2010 年度 下水道新技術研究所年報

リアルタイム雨水情報ネットワーク
に関する共同研究

1.

2.

研究目的

近年，下水道計画を上回る降雨による都市の浸水が
頻発しており，人命や都市機能に甚大な影響を及ぼし
ている。これらの現象に対し，雨水ポンプ場，雨水増
補管，雨水貯留施設などの整備が進められている。
一方，合流式下水道を有する自治体では，汚濁負荷
量の削減，未処理下水の放流回数の半減などを目標と
して雨水滞水池，雨水処理施設の整備が進められてい
る。
このように下水道におけるハード整備は，浸水対策
や合流改善対策の根幹をなすものであるが，それには
多大な費用と時間を要する。今後とも浸水対策や合流
改善対策としてのハード整備は着実に進める必要があ
るが，あわせて更なる減災や効率的な合流改善対策を
進める上で，雨水情報を活用するなどのソフト対策に
も力を注ぎ，既存施設や新たに設置した施設の機能を
最大限に活用するなど費用対効果の高い対策も望まれ
ている。また，ハード整備の限界からも，市民の自助・
共助を支援・促進するための効果的な情報提供は欠か
せないものとなっている。
このような状況下，本研究は，浸水対策や合流改善
対策における効果的な施設の計画や運用，住民の自
助・共助を支援・促進するための情報提供といったオ
ンラインでのリアルタイム解析を活用した高度な雨水
管理を行うための「リアルタイム雨水情報ネットワー
ク」の構築を目的として研究開発を行った。

研究体制

2.1 研究体制
メタウォーター(株)と(財)下水道新技術推進機構の
2 者で研究を行なった。

3.

研究内容

3.1 リアルタイム雨水情報ネットワーク概要
「リアルタイム雨水情報ネットワーク」とは，浸水
対策や合流改善対策における施設の効果的な運用，自
治体における警戒態勢（体制）の充実，住民の効率的
な自助・共助を導くための情報提供を目的に構築した
観測機器・施設運転データの収集・データ集約管理シ
ステム・リアルタイム流出解析システムおよび情報配
信システムからなるネットワークである。
リアルタイム雨水情報ネットワーク（以下：ＲＴＮ）
では，図-１に示すように雨量に関する観測値，予測値，
運転データを活用してシミュレーションを実施し，管
内水位・流量，浸水位に関する数時間程度先までの解
析値を算出し配信する。ＲＴＮの各システムの機能は、
以下のとおりである。
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リアルタイム雨水情報

情報配信システム

データ集約管理システム

実測値，雨量の予測値，ライブ映像
（１）データ集約管理
システム
インプット情報
データ集約管理シス
・地上雨量
・降雨レーダー雨量
データ
配信開始
テムは，雨量の観測デー
・水位・流量
実測値，
収集
雨量の予測値
・ライブ映像
解析値
タ，水位・流量の実測デ
・運転データ
ータやポンプ等の運転
リアルタイム
流出解析
データを，通信ネットワ
システム
ークを経由してデータ
図-１ リアルタイム雨水情報ネットワークの概要
ベースへ集約し，データ
の管理・閲覧・編集・レ
研究フィールド内の観測網は，地上雨量計 4 箇所，
ポート作成・上位システムへのデータ伝送等を行う機
気象レーダー（1km メッシュ，6 時間先までの予測雨量）
，
能を有している。
水位計 10 箇所で構成されている。

（２）リアルタイム流出解析システム
リアルタイム流出解析システムは，データ集約管理
システムより伝送されるデータをリアルタイムに取り
込み，流出解析モデルによる解析を行い，水位や流量
などの解析結果を情報配信システムへ出力する機能を
有する。また，流出解析した結果は、データ集約管理
システムに蓄積することによりナレッジデータベース
としての利用も可能である。
（３）情報配信システム
情報配信システムは，データ集約管理システムへ収
集された雨量、水位、流量等の観測・実測データ，リ
アルタイム流出解析システムにより解析した結果を配
信コンテンツとして配信を行う機能を有している。
本研究では，RTN の実用化に向け，以下の項目につ
いて検証を行うため，フィールド実験を行った。
①リアルタイム情報の入力から流出解析結果の配信
までの所要時間
②降雨予測に基づく予測水位と観測水位の比較
③リアルタイム雨水情報ネットワークの活用方法
④RTN の導入効果
3.2 研究フィールド
研究フィールドは F 市の市街地に位置する 530ha の
雨水排水区（図-２）で，北東側は合流式下水道，南西
側は分流式下水道で整備されている。対象排水区では，
2004 年に発生した既往最大豪雨により甚大な被害が発
生したことから，既設の雨水ポンプ場に加えて新たに
雨水貯留管の整備が進められてきた。今後は，整備さ
れた施設を効率的に運用すること，住民自助を促進す
るための情報提供などの対策への取り組みが求められ
る。

図-２ 実験フィールドの概要
3.3 リアルタイム情報の入力から流出解析結果の配
信までの所要時間
リアルタイム性を確保するには，データ収集から配
信までの時間を短くし，更新を頻繁に行うことが望ま
しい。
一方，収集する雨量，水位，流量，運転データにお
いて水位・流量，運転データは瞬時値として入手する
ことが可能であるが，雨量については，最短でも 5 分
間の雨量を計測することになる。このため，解析結果
を伴うデータ配信については，観測データの収集から
配信までの時間を 5 分以内とすることを目標とした。
また，データ収集時間については，収集データによ
ってタイムラグが異なるが，配信までの時間を 5 分以
内とした場合は，流出解析，配信処理に要する時間を
確保するために 1 分以内を目標とした。データ収集か
ら情報配信をするまでの処理フローを図-３に示す。
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図-３ データ配信から情報配信までの目標処理時
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図-６ 1 時間後の解析予測水位の誤差
3.4 現況水位及び 1 時間後の予測水位と観測水位と
の比較
リアルタイム雨水情報ネットワークでは図-４に示
すように気象庁から提供される降雨予測情報を用いて
最大 6 時間先までのシミュレーションを行う。雨量計
や管渠内水位計のリアルタイム情報はシミュレーショ
ンの初期値としている。

図-４ リアルタイム流出解析でもちいる降雨情報
現況解析水位については図-５に示すとおり，高い再
現性を有していることがわかる。
一方，１時間後の解析予測水位は図-６に示すとおり，
全体的に観測水位より低く予測されており，最大 0.5m
程度の誤差があった。これは予測降雨が観測降雨に対
して小さく予測されたことに起因している。
（評価対象の観測水位データ数は，約 40 点。15 分
間隔でデータ取得したが，水位計不感域データは評価
から除いているため。
）

3.5 リアルタイム雨水情報ネットワークの活用方法
リアルタイム雨水情報ネットワークは、施設の運転
管理に浸水対策のみならず合流改善対策や水防警戒態
勢など雨水管理のさまざまな場面で活用されることを
想定している。以下にＲＴＮの活用イメージを示す。
１）浸水対策における活用イメージ
①ポンプ場の運転操作
ＲＴＮを活用することで，降雨予測や流入
量の予測情報に基づきポンプの運転開始・停
止を判断し，効果的かつ効率的な先行待機運
転を行うことができる。
②雨水貯留施設の流入ゲート（緊急遮断ゲート）
の操作
ＲＴＮでは，幹線の水位情報と降雨情報に
基づいて雨水貯留施設の流入ゲートの開閉タ
イミングを判断してゲートを操作し，下流の
下水管きょの能力を最大限に活用しながら雨
水貯留施設への流入を制御し，大雨に備えて
貯留容量を確保することができる(図-７)。
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③貯留水排水ポンプの運用
ＲＴＮを活用することで，
雨水貯留施設は，
降雨終了後に貯留水を可能な限り速やかに排
水し，貯留効果を最大限発揮させ，浸水被害
を軽減することができる(図-８)。
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図-５ 流出解析モデルの再現性
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〔現状〕
ポンプ運転：降雨終了後排水先の水位が安全な水位に低下した段階で運転

雨水貯留管

排水ポンプ
排水先河川や雨水きょ

〔導入後〕
ポンプ運転：排水先の流下能力を最大限に利用した運転

２）合流改善対策における活用イメージ
①浸水対策用の雨水貯留施設を合流改善対策と
して利用する場合の運転操作に活用
施設の効率的な活用の観点から合流式下水
道区域において，浸水対策として建設した雨
水貯留施設を合流改善対策施設としても利用
することが考えられる。ＲＴＮを導入するこ
とで排水区内における雨量の観測値や予測値，
合流管内水位に関する実測値や解析値等を活
用でき，浸水対策としての貯留容量を確保し
つつ合流改善対策運用を行う。
晴 天 時

雨水貯留管

小雨時（合流改善対策）

大 雨 時（浸水対策）

排水ポンプ
排水先河川や雨水きょ
合流幹線

合流幹線

降雨，水位状況に
より運用切り替え

合流幹線

図-８ 雨水貯留施設における
排水ポンプ運用イメージ
流入ゲート：閉

④内水ハザードマップと連携した情報の提供
ＲＴＮでは，内水ハザードマップの配布と
あわせてリアルタイム雨水情報を配信するこ
とで，内水ハザードマップによる住民自助・
共助の促進をより有効なものとすることがで
きる。
⑤警戒態勢（体制）
自治体側においては，防災気象情報やＲＴ
Ｎから提供される降雨予測に基づく浸水予測
情報に応じて，浸水のおそれがある地域の警
戒態勢（体制）を効率的に整えることができ
る。
一方，リアルタイムな雨水情報として，雨
量の観測値，下水管きょ内水位に関する実測
値，数時間先の降雨の予測値や水位の解析値
等を防災部局と連携して住民に配信すること
により，事前に土のうの設置，家財を移動さ
せる等の住民自助・共助の促進につなげるこ
ともできる。

通常運転

ポンプ場

流入ゲート：
合流改善対策堰高

雨水貯留管

雨水貯留管

流入ゲート：浸水対策堰高

雨水貯留管

図-９ 雨水貯留施設の併用利用イメージ
②雨天時の未処理下水放流の管理
ＲＴＮの情報に基づき未処理放流の発生を
予測し，放流先水域を利用している住民等に
対して事前に未処理下水放流の発生を知らせ
る。
３）その他の活用イメージ
①遮集ポンプ高水位運転による省エネルギー化
合流式下水道における遮集ポンプにおいて
設計時の起動・停止水位により運転が行われ
ている場合には，起動・停止水位を高水位に
変更することにより実揚程を小さくし，ポン
プ運転における電力量を削減することができ
る（図-10）
。

降雨情報により運転を切替

高水位運転

遮集管

ポンプ場

遮集管

実揚程
低減

実揚程

図-10 遮集ポンプの高水位運転のイメージ
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②下水管きょ内各種維持管理作業の管理
ＲＴＮ導入後では，工事責任者は，大雨注
意報・警報が発令されておらず、現地での降
雨が確認されない状況においても，リアルタ
イム雨水情報を活用して降雨状況の変化を早
期に把握し工事の中止や避難等の早期判断が
できる。
③雨水関連施設の運転，運用ノウハウの蓄積，
継承
ＲＴＮでは，過去の雨量，水位・流量，運
転データをデータ集約管理システム内に蓄積
することができる。
このため，雨水関連施設の運転，運用ノウ
ハウをナレッジデータベースに蓄積すること
で熟練した技術者のノウハウの継承が容易に
なる。
④下水処理場における効率的な運転
ＲＴＮにより下水処理場への流入水量を予
測し，簡易処理操作および雨天時の水処理性
能確保に活用するといった下水処理場の監視
設備への応用が考えられる。

⑤分流式下水道における不明水対策
ＲＴＮを分流式下水道の汚水管における雨
天時流入水量を予測することで，効果的な不
明水対策の検討に活用することが考えられる。
3.6 シミュレーションに基づく導入効果の評価
リアルタイム雨水情報ネットワークの導入効果につ
いては，研究フィールドにおいて次の点に着目し検証
を行った。①雨水貯留管における排水ポンプの運転方
法の改善効果，②合流区域における貯留管の浸水対
策・合流改善対策の併用利用の効果，③既往最大降雨
を対象とした浸水予測情報提供の効果，④遮集ポンプ
の高水位運転による省エネ効果。
表-１にはそれぞれの導入効果（改善効果／導入・運
用費）を示す。トータルの導入効果は導入・運用費用
に対して 2.8 倍であった。
（①，②，③は浸水被害軽減額で評価，④は削減電
気代で評価）

表-１ 導入効果
項

目

年費用（千円／年）

導入費用＋運用費用（Cost）
１．雨水貯留管排水ポンプ運用改善
導入効果
（Benefit）

27,000
46,400

２．貯留管の浸水対策・合流改善併用利用

10,000

３．浸水予測情報の提供

18,000

４．遮集ポンプの高水位運転

74,700

300

B/C ＝ 2.8

3.7 配信コンテンツ
配信コンテンツは，全体監視，雨水ポンプ
場におけるポンプ運転，雨水貯留管における
排水ポンプの運転，浸水シミュレーション，
過去データの閲覧から構成されている。それ
ぞれのコンテンツは，全体監視コンテンツの
メニュータブより選択することができる。浸
水シミュレーション画面を図-11 に示す。

図-11 リアルタイム雨水情報ネットワークの全体画面
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4.

技術資料の構成

研究成果の『リアルタイム雨水情報ネットワーク技
術資料』は，本編，資料編で構成されている。各編の
内容は以下のとおりである。
【本 編】
第１章 総 則
第１節 目 的
第２節 適用範囲
第３節 用語の定義
第２章 基 礎 編
第１節 リアルタイム雨水情報ネット
ワークの概要
第３章 導 入 編
第１節 システムの検討
第２節 システム導入の判断
第４章 管理・保守編
第 1 節 システム管理
第２節 システム保守

●この研究を行ったのは
研究第二部長
研究第二部副部長
研究第二部主任研究員
研究第二部研究員

【資 料 編】
１．アンケート結果
２．活用事例
３．地上雨量計増設位置の検討
４．導入効果検討の事例
５．気象業務法抜粋／６．問い合わせ先

5.

まとめ

本研究では，水位の予測シミュレーションの結果は，
入力情報である降雨予測値に左右されることが確認さ
れた。
降雨予測技術は日進月歩であり，近年では国土交通
省で従来の降雨レーダーの性能を遙かに超えたＸバン
ドＭＰレーダーを整備しており，それらの利活用方法
についても研究が進められている。
今後はＭＰレーダーなどの情報を利用した降雨予測
の高度化や精度向上が期待されることから，それらの
技術についてＲＴＮへの適用方法の検討を行い，さら
なる雨水管理への効果的な利用技術について研究を進
める予定である。

坂根 良平
田之倉 誠
亀谷 佳宏
谷水 一昭

●この研究に関するお問い合わせは
研究第二部長
研究第二部副部長
研究第二部主任研究員
研究第二部研究員
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