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ゲリラ豪雨に伴う都市河川の水位変化予測解析
―IoTによるゲリラ豪雨の河川水位変化予測―

高倉 望＊ 池田 直広＊＊

要 約： 近年，都市部において時間 50 mmを超過する集中豪雨（以下，ゲリラ豪雨と呼ぶ）の発生率が増加している。
平成 26 年に発行された「東京都豪雨対策基本方針（改定）」1)によると今後も時間 50 mmを越えるゲリラ豪雨の
発生回数は，地球温暖化やヒートアイランド現象などの影響で増加する可能性が報告されている。工事に対する
ゲリラ豪雨の影響は，作業の中断や資機材の逸失などによる経済的損失，さらに人命の損失におよぶことが懸念
される。そこで，筆者らは，ゲリラ豪雨による都市河川周辺での工事の安全を確保するため IoT（Internet of
Things）を活用した河川水位予測システムを開発している。具体的には，都市河川である渋谷川を実証サイト
として，同河川の上流域に数箇所の雨量計を設け，10 分間隔で地上雨量データを通信回線でクラウドに集積し，
そのクラウド上で河川水位を解析するシステムである。本論文では，先ず，渋谷川上流域の降雨特性を統計分析
により把握し，次に渋谷川上流域の地上雨量データから中小河川の計画等に用いられている合成合理式を用いて
渋谷川の水位変化を再現した。その結果，渋谷川の水位変化量を比較的良く再現できたのでここに報告する。

キーワード： ゲリラ豪雨，水位変化予測解析，合成合理式，都市河川

目 次： 1．はじめに
2．渋谷川上流域の降雨特性
3．渋谷川の水位と渋谷川上流域の地上雨量と
の関係

4．流出モデル
5．河川水位変化予測解析
6．まとめ
7．おわりに

1．はじめに
近年，首都圏では 2020 年に開催予定の東京オリンピッ

クを目指し，数多くの大型都市開発工事が進められてい
る。そのような状況のなか，都市部で年々増加しているゲ
リラ豪雨により，工事の中断や資機材の逸失などによる経
済的損失，さらに人命損失も懸念される。
筆者らは，ゲリラ豪雨おける都市河川及びその周辺での

工事の安全を確保するため，河川上流域に設置した雨量計
から通信回線で地上雨量データを集積し，河川水位変化量
を予測するシステムを開発している。
本論文では，先ず，実証サイトとして都市河川である渋

谷川を選定し，同河川上流域の 4 箇所（初台，新宿御苑
前，南青山，渋谷駅）の地上雨量データから渋谷川流域の
降雨特性を調べる。次に同河川の上流域の地上雨量データ
を基に中小河川流域の計画に用いられている合成合理式を
用いて渋谷川の水位変化量を予測し，観測値と比較・検証
する。

2．渋谷川上流域の降雨特性
2.1 渋谷川流域の概要
渋谷川は，JR渋谷駅南側の稲荷橋を境に上流域は暗渠，

下流側は開口部を流れている（図 1 参照）。暗渠部は，
代々木公園や明治神宮を避けるように Y 字型を呈し北西
方向（代々木，幡ヶ谷）と北東方向（千駄ヶ谷）に伸びて
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写真 1 渋谷川の状況（稲荷橋から下流側を望む）

図 1 渋谷川・古川流域の範囲3)
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いる。下流側は，渋谷区と港区内を流れて東京湾に注いで
いる。渋谷駅付近の渋谷川両岸は，急激な都市化を受けて
ビルや家屋が密集している（写真 1参照）。
河川の延長は，稲荷橋から東京湾まで約 7 km，上流域

と下流域をあわせた面積は 22.84 km2，流域の高低差は約
40 m，平均流速勾配は 1/260 である2)。
2.2 過去 3年間の渋谷川の水位変動
過去 3年間の渋谷川の水位について東京都河川局が開示

している 10 分間隔のデータの中から河川水位が 1.0 m を
超過したケースを時系列で整理した（図 2 参照）。河川水
位は，渋谷駅から約 1.3 km 下流側に架かる渋谷橋下に流
れる水位である（図 3参照）。
表 1 に渋谷川のピーク水位が過去 3 年間に 1.0 m，2.0

m，3.0 m を超過した回数を示す。その中で 3.0 m を超過
した回数が，2013 年度で 3 回，2014 年度で 1 回，2015 年
度で 3回とばらつきがあるものの，ここ 3年間の記録を基
に想定すると年間で最大で 3回程度は発生する。河川ピー
ク水位で特記すべき点として，渇水期（’13/04/06）に河
川水位が 3.9 m を記録した。これは，急激な河川水位上昇
が出水期（集中豪雨や台風が多い時期）だけで発生しない
ことを意味する。

図 2 過去 3年間の渋谷川の水位変化

表 1 過去 3年間の河川ピーク水位上昇回数

2.3 2015 年度に観測されたゲリラ豪雨
表 2 に 2015 年度に渋谷駅付近で確認されたゲリラ豪雨

を示す。’15/07/24 と ’15/09/04 の河川ピーク水位が 3 m

を超過した。ここで，’15/09/04 の水位上昇速度は，33
cm/分と極端に速い。この速度は ’10/07/28 に神戸市灘区
を流れる都賀川で人命を奪った河川氾濫時の水位上昇速度
（50 cm/分程度）4)に迫る値である。
2.4 渋谷川上流域の地上雨量データ
渋谷川上流域の地上雨量データを観測するため，図 3の

●に示す 4箇所（初台駅付近，新宿御苑前付近，南青山付
近，渋谷駅）に設置した雨量計から地上雨量データ（10
分間の平均降雨強度）をサンプリングし，通信回線を通し
て PCやスマートフォンで監視した。観測期間は，年間の
中で降雨量が多い 6月～10 月である。

図 3 気象観測点

図 4 渋谷川上流域の地上雨量データ

図 4 にゲリラ豪雨における 10 分間の平均降雨強度を時
系列で示す。図から渋谷川上流域の雨の降り方を大まかに
分類すると突発的に大量の雨が降るケース（Case A：’15/
07/24，’15/09/04）と 5～10 mm/h 程度の雨が降った後に
雨脚が強くなるケース（Case B：’15/09/06，’15/10/02）
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表 2 渋谷駅周辺で遭遇したゲリラ豪雨の概要
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の 2種類となる。
ゲリラ豪雨が発生した時間帯は，Case A が両方とも 15
時前後である，一方，Case B は夜間と早朝と不定期であ
る。観測地点別で感雨した順番で見ると，Case A は初台
から南青山（西から東）の順番で雨が降っている。一方，
Case B は，雨が降り始める順番に規則性が確認できない。
これは，Case B の場合，渋谷川上流域を含む範囲で一様
に雨が降っていることが原因と判断している。また，図 6
から渋谷川流域の狭いエリア内でさえ雨の降り方に違いが
あることが確認された。但し，2015 年度のデータだけで
は，渋谷川上流域の降雨特性を特定するには不足である。
よって，今後も継続してデータを収集し，渋谷川に影響す
る流域での降雨特性を評価する。

3．渋谷川の水位と渋谷川上流域の地上雨量との関係
3.1 河川ピーク水位と最大平均降雨強度の関係
4 箇所の気象観測点に降った 10 分間の平均降雨強度の

最大値（以下，「最大平均降雨強度」と略す）と渋谷駅周
辺の渋谷川の河川水位ピークとの関係を図 5に示す。ここ
で，図 5の▲は雨量計を設置した観測点におけるゲリラ豪
雨時のデータを示す。図から渋谷駅を除く 3箇所の気象観
測点で最大平均降雨強度と渋谷川の水位に正の相関が確認
された。特に渋谷川上流に位置する“初台”と“新宿御苑
前”の決定係数は，0.7 以上と強い相関を示している。ち
なみに，図から最大平均降雨強度の 0.05 倍がほぼ河川ピ
ーク水位であることが読み取れる。
ゲリラ豪雨のデータに着目すると全観測点の最大平均降

雨強度と河川ピーク水位に概ね正の相関があることが言え
る。

図 5 最大平均降雨強度と河川ピーク水位との関係

3.2 河川ピーク水位と最大平均降雨強度との時間差
雨が降り始めて渋谷川の水位が上昇し始めるまでの時間

（以後，洪水到達時間と呼ぶ）は，避難する時間と関係す
るため安全上重要となる。そこで，洪水到達時間を定量的
に求める方法として式(1)の相互相関関数を用いた。相互
相関関数とは，2 つの関数（x(i)，y(j））をずらして，う

まく重なるときに最大値となる関数である。

ϕ(j)=1M ∑



(i)(i+ j) (1)

( j=0, 1, ..., N−M )

ここに，Mはサンプリング時間（分），Nは計測時間（分）
2.4 章で分類した Case A と Case B の中から ’15/09/04
と ’15/09/06 を選定して，(1)式から平均降雨強度と河川
ピーク水位の相互相関関数で整理した（図 6 参照）。図の
曲線の頂点がその重複点を示す。曲線の頂点は，’15/09/
04 が初台で 30 分，新宿御苑前で 28 分。’15/09/06 が初台
で 20 分，新宿御苑前が 12 分である。ここで，平均降雨強
度の時間分布が三角形分布を示すことが多いことから，そ
の三角形分布の底辺内に洪水到達時間の降雨量が最大とな
る範囲が存在する。合理式によると洪水到達時間の終わり
に河川水位がピークとなることから，平均降雨強度と河川
ピーク水位の時間差は，洪水到達時間の 1/2 となる5)。よ
って，初台と新宿御苑前の洪水到達時間は，図 6から得ら
れた時間差を算術平均した時間の 2 倍とし，初台が 25 分
×2=50 分，新宿御苑前が 20 分×2=40 分とした。

4．流出モデル
3 章では，降雨量と河川水位の観測データを基に統計分

析した結果，渋谷川上流域の最大平均降雨強度から渋谷川
のピーク水位に正の相関があることを確認した。本章で
は，都市部の洪水予測に用いられている流出モデルを用
い，平均降雨強度から河川水位変化量を予測できるのか検
証する。今回用いる流出モデルは，実務レベルにおいて中
小河川や下水道の計画に用いられる合成合理式である。合
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図 6 10 分間の平均降雨強度と河川ピーク水位の時間差
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成合理式とは，集中型概念モデルのひとつで，時間をずら
しながら合理式（洪水のピーク流量を推算する簡便な方
法）を用いて河川流量を算出するもので，中小河川のハイ
ドログラフの作成によく用いられている6)。
一般的に用いられている合成合理式は，流域毎の過去の

降雨事例に基づき経験的にパラメータを決定している。そ
のため過去の水文データが少ない流域ではパラメータの不
確性の問題が伴う。そこで，本論では山田らが提案してい
る(2)式に示す合成合理式の解6)を用いて，ゲリラ豪雨時
の渋谷川の河川水位変化量の予測を試みた。

q(t)=r 
 ν

(t−t)H [t−t]−

(t−(t+t))H [t−(t+t)]−

t−t−

ν H t−t−


ν −

t−(t+t)−

ν H t−(t+t)−


ν  (2)

ただし

H (−a)=1(>a)

0(<a)
ここに，qn(t)：単位幅流量（m2/h），r

：降雨強度
（h），ν：断面平均流速（m/h），H：ヘヴィサイトのステ
ップ関数，h：堪水深（m），L：斜面長（m）である。
(2)式の合理式では，ピーク流量のみ算出されるため，

河川水位上昇量を時系列で算出するためには，流量ハイド
ログラフを作成する必要がある。そのときに用いるのが合
成合理式である。合成合理式は，(2)式の合理式の解析解
を用いて(3)式のように表現できる6)。

q(t)=∑
 q (t) (3)

ここに，rtime は降雨時間（n=1, 2, …rtime）

5．河川水位変化予測解析
5.1 解析ケース
4 章で述べた合成合理式の流出モデルを用いて，渋谷川

の水位変化量を予測する。解析対象日は，2章で述べた雨
の降り方の違い毎に雨の降り方の強い日を選定した（表 3
参照）。具体的には，解析対象日は，雨が突発的に強く降
るケース（Case A）と雨脚が強くなる前に 5～10 mm/h
程度の雨が降り続けているケース（Case B）の 2 ケース
の中から最大平均降雨強度が強い日とした。

表 3 解析ケース

5.2 解析モデル
解析領域を図 7に斜線で示す。ここで，渋谷川が上流域

で初台方面と千駄ヶ谷方面の 2方向に分かれていることか
ら，地形を基に解析領域を 2分割した。解析に用いる平均
降雨強度は，各領域に近い観測点のデータを用いる。具体

的には，A1 エリアが“初台”，A2 エリアは，“新宿御苑
前”の 10 分間の平均降雨強度である。なお，3 章で両地
点のデータとも渋谷川上流域の平均降雨強度と渋谷川の水
位に正の相関が確認されている。

図 7 渋谷川上流域の解析領域（斜線部分で示す）

5.3 解析パラメータ
河川流量を求めるために必要なパラメータは，河川流量

を求めるための流域面積（A），斜面長（L），河道長
（Lr），流出係数（f），洪水到達時間（TL）である。河川流
量から河川水位に変換するために河川水位（H）と河川流
量（Q）との関係を示す H-Q 曲線を求めた。H-Q 曲線を
作成するに必要なパラメートは，河川の流速を求めるため
のマニングの粗度係数（n），河川勾配（I），径深（R）で
ある。表 4に解析に用いたパラメータを示す。

表 4 解析に用いたパラメータの一覧

5.4 河川流量と水位との関係
図 8 に渋谷駅周辺の渋谷川の河川断面を示す。河川幅

は，底版が 4 m，天端が約 8 m，断面形状は，高さ 1.3 m
まで矩形断面，その上部約 2 m は上底が長い台形断面を
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図 8 渋谷駅周辺の渋谷川の河川断面形状
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呈し，その上部は矩形断面である。よって，地上雨量と河
川流量から換算した河川水位の関係は線形にならない。河
川流量を算出するため，水の流れの速度求めるマニング式
から水位高 0.1 m 毎に河川流量を算出した。次に算出した
結果を基に図 9に示す 3次の近似式を求め，河川の水位―
河川流量曲線（H-Q曲線）を作成した。
5.5 渋谷川の河川水位変化予測解析結果
4 章の流出モデルと 5.4 章の H-Q曲線を基に，表 3に示

す 2ケースに対して，渋谷川水位の観測値と予測値を比較
した（図 10 参照）。なお，図中には“初台”と“新宿御苑
前”の平均降雨強度も示す。
図から，今回用いた解析により，両ケースとも河川水位

上昇量をほぼ再現できていることが分かった。よって，流
出モデルの正当性とパラメータ設定値の妥当性を確認する

ことができた。一方，河川水位が上昇する時間を比較する
と，両ケースとも予測値が観測値より 30～40 分早い。こ
の要因として，雨水が地盤中に浸透したり，窪地等に溜ま
ったりして生じる時間差（自然要因）や，暗渠内にある堰
や貯留槽などで生じる時間差（人為要因）が考えられる。
実際に渋谷川の暗渠には，2箇所の堰があるため，後者の
人為要因については下水道内の堰をモデル化できる管路網
モデルの結果と比較して検証する。
5.6 非定常による河川水位変化予測解析結果
安全面の観点から，より早い段階で河川水位変化量を予

測することは必要不可欠である。よって，時間毎に変わる
地上雨量データを基に河川水位上昇量が変化する非定常解
析を行った。図 11 と図 12 に河川水位がピークに達する
30 分前から河川水位を予測した結果を示す。図中の矢印
は予測した時刻を示す，
図 11 から，Case A（雨が突発的に強く降る場合）は，
河川水位が上昇し始める 20 分前に，2 m 以上上昇するこ
とが模擬できている。さらに 10 分前には，河川水位上昇
量をほぼ模擬することができた。
図 12 から，雨脚が強くなる前に降っている雨の影響で

河川水位の上昇が模擬できているものの，その後，雨脚が
強くなった後は予測値と観測値がほぼ同時に推移してい
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図 9 渋谷駅周辺の河川断面のH-Q曲線

（b）Case B：‘15/09/06

（a）Case A：‘15/09/04

図 10 渋谷川の河川水位変化予測解析結果

図 11 Case A（雨が突発的に強く降るケース）

図 12 Case B（降雨中に雨量が強くなるケース）
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る。以上からゲリラ豪雨のような雨が降っていない状況で
突発的に集中豪雨が発生する場合は，10～20 分前に予測
できる可能性はあるが，雨が降り続けている状態で雨脚が
強くなるようなケースでは，渋谷川の河川水位を早い段階
で予測することは難しいことが示唆された。

6．まとめ
渋谷川の水位上昇のメカニズムを解明するため，渋谷川

上流域の地上雨量データと渋谷川の河川水位変化量との関
係を調べた。次に実務レベルで中小河川流域の計画等に用
いられている合成合理式を使って，渋谷川上流域の地上雨
量データを基に渋谷駅周辺の河川水位変化量を予測した。
その結果，以下の知見が得られた。
1) 渋谷川上流域に降った最大平均降雨強度（10 分間の
平均降雨強度の最大値）と河川ピーク水位に正の相関
が確認された。

2) 合成合理式を用いて河川水位変化解析を実施した結
果，予測値は，観測値をほぼ再現できているものと判
断した。

3) 時間毎の河川水位変化量を調べるため非定常解析を実
施した結果，ゲリラ豪雨のような雨が突発的に降るケ
ースは 10～20 分前に予測可能であるが，雨が降り続
けている状態で雨脚が強くなるようなケースでは予測
時間がほとんど無いことが示唆された。

7．おわりに
筆者らは，ゲリラ豪雨の被害から都市河川周辺の工事を

守るため，渋谷川を実証サイトとして同河川の上流域に雨
量計を数箇所設け，その雨量計から取得した地上雨量デー
タを通信回線でクラウドに集積し，さらにクラウド上で河
川水位を予測するシステム（IoT による河川水位予測シス
テム）を開発している。
本論文では，上記の目的を達成するため，先ず渋谷川上

流域の降雨特性を把握した。具体的には，渋谷川上流域に
雨量計を 4箇所設置し，雨量計から通信回線を介して地上
雨量データを 10 分間隔でサンプリングした。サンプリン
グした地上雨量データは，統計分析して渋谷川上流域の降
雨量情報と渋谷川の水位変化に正の相関があることを確認
した。次に，中小河川の計画等に用いられている合成合理
式を用いて，地上雨量データから渋谷川の水位変化量を再
現した。その結果，ゲリラ豪雨時の河川水位変化を概ね再
現できることを確認した。
今後は，地上雨量データを自動でクラウドに集積・分析

し，河川水位変化の情報をリアルタイムに現場へ提供する
システムを構築する。
将来的には，観測点の降雨量情報でなく，最新の気象レ

ーダ技術から得られる予測雨量データ（オープンデータ）
を盛り込んだゲリラ豪雨時の都市河川水位変化予測システ
ムの開発を目指す。
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PREDICTION ANALYSIS OF WATER LEVEL CHANGE
OF THE CITY RIVER CAUSED BY LOCAL TORRENTIAL RAIN

N. Takakura and N. Ikeda

The authors have developed an analytical method to predict water level of the city water using rainfall data of upstream
to secure safety of the construction sites around the river from damage caused by local torrential rain. The method uses an
IoT technology to collect water level data of upstream. We applied the method to the Shibuya River that flows in the urban
area of Tokyo to check the possibility of the practical use of the method. It was demonstrated that the analytical method is
useful to predict a river water level change at the time of local torrential rain for safety of the construction sites around the
river.


