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１．はじめに 

 気候変動の影響にヒートアイランド現象も関係して、最近では、都市部を中心に局地的

に非常に激しい雨が降る。このうち、狭い範囲で短時間に降る猛烈な雨は「ゲリラ豪雨」

ともよばれており、予測が大変難しい。激しい集中豪雨によって、都市河川流域では瞬く

間に氾濫がひき起こされる。氾濫水は道路を水路のように流下し、さらに地下空間にも流

入する。また氾濫にはいたらなくても、河川の急な水位の上昇による思わぬ事故も発生す

る。ここでは頻発する短時間豪雨がもたらす都市水害の特徴を観るとともに、今後望まれ

る対策について考えてみることとする。 

 

２．近年の都市水害の事例 

2.1 短時間豪雨の増加 

都市水害を考えるにあたって、先ず、気候変動に関連した雨の降り方の変化に目を向け

なければならない。 

 一般に、時間雨量 50mm 以上の雨は、滝のように降る「非常に激しい雨」、時間雨量 80mm

以上の雨は、息苦しくなるような圧迫感を与える「猛烈な雨」と表現される。時間雨量 50mm

以上で、車の運転などが危険となる。表１は、全国のアメダス地点データの観測結果をも

とに集中豪雨の発生頻度の変化をみたものである 1)。全国で 1時間に 50mm 以上の豪雨が発

生した回数は、1977 年～1986 年は年平均 200 回であったが、1997 年～2006 年では 313 回

に増加している。1 時間に 100mm 以上の豪雨で見ると、年平均 2.2 回が 5.1 回と 2 倍以上

となっており、20～30 年前と比べてみると短時間に強い雨が降る傾向にあるのは明らかで

ある。 

 2004 年の新潟や福井などでの水害時の雨の降り方をみると、4～5時間に 200mm 程度ある

いはそれ以上の雨が比較的狭い領域に集中して降る傾向にある。このような集中豪雨が起

これば、ほとんどの中小河川で洪水氾濫は免れないといっても過言ではない。最近では、

台風あるいは前線単独による豪雨に加えて、台風が前線を刺激してもたらす豪雨も増えて

いる。都市域の河川で流域面積が小さなところでは、雨域の範囲が限定的であっても、1

～2 時間まとまった雨が降れば、下水道で雨水を吐けないばかりか、河川の水が溢れるこ

とも多々見られる。 

さらに、ゲリラ豪雨とよばれるような、予測がきわめて困難な短時間豪雨も発生する。

これは、ヒートアイランド現象や局地風によって著しく発達した積乱雲がもたらす、10km

四方程度の狭い範囲に降る猛烈な雨である。大都市部では高層建築物による気流の乱れな

どが、積乱雲の発達を助長している。 

次に、都市水害の事例として、1999 年 6 月の福岡水害、2005 年 9 月の集中豪雨による首

都圏での水害、そして 2008 年夏の豪雨災害事例を簡単に紹介することとする。 

 

2.2 1999 年 6 月の福岡水害 

 1999 年 6 月 29 日朝、福岡市では最大時間雨量 77mm を含む豪雨に見舞われた。市内を流



れる御笠川の流域にも同様に強い雨が降り、市内を流れる御笠川およびこれに合流する山

王放水路が溢水した。この氾濫水は道路を水路のように伝って地盤高の低い JR 博多駅方面

に向かって流れ、駅およびその周辺の地下街、ビル地階、地下鉄空間に流入し、各施設は

浸水被害を受けた。福岡市営地下鉄も 4時間近く運転を見合わせた。そして駅から約 400m

離れたビル地階にある飲食店の従業員が氾濫水の流入により浸水した店から逃げ遅れて水

死するという痛ましい事故も発生した。 

 御笠川から溢れた氾濫水が低地に流れこみ、地下浸水が短時間のうちに発生したことが

この水害の大きな特徴である。なお、上流域の豪雨による御笠川の溢水が 2003 年 7 月にも

発生し、地下浸水を含む同様の水害が繰り返されている。 

   

2.3 2005 年 9 月の首都圏での水害 

 2005 年 9 月 4 日の首都圏各地での豪雨では、都内 7観測所で 1 時間 100mm 以上の雨を記

録した。神田川、妙正寺川、善福寺川が氾濫し、また下水道も雨水を吐ききれず、中野区、

杉並区を中心に都内全域で 5,000 棟にもおよぶ浸水被害が発生し、とくに半地下の車庫や

地下室への浸水が目立った。下水が逆流して浸水した家屋も見られた。神田川流域では、

大規模雨水貯留施設である神田川・環状七号線地下調節池がこの大雨で供用開始後初めて

満杯となり、緊急措置として、完成間近だった第二期工事区間にも洪水を流入させ、被害

の拡大を何とか防いだ２）。 

 

2.4 2008 年夏の豪雨による災害 

 2008 年 7 月末から 9月初めにかけて、本州付近は上空の寒気や下層の湿った気流の影響

で大気の状態が不安定となり、各地で発達した積乱雲によって局地的に激しい雨に襲われ

た。その結果、都市部を中心に水害が多発した。 

金沢市では、7月 28 日の未明から早朝にかけて、前線による影響で豪雨が発生し、金沢

市の中心部を流れる浅野川の周辺で溢水被害が発生した。写真１は翌 29 日の氾濫の跡であ

る。浅野川の上流部では午前 6 時からの 3 時間に 254mm の豪雨を観測した。幸い死傷者は

出なかったものの、全半壊家屋 8棟、床上浸水 500 棟以上、床下浸水約 1,500 棟の被害が

生じた。 

 また、愛知県岡崎市では、8月 29 日午前 1時から 2 時までの 1 時間に 146.5mm の恐ろし

いまでの雨を記録した。この豪雨で市内河川が氾濫し、全半壊家屋 5 棟、床上浸水 1,000

棟以上、床下浸水 2,200 棟以上の家屋被害をもたらした。また高齢の女性が 2名、この水

害で亡くなっている。 

 一方、8月 16 日には、栃木県鹿沼市で道路が浸水し、東北自動車道下のアンダーパスの

水深が最大約2mにも達し、進入した乗用車の1名が不幸にも亡くなる事故が発生している。

また、氾濫ではないが、短時間豪雨が原因で、7月 28 日には神戸市の都賀川で、8月 5日

には東京都豊島区の下水道で痛ましい水死事故が発生した。 

 

３．都市水害発生のメカニズム 

 都市水害を予測し、対策を考えていくには、水害発生のメカニズムを、先ずはきちんと

把握することが大切である。河川の水が溢れて発生する氾濫は「外水氾濫」とよばれる。



流域に降った雨が河川に集まり、洪水となって流下し、そして氾濫するという事象である。

自分たちが住む街に雨が降っていなくても、上流部の山あいでの激しい雨で洪水が発生し、

都市域の下流部で河川の水位は急上昇し、場合によっては溢れてしまうこともある。2008

年夏の金沢での水害はこの典型である。また大きな河川（本川）の支川では、下流の本川

水位が高いときには洪水が流れにくくなり、その影響で溢れてしまうこともある。 

 一方、都市部では、短時間でも激しい雨が降れば、下水道で降った雨を処理しきれなく

て氾濫が生じる。このような氾濫は「内水氾濫」とよばれ、都市部の低平地でよく起こる。

短時間豪雨により頻発するのもこの種の氾濫である。また特殊なケースとして、下水道や

ポンプが雨水を十分吐けるときでも、最終的に雨水を吐き出す先の河川の水位が高くて危

険なときには、やむなく氾濫が発生する場合がある。 

 このように都市水害といっても、その発生のメカニズムは様々であり、自分たちの街で

発生した、あるいは発生する可能性がある氾濫がどのようなタイプのものであるかを、し

っかりと理解しておくことが大切である。 

 

４．都市水害のやっかいさ 

4.1 氾濫発生時の危険性 

 高度化、複層化した都市構造が、都市で発生する水害を危険なものにしている。地下室、

地下駐車場といった地下空間や道路の高架下のアンダーパスが、浸水時に水難事故につな

がりかねない危険が潜む場所である。 

 氾濫水が地下空間に流入すると、地下室などは面積（容積）が小さいため、急激に水深

が上昇する。その際には避難が重要となるが、地上への逃げ口は階段であり、流れに逆ら

って避難するのは大変な困難を強いられる。実物大の階段模型を用いて著者らが実施した

避難実験（写真 2参照）によれば、地上の氾濫水深が 30cm のときに階段に水が流入してく

る状況が成人の避難限界である 3)。また地下室からドアを押し開けて避難することも想定

されるが、幅 80cm の実物大ドア模型の前面に水をはり、水圧に逆らってドアを押し開ける

実験をしたところ、水深 35cm で成人女性が、40cm で成人男性が、それぞれドアを開ける

のが困難となる 3)。このように地下浸水には非常に危険な側面がある。 

 またアンダーパスの地盤は、所によっては周囲より 2ｍ以上低くなっており、氾濫が起

こったときには周囲の氾濫水が集中する。著者らが実施した、水槽の横に実物大の車を設

置した模型による避難実験（写真 3 参照）によれば、車内が浸水していないという条件の

下で、地上からおよそ 80cm の水深時に成人男性が車のドアを押し開けるのが困難となる
4)。アンダーパスが浸水すると水深が 1m を超すこともあり、この実験結果は、氾濫時に誤

って車が進入すれば、人は容易には脱出できないことを示している。 

 地下空間やアンダーパスといった危険箇所はどの街にも存在しており、十分すぎるくら

いの注意が必要である。また子供や高齢者の避難は、成人の場合よりもいっそう難しくな

ることも忘れてはならない。 

 

4.2 都市機能の麻痺 

電気、ガス、上水道といったライフライン施設が浸水すると、それらが停止し、都市機

能が麻痺する。道路の浸水による交通障害もこれに含まれる。地下浸水が起これば地下鉄



が運休する事態も発生する。停電や上水道の供給停止が起これば、市民の日常生活の混乱

に加えて、病院での緊急医療にも支障をきたす恐れがある。また現在の情報化社会にあっ

ては、OA 機器や情報通信設備の被害は経済活動に大きな打撃を与える。 

 ライフラインが支障をきたした場合には、その復旧に相当の時間を要し、長期にわたっ

て市民生活が混乱する。また、浸水被害を受けた店舗は被災後の営業停止を余儀なくされ

る。とくに地下の店舗が浸水した場合は、地上よりも浸水深がはるかに増大する傾向にあ

り、また自然に水がひかないため、被害はいっそう深刻となる。 

 

５．都市水害の予測 

 都市水害に備えるにあたっては、先ず、豪雨によってどのような現象が起こりえるのか

を予測することが重要であり、都市流域を対象とした数値シミュレーションモデルの開発

が進められている。降雨が河川に集まり、洪水が発生し、氾濫するという外水氾濫、ある

いは降雨が下水道で吐ききれずに溢れるという内水氾濫の水の動きを連続的にとらえて、

流出解析、河道の洪水解析、氾濫解析、下水道解析を適宜組みあわせた統合型のモデルを

作成する。場合によっては地下街や地下鉄といった地下空間の浸水解析もモデルに組み込

む。図１は、地上と地下を統合したモデルによる1999年6月の福岡水害の解析例5)である。

地上の氾濫とあわせて、地下街の浸水の再現を試みている。このようなシミュレーション

解析により、街のどこで、どの程度の浸水が発生するかを地下空間も含めて予測すること

が可能となる。その後に、構造物による対策（ハード的対策）ならびに構造物によらない

対策（ソフト的対策）を組みあわせて被害軽減を図っていく。 

 

６．都市水害の対応策 

6.1 ハード的対策 

 計画対象とする降雨に対して、市中で外水氾濫、内水氾濫が発生しないようにすること

が基本である。ここでの外水氾濫は市内河川の溢水を想定しているが、河川の洪水流下能

力を点検し、河川から水が溢れないように河道の整備を図る。あわせて、流域全体で、河

川の流量の増大を抑制するような保水・遊水施設を適切に配置していくことが望ましい。 

 内水氾濫対策では、雨水排除のための下水道整備が最も重要であるが、下水道網やポン

プの排水能力の向上だけでなく、一旦雨水を貯留する大小さまざまな規模の雨水貯留施設

を併用することが被害の軽減を図るに有効である。とくに流域一帯が低平地の都市流域で

は、河川、下水道を分離せずに、流域全体を対象として河道での洪水処理、雨水排除、雨

水貯留を総合的に考えていかねばならない。 

 

6.2 ソフト的対策 

 降雨情報や河川の水位情報を住民に迅速に配信し、洪水の発生や氾濫の危険性を伝える

システムの整備が重要である。最近ではインターネットや携帯端末の普及により、リアル

タイムに近い形で災害に関連する情報を住民に知らせることができるようになってきてい

る。これらの情報配信システムをさらに高度化するとともに、避難などの危機回避行動に

有効に結びつけていくことが大切である。また、気象予測システムの開発もソフト的対策

に含まれるものであり、ゲリラ豪雨の発生メカニズムの解明とその予測精度の向上が大い



に期待される。 

 一方、氾濫水の拡がりの予測はかなり精度よくできるようになってきている。この技術

をもとに、市内河川の溢水による外水氾濫および内水氾濫を想定した「都市水害ハザード

マップ」を作成し、住民に氾濫危険箇所ならびに避難を含めた氾濫時の対処法を知らせて

おく。従来の洪水ハザードマップは比較的大きな河川の破堤による外水氾濫を対象とした

ものが主であったが、都市河川流域では、溢水による外水氾濫や内水氾濫の場合の浸水予

測が重要となる。またマップ上には、地下空間やアンダーパスの浸水による危険性を明示

しておく。 

さらに、上記の「都市水害ハザードマップ」や水害・水難事故の映像、氾濫現象を表現

できるミニチュア模型などを活用した、住民への防災教育が重要である。様々な年代を対

象とした、わかりやすい防災教育ツールの開発やインターネットを用いた情報発信など、

水害に対する啓蒙活動の工夫と実践が大切である。 

 

6.3 危険箇所への対策 

 浸水が想定される区域に位置する地下空間やアンダーパスといった危険箇所では早急な

対応が望まれる。 

 地下空間については、先ず、階段などの地下への入口に止水板を設置したり、通路面よ

りも高くした段差（ステップ）を設置したりすることが考えられる。地下駐車場入口のハ

ンプもこれに含まれる。地上の浸水深がこれらの高さまでであれば流入が防げるとともに、

これらを越えた浸水が生じたとしても、浸水量を減らし、かつ浸水を遅らせる効果が期待

できる。また、ビルの地下室には電気系統設備、情報通信設備などが集中しているが、そ

れらについても嵩上げを行ったり、材質に配慮したりして、耐水性に十分な注意を払う。 

 地下浸水が起こりそうな場合や、万一、地下浸水が起こった場合は、速やかに地下から

逃げだすことが何よりも大切である。ビルの地下室、地下駐車場では、複数の避難経路や

建物の 2 階以上の場所への避難策などを考えておく必要がある。一般家屋の地下室では、

地下には決して近づかないことを徹底する。 

 アンダーパスについては、アンダーパスを含む下水道集水区の排水能力を高めて、豪雨

時の浸水の防止・低減を図るとともに、浸水したときに誤って車輌が進入することがない

ように、水深をセンサーで感知して緊急信号を発し、進入防止のカーテンが降りるような

新たなシステムを考えていく必要があろう。 

 

6.4 都市機能の確保策 

万一の浸水に備えて、少しでも被害を軽減させる手だてを考えておくことが重要である。

浄水場や電気施設などのライフライン拠点の浸水に対しては、建物の耐水化やシステムの

バックアップ策を講じる。交通障害の軽減については、先ず、市中の氾濫によってどのよ

うな交通障害が発生するかを予測したうえで、氾濫を許容してはいけない河川箇所の溢水

防止策、道路ネットワーク上で重要な箇所の嵩上げや止水機能を有するガードレールの設

置といった耐水化策、そして浸水時の交通規制策などをあわせて考えていく必要がある。

これらの対策もハード・ソフト両面から構成されるものである。 

 



７．おわりに 

まとまった大雨だけでなく、昨今の頻発する短時間豪雨によっても都市水害は発生する。

都市での水害は、集中している資産に大きな打撃を与え、都市機能を麻痺させ、間接被害、

連鎖被害を増大させるだけでなく、都市特有の複雑な構造のために、最悪、人の命までを

も奪ってしまう危険性をはらんでいる。どのようなことがあっても人の命は守り、かつ都

市機能の麻痺を少しでも軽減すること、すなわち、「市民の安全確保」と「都市機能の確保」

が都市水害の対応策のキーワードである。 

市民の安全確保の面からは、自分の身は自分で守る「自助」、地域コミュニティーで助け

合う「共助」の、さらなるレベルアップが大切である。都市機能確保の面からは、河川・

下水道・道路が有機的に結びついた「水害に強い街づくり」を各自治体が「公助」の形で

積極的に推進していくとともに、電力・ガス会社といった公共性の高い企業との連携がい

っそう重要となるであろう。 
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表1  集中豪雨の増加の様子 

 

 1977年～1986年の期

間の年平均発生回数 
1987年～1996年の期

間の年平均発生回数 
1997年～2006年の期間

の年平均発生回数 

時間雨量50mm以上      200       234 313 

時間雨量100mm以上      2.2       2.4        5.1 

                                       1時間降雨量における年間延べ件数 
                                     （全国のアメダス地点 約1,300箇所より） 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 2008 年 7 月の金沢市内での氾濫の跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真２ 実物大模型を用いた階段からの避難実験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 実物大模型を用いた自動車からの避難実験 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)解析対象領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)計算結果（最大浸水深の分布） 

 

図１ 1999 年 6 月の福岡水害のシミュレーション解析 

 


