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下水道におけるリアルタイム降雨情報
利活用促進に関する研究
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本調査では，局地的な大雨等に起因する内水の浸
水被害に対応するため，XRAIN 等の数値情報を活用
したリアルタイム降雨情報システム等の下水道分野
への活用促進を図るための実行可能性（ＦＳ）調査
を実施した。
ＦＳ調査にあたっては，大垣市をモデルに検討を
行い，XRAIN の数値情報や下水道管理者が持つ情報
等を災害対応に活用できる情報に変換できるシステ
ムを構築し，その情報等から災害に役立つ手法を検
討し，その検討手順や情報の信頼性，効果等につい
て整理した。
なお，本研究は，国土交通省の政策支援として実
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近年，局地的な大雨等に頻発により，特に都市部
において，重大な浸水被害が発生している。
降雨レーダや ICT に関する技術は，近年大きく進
展しており，特に国土交通省が整備を進めている
XRAIN（X ﾊﾞﾝﾄﾞ MP ﾚｰﾀﾞﾈｯﾄﾜｰｸ）は高頻度，高精度な
データをリアルタイムで配信するなど，ゲリラ豪雨
など局地的な気象現象を把握することが可能となっ
てきている。
比較的大規模な河川では，水位観測等が行われ，
現状の危険度の把握や予測等に活用されているもの
の，内水による市街地の浸水状況や下水道管渠内の
水位については，観測機器の整備やリアルタイム降
雨システムの整備が遅れているため，こうした取り
組みを推進する必要がある。
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図－１ リアルタイム雨水情報ネットワークの概要

2.

研究体制と研究期間

2.1 研究体制
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部から
の委託を受け，(公財)日本下水道新技術機構・(株)
日水コン共同企業体が調査・研究を行なった。
2.2 研究期間
平成 26 年 10 月～平成 27 年 3 月
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3.

研究成果

3.1 XRAIN の概要
3.1.1 XRAIN の特徴
XRAIN とは，国土交通省が運用している X バンド
MP レーダによる観測ネットワークである。
XRAIN は，従来のレーダ網（C バンドレーダ）と比
べて高分解能であり，これまでできなかったゲリラ
豪雨の捕捉が可能となり，かつ高精度でほぼリアル
タイムで配信することが可能となっている（図－２）
。

図－２ X バンド MP レーダの概要
3.1.2 XRAIN の整備状況
XRAIN の整備は，観測地域を複数のレーダで囲む
ように配置されており，平成 22 年度にレーダ 11 基
整備して一般配信が開始され，現在はレーダ 39 箇所
が整備完了している（図－３）。

図－３ 国土交通省 X バンド MP レーダの整備状況
3.1.3 XRAIN 数値情報の配信
従来は，画像情報から降雨情報を確認するだけで
あったが，平成 25 年 5 月から有償で XRAIN 数値情報
の一般配信が開始されている「
（一財）河川情報セン
ター(FRICS)」
。
画像情報では得られる情報は限られているが，
XRAIN 数値情報は，これを使用してオーダーメード
でシステムを構築することで，自治体のニーズに合
った必要な情報を得ることができるため，災害対応
や施設運用等に活用することできる状況にある。

3.1.4 XRAIN 数値情報の流出解析モデルへの適用
流出解析モデルは，雨水流出量や汚濁負荷量を解
析して，浸水対策や合流改善対策等に活用できる。
最近では，ＸＲＡＩＮのリアルタイムデータや予
測降雨データを時系列にＩＮＰＵＴし，リアルタイ
ムに浸水状況などを解析できるようになっている。
3.2 XRAIN 数値情報利用促進を図るための方向性
3.2.1 XRAIN の利活用に関する現状
多くの自治体では，XRAIN の情報を HP の画像情報
から判断して，施設運用や防災活動に対する支援等
の参考にしているが，災害対応に活用できる情報に
より適切な災害対応を行いたいというニーズがある。
こうしたニーズに対応するためには，XRAIN の数値
情報をオーダーメードで必要な情報に変換すること
により，適切な災害情報を得ることが可能である。
3.2.2 XRAIN の利活用に関する最近の動向
リアルタイムで流出解析を行い，高度な雨水管理
を行う考え方を整理した「リアルタイム降雨情報ネ
ットワーク技術資料 2011 年 5 月」を，また，XRAIN
数値情報の利活用における基本的な考え方，効果，
利活用方法等を整理した「下水道事業における X バ
ンド MP レーダ情報利活用に関する技術資料 2014
年 3 月」を当機構において発刊している。
また，国土交通省では，平成 26 年度から管路内の
水位情報やレーダ雨量情報等を活用してリアルタイ
ムに浸水を予測し，ポンプの運転制御に有効な情報
を提供する技術を開発するためにＢ－ＤＡＳＨプロ
ジェクト「ＩＣＴを活用した浸水対策施設運用支援
システム実用化に関する技術実証事業」により浸水
被害の削減効果等の実証を行っている。
3.2.3 システム開発の方向性
ICT を活用したリアルタイム情報に基づく解析等
には，高度な技術と情報処理などに多額の費用を要
し，設置費・維持管理費が高額となるといった誤解
があり，一部の大都市を除いて XRAIN 数値情報の利
活用の普及が遅れている。
このため，下水道分野への XRAIN 数値情報の利活
用促進を目的とし，中小都市をターゲットにニーズ
に対応したオーダーメードで必要な機能に絞り込ん
だ廉価版のリアルタイム降雨情報システムを開発す
ることが必要である。
3.2.4 対応等
XRAIN 数値情報を利活用するため，施設の状況や
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入手できる観測情報，
また，
情報の活用目的等から，
様々な技術を体系的に整理した（表－１）。これによ
り，自治体のニーズに対応したシステムの選定が可
能となった。
表－１ 技術体系

床上・床下浸水：約 750 棟
道路冠水他
【時間最大雨量 50.6mm/hr】

浸水エリア

図－４ 浸水被害状況（H16.10.19～20）
(3) 雨水対策施設の特徴
大垣市は，既存の排水路や灌漑用水路などが複雑
に入り組んだ排水系統を要し，26 箇所の排水機場に
よる排水している。多くの水路は用排水兼用となっ
ており，灌漑期の用水路の水位確保のためのゲート
（図－５写真参照）が多く設置されている。
このため，降雨予測等の技術により，雨水ポンプ
や用水路ゲート管理がより効果的にできる可能性を
有している。
3.3 ＦＳ調査
3.2.1 対象フィールド
(1) 大垣市の状況
大垣市は近年では，平成 16 年 10 月 19～20 日（台
風 23 号），平成 25 年 9 月 4 日（前線）
，平成 26 年
10 月 14 日（台風 19 号）に浸水被害が発生し，特に，
平成 16 年の集中豪雨では時間最大 50.6mm/hr の降雨
により，床上・床下計 700 戸超，広域にわたる道路
冠水の甚大な浸水被害を被っている。
図－５（写真）
(2) 雨水計画の概要
大垣市は，下水道事業により 5 年確率降雨
（56.9m/hr）に対応した雨水整備を進めている。
一部排水区では，浸水対策方針を立案するため，
流出解析モデルを用いた検討が行われている。

転倒ゲート

(4) 雨水対策施設の管理上の課題
①ポンプ場の管理上の課題（図－６）
●地形が平坦で管路の土被りが浅いため，ポンプ
場から上流へ背水の影響を受けやすく，ポンプ
操作の遅れにより浸水が発生しやすい。
●予防保全的な雨水ポンプの先行待機運転回数の
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増加による維持管理費の増大
●ゲリラ豪雨は，降雨の発生から浸水開始までの
リードタイムが短く，特に灌漑期は高水位とな
り対応が困難
●施設を適切に操作するために必要な人員が不足

図－７ ゲート操作における課題
3.3.2 ニーズ調査および技術体系とのマッチング
システム構築に先立ち，大垣市の下水道施設管理
担当，防災担当等，関連部局より災害対応時にほし
い情報等のニーズ調査を行った（表－２）。
このニーズと技術体系（表－１）のマッチングを行
い，ニーズに対応したシステムを構築した（図－８）
。
表－２ 各担当部局へのニーズ調査

図－６ ポンプ操作における課題
アンケート
部署

②用水路等のゲート操作の管理上の課題（図－７）
ゲート操作は，大規模な樋門が管理委託，小規模
なゲートは地元の土地改良組合で対応している。
気象庁，岐阜県川の防災情報メール等の情報と降
雨状況を確認しながら，管理人の経験に基づき操作
しており，大雨が予測されるときには，ゲートを下
げ既設水路の流下能力を確保している。
このような状況から，大垣市のゲート操作管理上
の課題として，下記が挙げられる。
●高齢化などにより管理人が減少しており，管理
に必要な適正な人員が不足
●ゲートの開閉時の安全管理
●最近の降雨状況（ゲリラ豪雨など）を踏まえた
ゲートの運用ルールが必要
（ゲリラ豪雨時はリードタイムが短いため，ゲー
ト操作に時間的余裕が少なく，操作判断が困難
な状況にある）

農林課

①Who
（誰に？）

②When
（いつ？）

③Where
（どこ？）

⑥How
（どのように？）

・消防団
（水防団）

待機中

市内全域（道路・ ・局地的な大雨予 ・家屋等への浸 ・スマホで予測情報
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水防止のため
（詳細な位置など）
ス）
・水路からの溢水 リードタイム確保 の確認
予測情報
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運転担当者

浸水が予想され
る１時間前
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冠水の発生が予 河川側を通行し ・冠水発生地点
想される1時間前 ている箇所
の予測情報
（潜橋、アンダー
パス）

・道路管理者

道路冠水の発生 道路冠水発生地 ・道路冠水発生 ・事前に予測情 ・PC、携帯電話等で
が予想される1時 点
地点の予測情報 報が入ることで体 予測水位を確認
間前
制を構築

・道路管理者

アンダーパスの
冠水が予想され
る1時間前

アンダーパス地
点

・アンダーパスの ・事前に予測水
予測水位、アラー 位情報が入るこ
ト配信
とで緊急体制を
構築

・メールでアラート受
信

・工事担当者

常時

工事エリア

・現況降雨状況 ・工事等の中止
・60分後までの予 基準
測雨量
・指定日時の雨
量

・メールでアラート受
信
・PCで地図を確認

管理課

道路課

道路課

道路課

・ゲート操作のタ
イミングを知らせ
るためのアラート
配信

⑤Why
（なぜ？）

各ゲート地点

管理課

下水道課

④What
（何を？）

・ゲート操作者 各々のゲート上
・農業施設
流部で、浸水が
管理者
予想される降雨
の数時間前

・事前予測降雨 ・メール・電話で連
量・アラートで操 絡
作のためのリード ・PCで確認
タイム確保

・浸水エリアの予 ・ポンプ稼動のた ・スマホで予測情報
測情報
めの参考情報
（詳細な位置など）
を確認

・事前に予測情 ・PC、携帯電話等で
報が入ることで体 予測水位を確認
制を構築

■技術レベル（TYPE-5）
過去･実況･予測雨量,実況水位及びオフライン解析に
よる予測水位･浸水範囲を表示･閲覧,アラート配信

図－８ ニーズに対応したシステムの概要

―128―

2014 年度 下水道新技術研究所年報

3.4 ニーズに対応したシステムの機能の構築
3.4.1 ゲートの運用支援
簡易システムにより 30 分後のゲート水位を想定
し，ゲート管理者（操作者）へアラート配信するこ
とで，ゲート操作に対するリードタイムが確保され，
降雨の見逃しや操作の遅れが解消される（図－９）
。

3.4.2 住民等による防災活動への支援
簡易システムにより浸水危険度を想定し，地域住
民に対してアラート配信することで，水防活動への
リードタイムが確保され，警戒態勢の構築，必要な
資材（土嚢袋，止水板等）の準備が可能となる（図
－10）。

図－10 ニーズへの対応方法とその効果（防災活動）
3.4.3 その他
その他，工事管理者への支援として，局地的豪雨
等による急激な水位上昇時の安全管理としての活用
や，災害時要支援者施設やアンダーパス等の避難誘
導活動，道路冠水時の交通誘導等への活用も期待で
きる。

図－９ ニーズへの対応方法とその効果（ゲート運用）

3.5 構築したシステムの概要
構築したシステムは，下水道台帳システム（クラ
ウド GIS）をベースとしており，下水道関連施設，
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降雨情報を重ねて表示（図－11）することで，PC，
タブレット，スマートフォン等の操作で，浸水対策
に必要となる各施設の配置や状況をリアルタイムに
表示することが可能である。

③ゲート運転支援（地点水位予測情報の配信）
④水位計情報（降雨量と水位観測値の相関関係に基
づく閾値に対するアラート配信）
⑤浸水危険予測（ナレッジ解析に基づく色分表示及
びアラート配信）（図－12）
⑥ポンプ運転支援（流量・水位予測情報の配信）

4.

まとめと課題

4.1 まとめ
本研究では，リアルタイム降雨情報の利活用を
図るにあたり，技術体系を整理することで，リア
ルタイムシミュレーションのような高度な技術
だけではなく，簡易な利活用方法も可能であるこ
とを示した。
結果，簡易な利活用方法でもアラート配信を行
うことができ，また，その精度も一定レベルを担
保することが可能となった。
技術レベルの選択にあたっては，ニーズ，利活
用目的，導入コスト及び求められる精度に応じて
選定する必要がある。

図－11 構築したシステムのイメージ

4.2 導入システムの妥当性評価
今回導入したシステムは，過去の実績に基づき
閾値などの設定を行ったものの，実降雨での検証
が行えていない。
今後，実降雨で妥当性評価を行う必要がある。
また，技術体系を整理した技術のうち，今回 FS
調査で評価されなかった技術についても，別途 FS
調査等を実施し，その成果を公表することでリア
ルタイム降雨情報の利活用の促進を図る必要が
ある。

図－12 浸水危険度による色分け表示
また，構築したシステムの機能を整理すると，下
記のとおりである。
①降雨表示機能（実況・予測雨量）
②排水区別平均雨量（実況・予測雨量）
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