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共通細密レーダ雨量システムに

関する調査

人目や資産の集積の著しい都市域における浸水被
害の発生は，家鼠都市施設，ライフライン等への
被害や交通，経済活動への影響等も甚大なものとな
る。下水遇が整備された既成市街地においても，突
発的，局地的な集中豪雨に対しては，必ずしも早急
な対応が間に食わず，災害をもたらすことがある。
レーダ雨量計による降雨情報システムは，気象レ…
ダのように広範囲の空間の気象情報を得ること等に
使用されてきた。これは，広範囲でかつ詳細にリア
ルタイムに降雨情報を得られることから，近年，下
水道施設の運用管理や防災体制の迅速な対応を図る
ために，さらに詳細な下水道用細密雨壇レーダとし
て首都圏を中心に導入され始めている。ここで得ら
れた降雨情報を相互融通し，近隣都市にも配信する
ことが可能ならば，広域的な雨水対策に極めて有効

2．1 調査方法
システム構築の基礎資料とするため，繭履情報に
関するアンケート調査を実施した。アンケート集計
の対象都市は誹都市で 都道府県及び甫嶺レ…ダ
を実施している6都市（東京，川崎，横浜，大阪，
札幌，神戸）については集計から除外した。
2．2 調査項目
アンケ…ト調査項目は，以下のとおりとした。
⑧ 現在入手している雨量情報について
葎）細密雨量レーダについて
③ 導入意欲について
④ デ…夕提供料金について
（り 導入レベルについて
（り 雨量情報の活用について
㊥ 端末の設置台数と設置場所について
⑧ 本システムに関する要望事項等

となるが，現状ではデータの互換性がないため，地
域内の断片的な運用を余儀なくされている。このた
め，建設省では下水道事業における相互融通の可能
な「共通細密レーダ雨量システム」の確立及び利用
ソフトウェアの開発をめざし，平成5年度から調査
研究を進めてきた。
本年度は，前年度の全体方針を受けて，「共通細
密レーダ雨量システム」における情報の精度向上，
また，アンケートによる地方自治体の意識を抽出整
理した上で，システムの構築及び設計標準仕様の作
成を目標とした調査を行った。

2．3 アンケート結果
「現在入手している雨量情報について」の回答で
は，地上雨量計，FRICS（河川流域総合情報シス
テム），MICOS（オンライン気象情報提供サービ
ス）の順に多く，地上雨量計と併用してFRICSや
MICOSが利用されている。
「細密雨量レーダについての理解度」の回答では，
中小都市の関心が少なく，雨量レーダを活用するよ
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うな管理は優先度がまだ低い（図−1）。
「導入意欲」については，「どちらともいえない」
「導入しない」の回答が多く，導入への意欲は少な
いように思われる（図−2）。
理解度と導入意欲との関係について整理すると，
良く理解している方が導入意欲が高く，知らない自
治体では導入意欲は低い傾向がある（図一3）。
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「月額データ提供料金について」は，「10万円未
満」が45％となっている。地上雨量計等既存のシス
テムが活用されており，降雨データは比較的入手し
やすい情報であるという認識となっている（図−4）。
「導入レベル」については，利用形態を次の4つ
に分け，どのレベルでの雨量情報利用を行いたいか
質問した。
・レベル0：レーダ雨量計システムを持ち，自前
レ…ダの観測範囲外のデ…タが必要
となるユーザ。
・レベル1：自前のキャリプレ…ションシステム
で，特定の範囲の降雨デ∴夕精度を
向上させ，活用したユ…ザ。
・レベル2：降雨デ…タを2次加工せずにそのま
ま応用分野へ活用したり端末を何台
転設置し活用していきたいニト繊ザ。
・レベル3：降雨デ…夕をそのまま表示するだけ
のこし…ザ。

レベル3の回答が最も多く，降雨データそのも
のでも十分有用な情報であるとみられる（図−5）。
また「レベル1，2」の応用分野への活用も多
く，今後の応用の展開が期待される。
棒離副骨軸の活用について」では，「降雨予測」
「人員配備」「気象観測」が多く，次いで「ポン
プの先行待機運転」「貯留管・滑水池の運用」等
がある（図−6）。
「設置場所」については，処理場，ポンプ場，
庁舎，防災部局等が挙げられた。また，今後の要
望事項としては，流入量等の予測手法の確立，設
計標準仕様の作成，防災部局との連係等の一体的
防災体制の確立等の意見がみられた。
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3．1 全体システム構成
下水道用の細密雨量レーダを共通細密レーダ雨量
システムの雨量観測拠点として全国的に建設する場
合，全国を一つの単位としてシステム構築を行うの
は現実的ではない。従って，全国を地域別に分割し
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図−6 雨量情報活用状況
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たブロックを考え，ブロック単位でのシステム構築
を行う必要がある。ブロック単位でのシステム形態

くサブシステムも＞

としては，観測拠点となるレーダサイトと，そのデー
タを共通利用すること…ザと共通デ…タの管理と集配
信射テうセンター（1ヶ所）及び共通データの配信
のみを行うサブセンター（例えば2ヶ所）で構成す
ることが考えられる（図−7）。

レーダサイトシステム

センターシステム

サブセンターシステム

3．2 利用形態
こし−ザの望むサービス内容やデータの利用形態に
より果なったシステムになる。検討の結軋 レベル
0〜レベル4番想定した。馬体的な区別は「2．3ア
ンケート結果」中に記したので参照きれたい。

図−8 機能分類

3．3 事業性評価

各サズシステムの機能は，全般的に情報農が多く，

事業性評価では事業規模を想定し，レーダサイト
は自治体独自での導入と建設が行われたものと考え，
運営主体によりセンターシステムを建設し，ユーザ
へのサービスにかかる費用をイニシャルコストとし

処理機能の高いものが要求されるため，極力機能を
分散することが望ましい。従って，レーダサイトシ

て，ユーザからの情報提供に伴う収入により，何年
で減価焼却が可能であるか試算を行った。その結果，
他の気象情報サービスシステムと同程度の情報提供
料で，各自治体における利用が可能であることがわ
かった。

では降雨データの合成を，ユーザシステム（レベル

ステムでは，電波の送信・降雨強度変換・地上雨量
計による補正を，センター・サブセンターシステム
3）では表示用データ加工を分担させるものとする。
4．2 データベース
共通細密レーダ雨量システムでは，大量のデータ
が発生する。これらのデータを効率良く保存し，迅
速に検索することが重要となる。そのため，各サブ
システムでの処理と取り扱うデータについて次のよ

4．1 機能分散

うに整理した。

各サブシステム構築では，機能分散，データベー
ス，ネットワークについて整理し，全体システムと
して構成を考えた（図−8）。

（1）レーダサイトシステム

大半のデータがここで発生する。反射電力の
収集，受信電力データの降雨強度変換，地上雨
ー35−
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量計による補正等を行う。データは，設定値を
除き，レーダの観測周期ごとに発生するため非
常に大量となる。
5．1 データ加工

（2）センター・サブセンターシステム
センター・サブセンターシステムでは，各レー

観測されたデータをどの様に加工し，下水道施設
の効率的な運用に結びっけていくか，端末機能とし
て整理した。

ダサイトシステムのデータが集中する。ここで
は，地図座標の統一処理，各レーダサイトの雨
量データの合成処理等を行い，合成後降雨強度，

レーダ観測データ及び地上雨量データの加工には，
以下のものがある。

地上雨量データ等をユーザに配信する。
（3）ユーザシステム

（1）リアルタイムデータ

2．5分周期で配信される降雨強度データであ
る。降雨の傾向を認識しやすいように降雨強度
をランク別に分類したものをビットマップと呼
んでいる。
（2）履歴データ

ユーザシステムでは，降雨強度データを加工

⁝ 浪
⁝
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蓄積された過去の降雨強度デ…夕である。積
算表示したものは，任意の地点での降雨量の累
積を認識できる。表示形態は，降雨強度と同様
で，降り始めからの甫嶺をメッシュ単位で表示
する。

﹁U出端つ．一

こし−ザシステム（レベル1〜3）

誉不≡

し，種々の降雨表示を行う。ただし，これらの
処理は処理時間をあまり要しないため，加工前
のデータのみをデータベースの対象とする。概
略処理フローと発生データを（図−9）に示す。
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（但しレベル3経線供機能）

図−g 概略処理フローと発生データ

5．2 表示機能
（1）リアルタイム表示
最新の雨巌データ射也図に蔑ね合わせて表示
するもので，データの受信毎に随時最新の雨巌
情報が表示される（図…11）。

4．3 ネットワーク
本システムにおけるネットワーク概念図を示す。
これらの各システムは，遠隔地に配置されるため，
多地点を相互に接続するWAN（ワイドエリアネッ
トワーク）の形態となる。接続形態は，ユーザシス
テムの増減が随時発生することが予測されるため，
専用回線の増加に対する拡張性が高く，センター・
サブセンターシステムの改造が容易な方法とする。

雨の強さを数値で表示することにより降雨域の現在の状況
を把握できる。
図一11リアルタイム表示イメージ図

（2）履歴再生表示
地図に重ね合わせて表示させる雨量データを
過去から現在まで順次更新させて表示するもの
で，降雨の移動状況を容易に認識することがで
きる。

図−10 通信ネットワーク概念図
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（2）情報提供機能
定期点検等により観測を停止する場合や，ユー
ザにとって必要な情報が連絡される。

（3）トレンド表示
処理区単位，ポンプ場毎等の任意の地点にお
ける降雨強度，時間雨量積算値をグラフで表示
するもので一 その地点の降雨がどの様に変化し
ているか容易に認識できる（図−12）。

︹盲︺ 咄艦腹

6．1

レーダサイトシステム

レーダサイトは，雨量データを観測・加工処理し，
センターへデータの提供を行う。
（1）主要諸元（基本性能）

レーダの主要諸元は，以下を標準とする。
・観測メッシュサイズ 250／500m
・観測周期
2．5 分
・観測半径
50km
・観測高度
最高値2km
・周波数帯域
Ⅹバンド（周波数9300
／9700M地蔵）
・レーダ表示方式
PPI
・パルス幅
1／Jsec又は2！Jsec
・空中線径
3m叉は2m
（2）設置場所の選定
設置場所は，レーダ観測において遮蔽物がな
く区域全体を網羅する位置，周囲に設置された
レ叫ダとの観測範囲が大幅に遵なり合うことを
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図一12 トレンド表示イメージ図

（4）帳票表示
任意の地点における雨最情報を帳票として加
工し，日報，月報，年報，豪雨時日報の形態で
管理できる。
（5）地上甫嶺監視
任意の地点に設置された地上南桑計の甫嶺デー
タを地図上に表示するもので，データの受信毎

避けた位置，工事上機材の搬入や設置に十分な
スペースが確保できる位臥 また維持管理が容
易にできる位置の検討が必要である。
（3）システム機器の基本仕様

に，l馴寺最新の甫嶺データに更新表示される
（図脚13）。

レーダサイトシステムとしては，レーダ設置．
電源設備，付帯設備等が必要となる。レーダ設
備については，システム構成，ハードウェア仕
様，ソフトウェア仕様の検討を行う。電源設備
は，電源負荷容量，負荷による電源種別，電源
系統，設備（盤）構成等の検討，付帯設置及び
工事としては，電源の確保，機器発熱量，機器
配置，ケーブルルート等の検討を行う。
設置している地上雨丑計の観測データを一括表示することにより，降
雨量の多い地域を把握できる。
図−13

6．2 センター・サブセンタ車システム
センター・サブセンターは，レーダサイトから雨
量データを収集・合成加工処理し，データの配信を

地上雨量監視表示イメージ例

イ丁つ。

5．3 その他の機能

（1）設置場所の選定

（1）豪雨警報機能
豪雨が発生した場合は，警報を発生させ注意
を促す。警報表示はユーザが設定でき，ウィン
ドウ表示と共にブザー，ボイスアラーム等の音
声情報にて通知する。
ー37−

運用上から，配信ブロック内の極力中心位置
に近く，運用に関わる維持管理が容易にできる
かを検討する。工事上，電源や通信回線の確保
または機材の搬入や機器の設置のための十分な
スペースが確保できるか検討する。
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・建築基準法
・消防法
・電波法

（2）システム機器の基本仕様
センター・サブセンターとしては，計算機設
備，電源設備，付帯設備等が必要となる。計算
機設備では，システム構成，ハードウェア仕様，
ソフトウェア仕様の検討を行う。電源設備は．
電源負荷容量，負荷による電源種別，電源系統，
設備（盤）構成等の検討，付帯設備及び工事と
しては，電源の確保，機器発熱量．機器配置，
ケーブルルート等の検討を行う。
6．3 ユーザシステム（レベル3）
レベル3のユーザは，センター・サブセンターか
ら配信される雨量情報を表示する。システム構築に
当たっては，ユーザの要求に応じて総合的に判断し
決定する。
a）システム機器の基本仕様
ユーザシステム（レベル3）では．端末装置
が必要となり．システム構成，ハードウェア仕
様，ソフトウェア仕様の検討を行う。
6．4 関連法規
以下の法規に規定された事項を遵守する。

本調査では，アンケートによる自治体の意識を抽
出整理して，細密雨量データによる雨量情報の下水
道施設への適用の意向を踏まえた上で，共通細密レー
ダ雨量システムのシステム構築の再確認及びシステ
ム機能，レーダ南桑計観測技術，ネットワーク等に
ついて基本仕様の検討を行った。
また，ニレーザが下水道施設の運転管理業務に雨量
データを有効に活用するために，観測された甫嶺デー
タの加工後の機能を端末機能として整理した。
今後は，本調査で行った検討を踏まえ，モデル的
事業として設置場所の選定，実施計画・設計・施工
性の検討等を行い，本システムの実施に向けた展開
を図る必要がある。

研究第二部主任研究員
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研究第一部研究員
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● この調査に関する問い合わせは

・気象法
・下水道法

・電気設備技術基準
・JI S（日本工業規格）
・J EC（電気学会電気企画調
査会）
・JEM（日本電機工業会規格）

