般に，都市部の下水道は1時間あたり50
ミリの降水量に対応できるようにこれまで計画
されてきたのだが，近年は時間雨量50ミリを
上回る豪雨が頻発している。降雨量が下水道
の排水能力を超えると，雨水が道路などの雨
水ますから下水道管に流れにくくなって地表面
に溜まる。さらに，大雨で下水道管の水位が
上がると，地下の浅いところに埋設された下水
道管の，低い土地のマンホールから下水が溢
れ出す。

一般的な傾向として，水位は下水道管の狭
くなっている部分＝隘

あい

路
ろ

（ボトルネック）で上が
りやすい。下水道管は傾斜がついているので，
流量が急激に増えると隘路に短時間で下水が
溜まる。すると，流れが悪くなって隘路から上
流側の水位が高くなり，やがてくぼ地や坂の下
といった低地のマンホールから下水がオーバー
フローすることになる（図2）。放流先の河川が
増水して吐口から下水を排出できない場合に
も，同様に上流側の水位が高くなり，マンホー
ルから下水が溢れ出すおそれがある。

図１　下水道の仕組み
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（出典）日本下水道協会「生活を守る私たちの下水道	その基礎知識」より
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国土交通省では，水位周知下水道の指定箇
所として大規模地下街を抱える20都市の約80
施設を見込んでおり，今後4 ～ 5年間での指
定を目指して自治体の取り組みをバックアップし
ている9）。2015年8月には東京都・横浜市・川
崎市・名古屋市・大阪市・福岡市の6都市から
成る「水防法等改正に伴う下水道雨水対策の
推進に向けた都市会議」（以下，都市会議）が
発足し，これまでに特別警戒水位設定のため
の水位計の設置，下水の挙動データ収集など
について情報交換が行われた。

都市会議のメンバーである横浜市では，2018
年1月中旬に大規模な地下街がある横浜駅西
口の下水道管4か所に水位計を仮設し，水位
のモニタリングを始める予定である。4か所の
うち，2か所が水位周知下水道の指定を検討
する下水道管である。この2か所は，同市の1
時間あたりの過去最大降雨である76.5ミリを想
定したシミュレーションに基づいてピックアップ
した。いずれも枝管で，口径は25センチと30
センチである。残り2か所は，指定を検討す
る2か所との水位の相関を調べるために仮設す
る。いずれも，地上には仮設のスペースがない
ので，マンホールの内部で水位を計測してデー
タを送信できる機種を選ぶ方針だ。

今後は，水位の上昇の仕方など下水の挙動
データをモニタリングによって収集し，降雨から
どのくらいの時間で枝管から下水が溢れ出し，
地下街の出入口に到達することになるのかなど
を調査する。また，特別警戒水位を適切に観
測できる場所を選定する。

横浜市では，水位周知下水道の2020年度
指定を目指して，特別警戒水位の設定に向け
た作業を進めてゆくとしている。

実は，個々の下水道管を流れる下水の挙動
（水位・流速・流量の変化）が正確に分かってい
るわけではない。従来，水位観測はポンプ施
設や終末処理場では広く行われてきたが，下水
道管についてはあまり行われてこなかった 7）。管
渠の水位観測とデータの活用が重視されるよう
になったのは，内水氾濫による浸水害のリスク
が高まってきたここ4～ 5年のことである。観測
データが十分に蓄積されていない中で，内水氾
濫危険情報の特別警戒水位をいかに適切に設
定するかが，水位周知下水道制度の要となる。

─Ⅲ─水位周知下水道の指定と
特別警戒水位　

1. 指定箇所はどのくらいか

都道府県知事と市町村長は，内水氾濫によっ
て大きな被害が出るおそれのある下水道施設
を水位周知下水道に指定する。指定の対象と
なるのは下水道施設のうち，排水用の枝管・幹
線，貯留管，補完のポンプ所で，道路の側溝
や終末処理場などは含まれない。内水氾濫で
最も懸念される被害は，氾濫水が地下空間に
一気に流入して人命が損なわれることであり，
水位周知下水道に指定される多くは，地下街
が発達しているエリアの下水道施設である 8）。

図 2　下水道管のオーバーフローのイメージ
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2. 特別警戒水位はどのように
設定されるか　

都道府県と市町村は，水位周知下水道の実
況水位が特別警戒水位に達したときに内水氾
濫危険情報を発表する。内水氾濫危険情報は
一般的なビル（オフィスビルや大規模商業施
設）の地下空間の利用者が避難を開始する目
安となるものだ。

特別警戒水位は，リードタイム（①内水氾濫
危険情報の伝達時間＋②地上階までの避難に
かかる時間）と③下水道管の水位の上昇速度
を勘案して設定する。②の避難にかかる時間は

［避難行動開始までの時間］＋［地下フロア出入
口までの移動時間］＋［地下フロア出入口での
滞留時間］＋［階段を移動する時間］で求める。
図3は特別警戒水位設定の概念図である。

ここで注意しなければならないのは，リード
タイムをカウントするのは，基本的に一般的な
ビルの地下空間であって，地下街は対象としな
いことだ。不特定多数の人が利用する地下街
などは避難に長時間を要する。地下街での避
難の時間をリードタイムとして勘案すると，設
定する水位が相当低くなってしまい，頻繁に内
水氾濫危険情報を発表することになってしまう

からだ。
地下街の場合には，下水道管の水位が特別

警戒水位に到達してから地下街への浸水が始
まる時間を目安として，浸水防止対策（止水板
の使用など）や避難誘導などを開始する。

表1は国土交通省が参考として示している
リードタイムである。大規模商業施設の地下1
階（床面積8,640平方メートル）にいる買物客な
どが，地上まで避難するのにかかる時間を試
算したものだ。この表によると，内水氾濫危
険情報の発表から5.7分で地上部までの避難
ができるという結果になっている。

一方，③の水位の上昇速度は，降雨量（例
えば5年に1度の確率や過去最大値）と雨の降
り方のパターン（実績を含む）を組み合わせた
複数モデルを使って計算する。

図4は，国土交通省による特別警戒水位の
設定例である。これは，1時間あたり100ミリ
を超す豪雨によって，大都市の地下街近くに
敷設されている下水道管（口径2.6 ～ 3メート
ルの貯留管）のマンホールから下水が溢れ出し
た，実例の水位データを基にしている。

図の棒グラフは10分間の降雨量，下の折れ

図 3　特別警戒水位設定の概念図

特別警戒水位

リードタイム
（❶＋❷）

地下空間の出入口
溢水箇所

情報の伝達時間
1

地上までの
避難の時間

2水位の
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3

（注）	国土交通省「雨水出水特別警戒水位の設定要領」より作成

表 1　大規模商業施設のリードタイム試算
（地下 1 階から地上へ）

時間 備考
地下利用者への
情報伝達時間 数秒 伝達自動化及び緊急速報

メール等を活用
避難行動開始
までの時間 3 分 一斉通報

地下フロア出入口
までの移動時間 1.4 分 歩行距離/歩行速度

地下フロア出入口
での滞留時間 0.7分 利用者数/有効流動係数（＝90）	

/有効出入口幅
階段を移動する
時間 0.6 分 階段距離/階段昇り歩行速度

合計時間 5.7 分
（出典）	国土交通省「水位周知下水道制度に係る技術資料（案）」
	 （2016 年 4 月）より
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線グラフは下水道管内の水位である。横軸の
目盛りは10分間隔の時間，縦軸の目盛りは上
が10分間の雨量（ミリ），下が下水道管内の水
位である。水位は下水道の施工基準面からの
高さを表し，管の底部はマイナス3メートル弱
である。

図4の実例では，16時ごろに雨が降り始め，
それから5分ほどで下水道管の水位が定常的
な水位のマイナス2メートルから上がり始めた。
その15分後の16時20分ごろには，水位が基
準面の0メートルに到達した。その後23分間
で水位は13メートル上昇し，16時43分にマン
ホールから下水が溢れ出した（貯留管溢水）。

ここで，リードタイムを5分とると，溢れ出し
た時間が16時43分であるから，16時38分の
水位，7.3メートルが特別警戒水位となる。溢
れた下水が最も近い地下街の出入口に到達す
るまでの移動時間は推定で約12分である。し
たがって，特別警戒水位に到達してから地下
街の浸水が始まるまでの時間は，5分＋約12
分＝約17分となる。この地下街では，止水板

を10分程度で設置することができるの
で，地下街の浸水防止対策も可能とな
る計算だ。

リードタイムは，表1の参考値で5.7
分，図4の特別警戒水位の設定事例で
は5分であった。今後，各自治体が特
別警戒水位を設定するに際して，5分
程度のリードタイムで本当に足りるのだ
ろうか。国土交通省の設定事例では，
氾濫水が地下街の出入口に到達する時
間は約12分であるが，マンホールと地
下街の出入口がもっと近接していて，到
達時間がさらに短いケースもあり得る。
その場合には5分のリードタイムでは止

水板の設置が間に合わなくなるおそれがある。
リードタイムを長くキープできるのであれば，

それに越したことはない。いま，仮に設定事
例のリードタイムの5分を8分延ばして13分に
すると，マンホールから溢れ出す13分前の16
時30分の水位，約4メートルが特別警戒水位
となる。水位は溢水が発生する高さよりも9メー
トル，リードタイム5分のケースよりも約3メー
トル30センチ低下する。リードタイムを23分に
延ばすと水位は基準点のほぼゼロメートル（16
時20分時点），40分に延ばすと雨が降り出す
前の定常水位マイナス2メートルにまで下がる

（16時03分時点）。特別警戒水位を低く設定し
すぎると，内水氾濫危険情報を頻繁に発表す
ることになってしまう。したがって，この場合，
5分のリードタイムをあまり延ばすことはできな
い。このようにリードタイムを延ばすのに限界が
あるのは，水位の上昇カーブが急峻なためであ
る。

一般的な傾向として，1時間に50ミリを超え
るような短時間の大雨が降れば，下水道管内

図 4　特別警戒水位の設定事例
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（注）	国土交通省「水位周知下水道制度に係る技術資料（案）」の参考図を基に作成
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上昇カーブは下水道管と比べるとずっと緩やか
なものとなる。したがって，リードタイムを 60
分以上キープすることがおおむね可能となる。

中小河川のうち「水位周知河川」10）では，水
位の実況値が特別警戒水位（氾濫危険水位）
に到達すると，河川管理者の国土交通省ない
し都道府県はその旨を関係機関に周知する。

特別警戒水位の設定方法は基本的には洪水
予報の指定河川と同じである。水位周知河川
の水位上昇カーブは洪水予報の指定河川ほど
緩やかではないが，それでも多くの河川で60
分のリードタイムを確保できている。

［水位周知海岸］

2015年の水防法の改正では，水位周知下水
道とともに「水位周知海岸」の制度が創設され
た。都道府県は高潮による氾濫で大きな被害
が予想される海岸を水位周知海岸に指定して，

「高潮特別警戒水位」を設定する。特別警戒
水位の値は，
❶決壊が一番早く始まる堤防の「計画高潮位」

（設計上の最高潮位）　
❷〔越流が一番早く始まる堤防の天端高〕

−	〔リードタイム分の潮位上昇量〕　
の双方を基準水位観測所の潮位に換算し，い
ずれか低いほうとする。

海岸を管理する全国の都道府県では，水位
周知海岸の指定に向けた検討作業を行ってい
るが，このうち愛知県では，伊勢湾と三河湾の
沿岸・高潮が遡上する一部河川区間の複数か
所に特別警戒水位を設定するにあたって，リー
ドタイムを60分として計算した。

愛知県が検討しているリードタイムの内訳を
表2に示す。住民が危険回避行動をするリアク
ションが15分と短いのは，自宅などの高層階

の水位は急上昇する。下水道管の口径は貯留
管の太いもので約10メートル，排水用の幹線は
それよりも細く，枝線になるとさらに細くなる。
限られた容量の下水道管に短時間で大量の水
が流れ込めば，水位は急激に上がる。流量が
一定ならば，口径の細い管ほど（管の断面積
が小さいほど）水位の上昇速度は速い。

管が細いと氾濫流量がさほど多くなくても，
地下空間は浸水時に急激に水が流れ込み，階
段を昇るのが危険になる。水深が30センチを
超えるとドアを開けるのが困難になる。

3. リードタイムを比べてみる（河川・高潮）

リードタイムの長さを河川の氾濫危険水位や
水位周知海岸の高潮特別警戒水位と比べると
どうだろうか。

［洪水予報指定河川・水位周知河川］

洪水予報の指定河川では，河川の水位が
「氾濫危険水位」に到達すると，気象庁と河川
管理者の国土交通省ないし都道府県が共同で

「氾濫危険情報」を出す。氾濫危険水位の値
は，浸水のおそれがある箇所の，
❶計画高水位（堤防設計上の最高水位）
❷〔堤防の天端高（てっぺんの高さ）〕

−	〔リードタイム分の水位上昇量〕　
のいずれか低いほうを，基準水位観測所の水
位に換算して設定される。各河川ともリードタ
イムの長さは60分強が多い。リードタイム内の
情報伝達は浸水想定区域の住民を対象とし，
想定する危険回避行動は指定避難場所などへ
の立ち退き避難と高層階への垂直避難である。
水位の上昇速度は，過去の洪水などのデータ
の中から最高値を用いて計算する。洪水予報
の指定河川は河道の断面積が大きく，水位の
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に避難する垂直避難の時間をもっぱら想定して
いるためである。潮位の実況値が特別警戒水
位に到達し，高潮氾濫危険情報が発表される
段階では，すでに台風の暴風域に入っている
ことが予想されるため，リードタイムでは自宅な
どから指定避難所などへの立ち退き避難は想
定していない。

潮位の上昇カーブは，過去に日本に上陸した
台風の中で最大級の勢力の室戸台風と伊勢湾
台風の気圧や風速のデータを使って計算した
が，リードタイム60分間分の潮位の上昇量は，
最大で2.4メートル11）と下水道管の場合と比べ
るとはるかに緩やかである。

短時間の大雨によって急速に水位が上昇する
下水道管の特性からして，リードタイムは河川
の洪水や高潮に比べて短くならざるを得ない。
地下空間では下水道管から溢れた氾濫水が
いったん流入すると，急速に浸水の深さが増
す。内水氾濫危険情報は極めて切迫度が高い
情報であると考えることができる。

─Ⅳ─内水氾濫危険情報と危険度

1. 緊急情報として
どう位置づけられているのか　

内水氾濫危険情報は，下水道管の水位上昇
とリードタイムの関係から，非常に緊急度の高

い情報であることが分かった。では，内水氾濫
危険情報は，緊急情報として大雨警報（浸水害）
など内水氾濫の情報体系の中でどのように位置
づけられているのだろうか。図5は気象庁の資
料から，内水氾濫のそれぞれの情報が発表さ
れる時系列と危険度を抜き出したものだ。
「危険度」は，図の下に行くほど高くなる。内

水氾濫危険情報の「危険度」は大雨警報（浸
水害）と大雨特別警報（浸水害）の間に位置づ
けられている。内水氾濫危険情報の危険度に
ついて詳しく考察する前に，まずは，それぞれ
の情報の概略を押さえておきたい。

［大雨注意報］

大雨注意報は，大雨によって内水氾濫によ
る浸水害ないしは土砂災害が起きるおそれが
あるときに発表される。内水氾濫が予想される
場合には本文に「浸水害」と記される。

気象庁は2017年7月から浸水害の大雨注意
報を発表する基準として，それまでの短時間（1
時間と3時間）雨量に代えて，降った雨が地表
面にどれだけ溜まっているかを数値化した「表
面雨量指数」を使っている。浸水害の大雨注
意報は，表面雨量指数が注意報の基準値に
到達すると予想される6 ～ 3時間前に発表され

表 2　高潮特別警戒水位設定のリードタイム
（愛知県の検討作業）

伝達経路 時間の目安
観測所⇒県の伝達 10 分
県⇒市町村の伝達 15 分
市⇒住民の伝達 20 分
住民のリアクション 15 分
合計時間（リードタイム） 60 分

（出典）	「愛知県高潮対策検討委員会（第 1 回）」資料（2017年2月13日）
より

図 5　内水氾濫情報の時系列と危険度

（注）気象庁資料から抜粋作成
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い場合に発表される。気象庁が大雨特別警報
を発表する指標は，ⓐ48時間降水量と土壌雨
量指数が50年に一度の値となった5キロ四方
メッシュの数が府県レベルの広範囲でそれぞ
れ50以上になるか，ⓑ3時間降水量と土壌雨
量指数が50年に一度の値となった5キロ四方
メッシュの数が府県レベルの広範囲でそれぞれ
10以上になるか，のいずれかが予想され，さら
にⓒ雨が降り続く可能性がある場合，である。

気象庁はⓐⓒないしはⓑⓒの指標に到達し
た広域エリアのうち，大雨警報（浸水害）がす
でに発表されている市町村の中から，前述の
危険度分布で特に危険度が高い地域を絞り込
んで大雨特別警報（浸水害）を発表する。

2. 危険度分布と内水氾濫危険情報の
「危険度」とは　

前述のように，大雨警報（浸水害）の危険
度分布（以下，危険度分布）は内水氾濫の1時
間先までの危険度を5段階で色分け表示して
いる。危険度は対象地域で浸水害が起きたと
きの表面雨量指数を20年分以上にわたって調
べ，設定したものだ。表3に5段階の色分け
表示を示す。

平たく言えば，危険度分布は過去と同規模
ないしはそれを上回る浸水害が起きるほどの
雨水が1時間先までに地表面に溜まると予想さ
れるか，あるいは現実に溜まっているとみられ
るかどうかを表面雨量指数で10分ごとに表す
ものだ。地表面に雨水が溜まってくると，下水
道管から溢れ出して浸水害が起きるリスクが増
す。表面雨量指数が赤（警報級）を上回る「薄
い紫」や「濃い紫」のレベルになると，下水道
の処理能力を超えるような短時間の大雨によっ
て重大な浸水害が起きる可能性が高い。内水

る（短時間の大雨の場合には6 ～ 2時間前）。

［注意・警戒時間帯の色分け表示］

大雨注意報が出ると，「注意・警戒時間帯の
色分け表示」という表形式の情報が発表され
る。表では，内水氾濫による浸水害の危険度
が24時間先のどの時間帯に警報レベルに高ま
るのか，3時間刻みの予測が赤で示される。

［大雨警報（浸水害）］

大雨警報（浸水害）も2017年7月から発表
の基準として，それまでの短時間雨量に代えて

「表面雨量指数」を使っている。「表面雨量指
数」が大雨警報の基準値に到達すると予想さ
れる6 ～ 3時間前に発表される（短時間の大雨
の場合には6 ～ 2時間前）。

［大雨警報（浸水害）の危険度分布］

大雨警報（浸水害）の危険度分布は，2017
年7月から運用が始められた情報で，警報など
を補完するものである。内水氾濫の危険度を1
時間先までの表面雨量指数の予測値ないしは
実況値で5段階に色分け表示する。

市町村のどこで内水氾濫による浸水害のリス
クが高まっているか，危険度が1キロメートル
四方のメッシュごとに表示される。データは10
分間隔で更新される。従来は大雨警報（浸水
害）が発表されても，市町村内のどのエリアで
内水氾濫による危険が高まっているのかは示さ
れていなかったが，これによって危険が予想さ
れるエリアが細かく示されることになった。

［大雨特別警報（浸水害）］

大雨特別警報は，50年に一度以上の大雨に
よって重大な災害が発生するおそれが著しく強
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氾濫危険情報は，下水道管の水位が特別警戒
水位に到達し，重大な浸水害が発生するおそ
れが現実に強まっているときに発表される。大
雨特別警報は50年に一度以上の大雨が予想さ
れる危機的な状況であるので，「濃い紫」よりも
さらに危険度が高い。

内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」
では，市町村は危険度分布の赤（警報級）で

「避難準備・高齢者等避難開始」の情報を，内
水氾濫危険情報で避難勧告を出すことを基本
として推奨している。市町村は，大雨特別警
報（浸水害）が発表される前に避難勧告や避難
指示（緊急）を出し，特別警報が発表されたと
きには，避難勧告などの地域を拡大する必要
があるかどうかをチェックする12）。

これらから，内水氾濫危険情報の危険度は，
大雨警報と大雨特別警報の間に位置づけられ
ている。

内水氾濫危険情報は，ある特定の時点の危
険度を示す情報である。一方，データが刻 と々
更新される危険度分布は，危険度が時間とと
もに高まってゆく状況を示す情報でもあり，ど
のエリアで内水氾濫危険情報が発表されるお
それが強まっているのかを察知するうえで一定
の目安となる。

しかし，危険度分布によってどの下水道管が
溢れ出すのかを見定めることには限界がある。
個々の下水道管を流れる下水の挙動（水位・流	
速・流量の変化）については，データが十分に蓄	
積されていない。下水の挙動と雨の降り方との
関係も正確に分かっていないのが現実だ。

表3に示されているように，危険度が「黄」
の注意報級であっても，マンホールから下水が
溢れるおそれがある。気象庁では，内水氾濫
危険情報が発表されたときには，危険度分布
にかかわらず，速やかに危険回避行動をとる必
要があるとしている。

─Ⅴ─内水氾濫危険情報の
─────伝達・活用に向けて　

内水氾濫危険情報は都道府県や市町村から
関係の市町村や水防事務組合，地下街の管理
者，要配慮者利用施設，必要に応じて報道機
関に伝達され，地下街の利用者や住民に周知
される。また，都道府県や市町村は地下街の
利用者など住民に直接伝達することもできる。
緊急性が非常に高い内水氾濫危険情報を，地
下街の利用者など一般の人びとに分かりやす
く，迅速に伝え，限られたリードタイムを少し

表 3　大雨警報（浸水害）危険度分布の 5 段階色分け

色・危険度 表面雨量指数 想定される状況
濃い紫
極めて危険 実況値≧警報より 1 段上の基準 ●	すでに重大な浸水害が発生している可能性大

薄い紫
非常に危険 予測値≧警報より1 段上の基準

●	道路が一面冠水し，側溝やマンホールの場所が分からなくなるおそれ
●	低地で多くの家屋が床上浸水のおそれ

赤
警報級 予測値≧警報の基準

●	下水や側溝が溢れ，道路がいつ冠水してもおかしくない
●	低地の家屋が床上浸水のおそれ

黄
注意報級 予測値≧注意報の基準

●	低地の下水や側溝が溢れ，道路冠水のおそれ
●	住宅の地下室や道路のアンダーパスに雨水が流れ込むおそれ
●	低地の家屋が床下浸水のおそれ

白
今後の情報等に留意 予測値＜注意報の基準

●	普段と同じ状況
●	降雨時には低地に雨水が集まる

（注）	気象庁の資料より抜粋作成
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でも生かすために，マスメディアも含めた関係
機関が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「内水氾濫という用語が
どこまで一般に理解されているか」という疑問
がある。内水，外水という言葉が日常の生活
で使われることはほとんどないのではないか。
危険が切迫していることを伝える情報は見て，
聞いて，誰もがすぐに内容を正確に理解できな
ければならないはずだ。

緊急情報のメールやテレビの字幕速報では，
使用できる文字数に制約があるから，とりわけ
情報のタイトル（標題）は重要である。「○○地
区に内水氾濫危険情報」で本当に意味が伝わ
るだろうか。例えば「○○地区に下水道氾濫危
険情報」とか「○○地区に下水浸水危険情報」	
などとしたほうがまだしも分かりやすいと思う
が，どうだろうか。内水氾濫危険情報の運用に
向けて，今後，周知文を含めてさまざまな検討
が行われるが，分かりやすい簡潔な情報表現
についても議論を積み重ねてもらいたいものだ。

第2は，伝達・周知にかかる時間をできるだ
けスピードアップする必要があることだ。リード
タイムが短いから，伝達・周知にあまり時間を
とられると，地上への避難や浸水防止対策が
間に合わなくなってしまうおそれがある。その
ため，都道府県や市町村は，少なくとも下水道
管の水位が特別警戒水位に到達したことをリア
ルタイムで把握することが重要だ。下水道管に
設置された水位計からデータが自動的に送信
され，特別警戒水位に到達すると自治体の受
信端末がアラームを発するようなシステムが構
築されることになるだろう。さらに，内水氾濫
危険情報の伝達に際しては，周知文の作成や
情報端末への入力が遅滞なく行われるように，

ひな型のフォーマットを整えておけば作業がス
ムーズになる。周知を徹底するうえから，地下
街の管理者など関係機関・団体との間では送
受信の確認ができるシステムが望ましい。

第3は，事前の警戒を強化する必要がある
ことだ。下水道管の水位は短時間の大雨で急
激に上昇する傾向があるから，内水氾濫危険
情報が突然発表されるような事態になることも
予想される。慌しく事態に対応するのではなく，
あらかじめ地下街の管理者が止水板や土のう
を使う用意をしておけば，浸水防止対策を手際
よく行える。それによって，限られたリードタイ
ムを少しでも生かすことができる。危険度分布
の情報を活用すれば，どの地域で内水氾濫の
リスクが高まっているのかが分かるので，事前
の警戒を強化することが可能である。

─Ⅵ─おわりに

本稿では，新設される内水氾濫危険情報の
特性を緊急時コミュニケーションの視点から考
察した。メディアが速報するうえで，情報の特
性を知っておくことが非常に重要であると考え
たからである。考察の結果を以下にまとめる。

■	内水氾濫危険情報の特別警戒水位は，リー
ドタイムとその間の下水道管の水位の上昇に
よって設定される。国土交通省が特別警戒
水位の設定事例などで示しているリードタイ
ムは，洪水予報や水位周知の対象河川，水
位周知海岸などで想定されているリードタイ
ムよりかなり短い。

■	リードタイムが短いのは，主として下水道管
の水位の上昇特性によるためだ。下水道管
は洪水予報などの対象河川と違って，水を流
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す容量が小さいので，短時間の大雨で水位
が急上昇する傾向がある。リードタイムを長く
とると特別警戒水位が低くなり，内水氾濫危
険情報を頻繁に発表することになってしまう。

■	内水氾濫危険情報はリードタイムが短いので，
内水氾濫による地下街などの浸水害の危険が
差し迫った時点で発表される。危険度は内水
氾濫の情報体系の中では，大雨警報（浸水
害）と大雨特別警報（浸水害）の中間に位置
づけられている。したがって，内水氾濫危険
情報は，非常に切迫度が高い情報である。

2015年5月の水防法改正では内水氾濫危険
情報とともに，海岸を管理する都道府県が「高
潮氾濫危険情報」を発表することが定められ
た。本誌では2017年12月号で高潮氾濫危険
情報を緊急時コミュニケーションの視点から考
察した。本稿は，その続編である。

水防法の改正から2年以上が経つが，全国
の都道府県や市町村で雨水出水特別警戒水位
を設定した自治体は未だ報告されていない。こ
れは，本稿でもたびたび述べた通り，個々の下
水道管を流れる下水の挙動がよく分かっていな
いことによるものと考えられる。各自治体とも
手探りの中で，水位周知下水道の指定に向け
た検討作業を進めているというのが，今回の取
材を通じての実感である。水位計の仮設が進
み，モニタリングによる観測データが蓄積され
るにつれて，特別警戒水位の設定箇所を決め
る動きが徐々に加速してゆくことになるだろう。

特別警戒水位の設定では，リードタイムをど
のくらいキープするかも難題であろう。今後，
自治体はどのようにしてリードタイムを決めてい
くのだろうか。リードタイムの決め方や内水氾
濫危険情報の発表の仕方をめぐって今後，地

下街の管理者などからは，どのような要望や
意見が出されるのだろうか。

私たちの生活に身近な下水道とメディア・緊
急時コミュニケーションとの関わりについての
研究は，筆者の知る限りまだほとんどなされて
いない。短時間の豪雨が多発している中で，
内水氾濫危険情報がこれからどのように運用
されることになるのか，今後も地道に調査研究
を続けていきたいと考えている。

（ふくなが	ひでひこ）

注：
	 1）	日本建築防災協会「地下街等浸水時避難計画策

定の手引き（案）」（2004 年 5 月）
	 2）	国土交通省調べ
	 3）	社会資本整備審議会答申「新しい時代の下水道

政策のあり方について」（2015 年 2 月）
	 4）	一般に周知する際は「内水氾濫危険水位」とい

う名称を使うが，本稿では「内水氾濫危険情報」
と区別するため「雨水出水特別警戒水位」ない
しは「特別警戒水位」を使用することにした。

	 5）	都道府県のみが内水氾濫危険情報を発表する場
合。

	 6）	病院や高齢者福祉施設など。
	 7）	国土交通省下水道部「下水道管きょ等における

水位等観測を推進するための手引き（案）」（2017
年 7 月）

	 8）	国土交通省「雨水出水特別警戒水位の設定要領」
	 9）	下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」

（2016 年 3 月 6 日）
	10）	水位周知河川とは，洪水予報の指定河川以外の

河川で，国土交通省と都道府県が指定して水位
を周知する河川。氾濫すると大きな浸水害が予
想されるものの，流域面積が比較的小さく，洪
水予報を行う時間的な余裕が乏しい河川が対象
となる。

	11）	「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）。愛知県が 2017年10月
までにリードタイムによって特別警戒水位を設
定した 18 か所のうちの最大値。基準潮位観測
所の潮位に換算する前の，〔高潮による越流が
最初に起きる地点の堤防天端高〕−〔リードタ
イム 60 分の潮位上昇量〕で計算。

	12）	内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」
（2017 年 1 月）


