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１. はじめに 

局所的集中豪雨による都市型浸水のリスクが増大する中、浸水被害の軽減を図るソフト対策として、リアルタ

イム雨量・水位等を活用したシステム構築が望まれている。近年は雨量検知の技術が発達し、特に X バンド MP

レーダ雨量の実用化に伴い、250m メッシュの高精度で詳細なリアルタイム雨量の収集が可能となってきている。

この雨量情報に加えて、下水道管路内の水位や施設運転情報をリアルタイムに収集することで、浸水・合流改善

対策施設の効率的・効果的な運用が期待できる。本報では、平成24年度時点で計画段階であった上記リアルタイ

ム情報を活用したシステムについて、XバンドMPレーダ雨量情報や地上雨量計雨量等を用いたシステムの構築例

を報告する。 

２. システム概要 

2.1 収集データ 

システムで使用するデータは、雨量データ（地上雨量計、

X バンド MP レーダ）、河川水位データ、ポンプ場や処理場

の運転データおよび河川への放流状況を監視しているカメ

ラ画像を対象としている。運転データとカメラ画像の収集

は、監視制御系ネットワークからの取出しが必要なため、

プログラム追加等が必要となり容易ではないため将来対応

とし、今回のシステム構築では、雨量データと河川水位デー

タを対象とする（図-１参照）。

2.2 システム基盤 

 データ収集用のネットワークは、地方整備局より毎分

配信されるXバンドMPレーダのデータを確実に受信するた

め既設の光ファイバー網を活用しながら一部新設し、ネッ

トワークの構築を行った。 

また、収集データは、データベースへの蓄積等コンテン

ツとして使用できる状態に集計・加工を行い、情報提供サー

バから下水道関連部局へのコンテンツ提供を行う。 

蓄積サーバは、各コンテンツで

使用するデータ（数値データ、画

像ファイル）を作成する処理と情

報提供サーバからの要求に対応す

る必要があり、処理の負荷が高い

ため、ハードウェア故障に備え２

台構成とした（図-２参照）。 
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図－５ コンテンツ例 
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図－４ 雨量グラフ（Ａ観測所、2014/3/30）

2.3 ソフトウェア方式 

情報提供用のソフトウェアは、下水道関連部局に設置された約３５０台のパソコンへのコンテンツ配信が必要

になるため、パソコンに既に導入済みの WEB ブラウザで動作するソフトウェアとして開発を行った。また、X

バンドMPレーダの各メッシュの数値データ等を表示する基盤図は、クラウドサービスとして広く普及した地図シ

ステムを使用して拡大縮小を任意で行える等、操作性を重視してシステム開発を行った。

2.4 情報提供コンテンツの概要 

 雨量データを活用したコンテツの一部の概要を表－１に

示す。

（１）雨域表示（雨の強さ、10 分間雨量）

X バンド MP レーダで観測された雨域を地図上に表示し、

雨域の移動のようすをリアルタイムで把握することが可能

となる。

 （２）雨量グラフ

地上雨量計と観測所の直上のXバンドMPレーダデータを

同じグラフに表示し比較可能にする。下水道部局で観測し

た地上雨量計１地点との比較結果を参考までに図-２に示す。

 （３）排水区平均雨量

XバンドMPレーダの数値データで集計した累積雨量を基

に排水区毎の平均雨量を算出し、雨の強さを色分けして地

図上で確認可能にする（図-５左図参照）。

 （４）未処理放流状況の推定

雨水吐毎に受け持つ排水区の平均雨量（XバンドMPレー

ダの数値データの集計値）と遮集雨水量を比較し、各雨水

吐からの未処理放流の有無を判定する。遮集雨水量は、

既存の流出解析モデルより算出した結果を設定した（図-
５中央図参照）。

 （５）浸水危険度の推定

各排水区の過去の浸水実績に基づく浸水発生時の降雨

強度を閾値として設定し、排水区平均雨量（XバンドMP

レーダの数値データの集計値）が閾値を超える場合に、

浸水発生の危険があると判定する。浸水警戒は、閾値を

超えた場合に表示し、浸水注意は閾値の８０％を超えた

場合に表示する（図-５右図参照）。

コンテンツ名
更新

間隔
概要

１
雨域表示（雨の強さ）

※対象：約 25万ﾒｯｼｭ
5分

XバンドMPレーダデータの

雨域を地図上に表示

２
雨域表示（10分間雨量）

※対象：約 2万ﾒｯｼｭ
10分

現在時刻から過去 10 分間の

XバンドMPレーダのデータ

を加算した、10 分間雨量の

雨域を地図上に表示

３
雨量グラフ表示

※対象：約 140地点
10分

地上雨量計とその観測所直

上のXバンドMPレーダデー

タの値をグラフ表示

４
排水区平均雨量

※対象：約 2700 ﾒｯｼｭ
10分

２で集計した数値データを排

水区毎で平均した雨量を地図

上に表示

５
雨水吐放流状況（推定）

※対象：約 2700 ﾒｯｼｭ
10分

４で作成した排水区雨量と各

雨水吐の遮集雨水量を比較

し、未処理放流の有無（推定）

を表示

６
浸水危険度（推定）

※対象：約 2700 ﾒｯｼｭ
10分

４で作成した数値データと浸

水実績に基づく浸水発生最

小降雨を比較し、浸水危険度

（推定）を表示

表－1 コンテンツ概要 



図－６ コンテンツ作成処理フロー 
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３．コンテンツ作成処理フロー 

X バンド MP レーダを使用したコンテンツ（表-

１参照）は、毎分受信するXバンドMPレーダの数

値データを集計し、画像ファイルおよび数値デー

タを作成し元データとして使用する必要があるが、

そのデータ作成の処理フローの概要を図-６に示す。 

 各処理の処理時間は、汎用的なサーバ（CPU 周

波数：約３GHz、CPUコア数：２コア、メモリ８GB）

を使用し実測した値を目安として表記する。

 フロー全体の処理時間（約 3 秒）は、X バンド

MPレーダがデータセンターの受信サーバに届く時

間（約10秒）と比較しても小さいものであり、ユー

ザ要求の増加等による処理負荷増等を考慮しても

１分間隔で十分処理できることが確認できた。

４．今後の改良点 

（１）コンテンツの更新間隔の高速化

 今回のシステムでは、更新間隔を最速で５分

（表-１参照）としたが、３項で確認した処理時間に基づき

本番環境の負荷状況を調査しながら、コンテンツの更新間

隔の高速化を図る。

（２）浸水予測の精度向上

 雨量データによる浸水予測は、現在、排水区単位で行って

いるため、航空レーザー測量による詳細な地盤高データ（図-
７参照）等を用いて、排水区域内の道路や建物の形状を把握

して局所的な低地部の特定を行い、空間的な浸水発生個所の

予測精度を向上させる方法が考えられる。この方法は、国土

地理院から「数値地図 5m メッシュ(標高)」を入手して加工

することができ、比較的手間をかることなく早期に実施でき

る。

また、将来的には、下水管路内の流れと地表面の氾濫現象を流出解析モデルにより数値解析して、浸水発生の

箇所・浸水深を計算する。この方法は、詳細な下水管路と地表面データを構築する必要があるが、詳細な物理条

件を反映させるため解析精度が高い方法であり、リアルタイム解析の研究・実用化の動向を踏まえて導入を検討

することが望まれる。

５．まとめ 

 （１）XバンドMPレーダの数値データを集計し、豪雨対策で活用できるコンテンツとして提供することは、処

理速度上の問題もなくシステム構築できることが確認できた。 

 （２）雨量データでの浸水予測の精度は、地盤高データにより比較的容易に向上できることが期待される。 
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図－７ 地盤高データ(例) 


