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市街地の水災害と地下空間浸水―大阪梅田地区を対象として― 

 

関西大学環境都市工学部 石垣泰輔 
 

1． 水災害時の地下浸水 

 わが国では，国土の 10%の平野に，50%の人口，75%

の資産が集中していて，東京・名古屋・大阪など密集

市街地が形成されています．このような都市域を高度

利用するという観点から，地下空間の利用が拡大し，

640 以上の地下鉄駅，85 か所以上の地下街，多数の地

下駐車場，地下道，地下階が建設されてきました．多

くの都市は，低平な沖積平野上に発達していて，海面

より低い，いわゆるゼロメートル地帯にも多くの地下

空間が存在しています．そのため，雨水排水能力を超

えてマンホール等からの溢水による内水氾濫，河川堤

防の越流や破堤による外水氾濫，地震に伴う津波によ

る氾濫，台風に伴う高潮による氾濫などの水災害が発

生しやすく，地下空間の浸水リスクが顕在化すること

があります． 

近年の地下浸水は，1983年の赤坂見附駅，1999年と

2003 年の JR 博多駅地下街，2000 年の名古屋市営地下

鉄で発生していて，1999年には福岡と新宿で地下室浸

水による犠牲者がでています．このような被害は，わ

が国だけではなく，2001年のソウル地下鉄駅，2002年

プラハの地下鉄駅，2012 年 10 月のハリケーン・サン

ディによるニューヨークの地下鉄等の浸水など，国外

でも発生しています．このような背景から，地下空間

のおける浸水に関する研究が行われています．ここで

は，地下浸水と避難に関する京都大学と関西大学との

共同研究成果を用い，水災害時の浸水リスクと安全避

難について，大阪の地下浸水を中心に検討結果を示し

し、命を守るために必要な事柄について述べます． 

 

2. 密集市街地の水災害による浸水 

わが国の多くの都市は，低平な沖積平野上に発達し，

地下鉄・地下街・地下駐車場・地下室などの地下空間

の多層化が進んでいて，地下空間への浸水が，外水氾

濫，内水氾濫，高潮，津波によって引き起こされるリ

スクが高くなっています．近年，記録的短時間降雨

の発生頻度が高く，都市の雨水排水能力を超える事

態が頻発するようになってきています．  

図１は，わが国でも最大規模を有する地下空間が

存在する大阪の密集市街地で，これまで研究対象と

してきました．図に示すように，この地区は四方を

河川に囲まれていて，浸水した場合にはポンプによ

る排水に頼らざる得ない地区です．この地区の浸水

リスクとしては，数年から数十年規模以上の降雨に

よる内水氾濫，200 年に 1 回の洪水に対する洪水防

御計画が実施されている河川からの外水氾濫，100

年から 1000 年規模の津波や高潮による氾濫が考え

られ，それぞれを対象としたハザードマップが作成

され公表されています．以下に，それぞれの氾濫が

発生した場合の浸水計算結果を示します． 

１）内水氾濫による浸水 

対象とした地区では，2011 年 8 月 27 日および

2013 年 8 月 25 日の集中豪雨で浸水被害が発生して

いて，2011 年の豪雨では観測史上 1 位タイとなる 1

時間 77.5 ミリを記録しています．このような都市域

の内水氾濫を検討するためには，雨水排水施設を考

慮することが必要で，図２に示す大規模地下街を含

む処理区の雨水排水網とポンプ場を含むモデルを用

図１ 対象地区の浸水リスク  
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いた計算を行いました１）． 

図３は，2011 年 8 月豪雨の 2 倍に相当する 2008 年

8 月 29 日に岡崎市で発生した豪雨（以下、岡崎豪雨と

呼ぶ：最大 1 時間降水量 146.5mm，総降雨量 242mm）

を対象に，氾濫状況を計算した結果です．図をみると，

広い範囲に浸水が発生しています．これは，内水氾濫

では下水が満杯になってマンホールから溢れ出したり，

道路上に溜まったり流れたりするので，周りより少し

低ければ、どこでも発生する可能性があるためです．

また，地下街のある周辺（図の□部分）では，１ｍ前

後の浸水深となっていますので，地下街への出入口か

らの浸水が発生します． 

２）外水氾濫による浸水 

 図４は，昭和 28 年 9 月の台風 13 号による降雨の 2

倍に相当する豪雨（2000 年の東海豪雨級）で淀川左岸

9.2km 地点の堤防を越えて対象地区に溢れるという条

件で計算した氾濫開始 4 時間後の浸水深を示していま

す．図をみると分かるように，対象地区全域が浸水

していますが，浸水深は広範囲の地区が３ｍ以上と

なり，内水氾濫の結果とは大差があります．したが

って，ほとんどすべての地下街への出入口から浸水

するという結果になります． 

３）津波氾濫による浸水 

 2012 年 8 月 29 日，内閣府が南海トラフ巨大地震

に伴う津波による浸水計算結果を公表しています．

その中の最悪ケースと同様の条件で対象地区の浸水

深を計算すると図５のようになります２）．津波は，

大阪湾のある西から河川を遡上して来て堂島川の堤

防を越えて来ますので，地区の西側では５ｍを超え

る浸水が発生しています．浸水範囲は，地下街のあ

る地区まで達しています．その津波到達範囲は地盤

の高さに依存しますので，ほぼゼロメートル地帯の

範囲と一致しています．地下街のある地区での水深

は１ｍ前後ですので内水氾濫と同様ですが，地下街

へは，短時間に大量の海水が南側と西側の出入口か

図２ 対象地区の雨水排水網 

図３ 内水氾濫による浸水深計算結果 

４時間後 

図４ 外水氾濫による浸水深計算結果 

図５ 津波氾濫による浸深水計算結果 
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ら浸水します．これは，内水氾濫と外水氾濫では東側

と北側の出入口から浸水が始まるのと方向が異なりま

す． 

４）高潮氾濫による浸水 

 1934年 9月 21日室戸台風に伴う最高潮位T.P.3.1m

の高潮が大阪を襲い，死者・行方不明者 3036 人とい

う大被害が発生しました．80 年前と現在では，都市の

状況は大きく異なっています．さらに，地球温暖化の

影響による海面上昇や台風の強大化の影響を考慮しま

すと，高潮氾濫による被害が甚大となることが容易に

推測されます．図６は，地球温暖化の影響で強大化し

た台風による高潮潮位の条件を用いた浸水深の計算結

果です．図をみると，津波氾濫と同様に対象地区の西

側と南側の浸水深が大きくなっています．したがって，

この場合も地下街の出入口から大量の海水が浸水しま

す． 

 

3．密集市街地の地下浸水 

ここでは，前述した水災害の中で，内水氾濫時お

よび津波氾濫時における大規模地下街に関する浸水

計算結果を用いて、密集市街地の地下浸水について

説明します． 

図３の□で囲んだ中に，わが国で最大級の地下街

があります．図３～図６に示したように，この地区

は，いずれのケースでも道路浸水しますので，氾濫

水が図７に示す 129 箇所の出入口から流入する可能

性があります．なお，ここでは地下街に接続してい

る民間ビルからの浸水は考慮していません． 

１）地下街への浸水１） 

 前述した 2008 年岡崎豪雨（1 時間雨量 146.5mm）

が，この地区に降った場合に，図７に示した出入口

から地下街に流入する量の時間変化をブロックごと

に分けて計算した結果が図８です．図の上側の棒グ

ラフが雨量の，下の波形が流量図の時間変化を表し

図６ 高潮氾濫による浸水深計算結果 

図７ 地下空間エリア分けと流入出入口 

Ａ 

Ｂ 

Parki

ng  
Ｄ 

図８ 内水氾濫による地下浸水量 

図９ 内水氾濫による最大浸水深(m) 



 2014.7.23 日本都市計画学会関西支部 平成 26 年度シンポジウム 資料 

 

ています．図をみると分かるように，地下街への流入

は，雨が最も強い時間帯に始まり，そのピークは降雨

ピークより約 1 時間遅れています．また，雨が止んだ

後も，地下への流入が続いていることが分かります．

エリアごとにみると，エリア B での最大量は 20m3/s

に達します．これは，小さな川の洪水に相当する量で

す．このように大量の水が地下街に流れ込み，図９に

示すように最大浸水深が 3m に達する箇所が表れます．

さらに，地下街に流れ込んだ水の大部分は，5 カ所あ

る地下駅の改札からホームや地下鉄トンネルに流れて

行きますので，ホームや電車内にいる人は，駅員の指

示に従って速やかに避難することが重要です． 

２）水災害により異なる地下浸水 

内水氾濫と外水氾濫，すなわち，雨水の氾濫と，津

波氾濫と高潮氾濫，すなわち，海水の氾濫では，地上

の浸水状況が異なることを前章で示しました．その大

きな違いは，浸水してくる方向ですので，地下街への

浸水も出入口の位置に関係します．図 10 は，内水氾濫

と津波氾濫による地下街浸水の違いを示したものです

２）．図は，地下浸水が始まって 30 分後の計算結果で

す．これをみると，内水氾濫では地下街の北側と東

側から浸水が始まるのに対し，津波氾濫では，南側

と西側から始まっています．図の浸水範囲をみると

大きな違いが分かります．津波氾濫では，短時間に

大量の海水が地下街に流れ込みますので，急激に浸

水深が増加し，天井に達する場所が多数発生するの

が分かります．これは，高潮氾濫でも同じで，津波

や高潮時には地下街が浸水する以前に避難を完了し

ていなければ，避難時の危険性が非常に高いことを

示唆しています．なお，地震発生および高潮発生時

までには時間がありますので，その間にどのように

して安全避難を完了するのかが重要な課題です． 

以上，内水氾濫と津波氾濫による地下浸水の違い

を示しましたが，このことは，災害種別によって，

異なる防災・減災対策が必要であることを示唆して

います． 

 

4. 地下浸水時の避難～命を守るために～ 

地下空間浸水時の避難が困難であることは，これ

までの災害事例により容易に推測されますが，安全

な避難を行うための指標が必要です．これまで，そ

の指標を得るための実験は行われていたが，用いら

れた装置の規模では実現象を再現することが難しい

ことから，実物大の装置を用いた避難に関する実験

を行っています３），４），５），６）．実験では，小規模地下

空間であるビルの地下室からの避難を想定したドア

模型と，地下通路と地上に続く階段という避難経路

図 10 浸水開始から 30 分後の浸水状況（左図：内水氾濫、右図：津波氾濫） 

図11 階段模型（幅1m，30段） 
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を想定した高低差 3m で 20 段の階段（図 11）および

30m の通路模型を用いました． 

前述したように地上の氾濫水が地下街に入ってくる

と，通路と階段を経て地上に避難する必要があります．

その際の指標として，図 11 に示した実験より，流れに

よる力（流体力）と水圧の和（流速 V と水深ｈで表さ

れる単位幅比力：M0=V2h/g+h2/2）を用いた指標の適

用が妥当であることが分かりました．この指標を使う

と，自力で安全に避難できる限界指標と，自力での避

難が困難となる限界指標を設定することができ，性別

年齢により違いも考慮することができます．一般の

人々が理解できるように，これらの指標を水深と流速

で表示すると図 12 のようになります．図にように指標

を表す曲線を上回ると危険な状態となることを示すこ

とができます．この結果を用いると，大多数の人が安

全な避難ができると考えられる高齢女性の指標を使っ

て，そのような状態になるまでの時間を地区ごとに示

すことが可能になりますので，避難計画を立てる際の

参考にすることができます．なお，この指標は，地下

空間浸水時のみではなく，地上での浸水時や水難事故

にも適用が可能です． 

以上，地下街等の大規模な地下空間の浸水について

述べましたが，地下浸水に対して最も危険な場所は，

ビルの地下室です．ビルの地下には，通路と地下室が

ありますが，地上から浸水した水は，面積の狭い通路

に溜まり，地下室ドア前の水深が短時間で増加しま

す．その時に，水圧が作用したドアを開けて避難で

きるかどうかが問題になります．そのような状況が

再現できる図 13 のような装置を作り，8 才から 85

才までの 800 人以上の人に，どの程度の水深でドア

を開けて避難できるかを体験してもらいました．そ

の結果をまとめたものが図 14 です．このドア模型を

用いた結果より，成人では 30cm が開扉可能限界の

目安となることが分かりました．しかしながら，若

年者を含むすべての人が開扉できる水深が 10cm で

あり，20cm になるとドアを開けることができない

人がいることが分かりました．小さなビルでは，ド

ア前に水深が30cmになるまでには１～2分と早く，

図12 水深と流速で表示した避難困難度指標 

図13 浸水時ドアからの避難体験実験 

図14 浸水ドアの脱出成功率  
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地下室のドアを開けて避難可能な時間が非常に短い時

間であることを意味しています．したがって，地下室

のような小規模な地下空間の浸水については，より早

く避難を開始することが肝要です． 

以上，地下浸水時の避難について述べてきましたが，

水災害時には路上や地下駐車場，あるいは鉄道等の下

をくぐるアンダーパスにおいて，水没あるいは漂流す

る車からの脱出避難が必要な状況が発生します．この

ような場合の避難については，浸水深が 60cm 前後に

なると脱出が困難になることが分かっています７）．こ

のように，水災害には浸水深により避難が困難になる

までの時間は短く，早期の避難が命を守るための唯一

の方法であることを知っておくことが必要です． 
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