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1. はじめに 

本稿では平成 30 年 7 月豪雨における広島県の崩壊発
生地の降雨状況を、解析雨量 1)を用いて把握し、崩壊発
生要因となった降雨を分析した結果を述べる。更に崩
壊発生降雨が事前に予測されていたかを、様々な防災
情報と時系列で比較することにより検証した。 

降雨状況の分析に用いる解析雨量は、国土交通省と
気象庁が全国に設置しているレーダーと地上の雨量計
を組み合わせて、1 時間の降水量分布を 1km 四方の細
かさ（以降メッシュと称す）で解析したもので、30 分
毎に配信されており、気象庁のウェブ等で閲覧ができ
る。 

 
2. 崩壊地と降雨の分布 

平成 30 年 7 月豪雨での広島県における崩壊地分布と
降雨分布を比較して、関係を分析した。 

分析に使用した崩壊地の分布は、国土地理院による
「平成 30 年 7 月豪雨 崩壊地等分布図（ライン）」2)及
び広島大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理グルー
プ）による平成 30 年 7 月豪雨による広島県の斜面崩壊
分布（第四報）3)を用いた。この崩壊地の分布に地形情
報を加味するために、解析雨量と同様のメッシュサイ
ズである国土数値情報の「標高・傾斜度 3 次メッシュ
データ」4)を重ね合わせた。その結果、崩壊地は広島県
の沿岸部の北東-南西方向に分布し、大部分が 10°以上
の傾斜で発生していることが判った。 

また、降雨の分布は累積雨量（降雨の総量）と、最
大時間雨量（降雨の強さ）を解析雨量で把握した。累
積雨量は雨が降り始めた 7 月 5 日 0 時から、ほぼ降り
終わった 7 月 7 日 23 時までの時間雨量を 1km の降雨メ
ッシュ毎に合計し、最大時間雨量は多くの土砂災害が
発生した 7 月 6 日の各降雨メッシュの時間雨量の最大
値を抽出した。 
2.1 累積雨量と崩壊地の分布 

崩壊が発生している地域の累積雨量は、概ね 300mm
～550mm の範囲であり、広島市南東部、呉市～東広島

市南部、竹原市南部に 450mm 以上の降雨があった。こ

の地域をピークにして同心円状に累積雨量は小さくな

っている。   
累積雨量と崩壊地の分布を比較すると、累積雨量が

大きな地域の 10°以上の傾斜メッシュで多くの崩壊地

の分布が確認された。一方で倉橋島や上蒲刈島は累積

雨量が大きいにも関わらず 10°以上の傾斜メッシュで

の崩壊は発生していないのに対して、三原市西部や東

広島西部では、やや小さくても崩壊地の分布が見られ

た。 
2.2 最大時間雨量と崩壊地の分布 
 崩壊が発生している地域の最大時間雨量は、概ね 20
～80mm/h の範囲であり、江田島市～東広島市西部と、
呉市南部～三原市西部の北東-南西方向に延びる２つの
ピークが見られ、周辺部に向かって小さくなっている。 
最大時間雨量と崩壊地の分布を比較すると 40mm/h 以
上の分布と崩壊地の分布が一致していた。 

また累積雨量が大きいにも関わらず、傾斜メッシュ

での崩壊は発生していない倉橋島や上蒲刈島の最大時
間雨量は 20～30mm/h であった。これに対して累積雨量
がやや小さくても崩壊地の分布が見られた三原市西部
や東広島西部では 40mm/h 以上であった。 

以上の分析結果から平成 30 年 7 月豪雨においては、
時間雨量の大きさが崩壊の発生に影響していると推察
された。 
 
3. 崩壊発生降雨の推察 

時間雨量の強さが崩壊発生に影響すると推察される
ため、呉市南部で実際に崩壊起因と考えられる土石流
が発生した降雨メッシュにおける、時間雨量の変化を
把握し、崩壊発生降雨を推察した。 
3.1 土石流発生地・発生時刻の推定 

検討対象とした土石流発生地は呉市安浦地区に位置

し、流域には土石流の原因と考えられる約 6000 ㎡の崩

壊地が分布していた。 
対象地での土石流（崩壊）発生時刻の詳細な記録は

ないが、近隣の土石流発生情報から 6 日 20:00～21:00
であると推定された。 
3.2 対象地の崩壊発生降雨の推定 
 対象地域の降雨メッシュの時間雨量の時間変化を図
-1 に示す。災害が発生した 7 月 6 日は未明から 10mm/h
未満の降雨が続いていた。17:00 からは 10mm/h 以上
の強い降雨となり、20:00～21:00 に 64mm/h の猛烈な
降雨となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図-1 土石流発生地域降雨メッシュの時間雨量 
 
 これらの降雨状況と土石流（崩壊）発生推定時刻と
を併せて考えると、20:00～21:00 の 64mm/h の降雨が
土石流（崩壊）発生降雨であると推定される。 
 
4. 短時間降雨予測による崩壊発生降雨の予測と防災

情報 
崩壊発生降雨と推定された 6 日 20-21 時の 64mm/h

の降雨が、短時間降雨予測 5)や他の防災情報で事前に予
測され、避難判断として使用できたか否かについて、
実際の降雨と同じように時系列に整理して検証した。 

降水短時間予報は、解析雨量と同じ時間間隔と範囲
で、6 時間先までの各 1 時間降水量を予報したもので、
解析雨量と数値計算を基にして降雨域の移動速度や降
雨の強さを予測している。 

また、土砂災害の防災に関連する気象情報としては、

T2-002

- 23 -



気象庁が発表する大雨注意報、大雨警報、土砂災害警
戒情報、特別大雨警報等の気象情報がある。一方、具
体的な警戒避難行動を促す情報としては、地方自治体
が発令する避難準備・高齢者等避難開始情報、避難勧
告、避難指示が挙げられる。 
4.1 短時間降雨予測と解析雨量の比較  

対象地の降雨メッシュにおいて、6～1 時間前の短時
間降雨予測での 6 日 20-21 時予測雨量と、実際の解析
雨量を図-2 に示す。 

対象地降雨メッシュでの 6～1時間前の短時間降雨予
測と解析雨量では大きな差が見られ、1 時間前の予測に
おいても解析雨量の半分以下の 30mm/h であった。こ
のことは対象の降雨メッシュで偶然に小さな値を予測
していたのではなく、ある程度範囲を広げても同程度
の予測をしていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 短時間降雨予測と解析雨量の比較 
（7 月 6 日 20-21 時） 

短時間降雨予測の精度が低かった原因としては、こ
の時の降雨が、次々と発生する積乱雲から成る線状降
水帯によってもたらされたものであることによる、現
時点の予測方法の技術的問題であった可能性が考えら
れる。 
4.2 その他の防災情報と降雨状況の比較 
 土石流が発生した 7 月 6 日における呉市の土砂災
害に関わる防災情報 6)と対象地の時間雨量を時系列
に整理したものを図-3 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 対象地の 7/6 の降雨状況と呉市の防災情報 
 

土石流発生当日の 7 月 6 日は、早朝に大雨警報が発
表され、7 時 45 分に避難準備・高齢者等避難開始情報
が発令された。降雨が強くなった 18 時 10 分に土砂災
害警戒情報が発表され、続いて 19 時 10 分に避難勧告
（土砂）が発令された。そして猛烈な降雨が降る直前

の 19 時 40 分に特別大雨警報が発表され、その後、猛
烈な降雨が降り土石流（崩壊）が発生したと推定され
る 21 時 5 分に避難指示が発令されている。 

これら防災情報の発表・発令時刻と降雨状況、更に 7
月 6 日の呉市の日没時間が 19 時 25 分であったことも
併せて考慮すると、対象の土石流（崩壊）発生におい
ては、土砂災害警戒情報での避難、あるいは遅くとも
避難勧告（土砂）での避難が、安全に避難可能なタイ
ミングであったと判断される。 

今回の検証事例において、短時間降雨予測による予
測精度が低くかったのに対して、土砂災害警戒情報は
災害発生前に発表されていたと考えられる。 

これは短時間降雨予測が現時点の解析雨量を基にし
た予測であるのに対して、土砂災害警戒情報は過去に
さかのぼった降雨量を基にした土壌雨量指数を踏まえ
て予測しているという、予測方法の差から生じたもの
と考えられる。 

このように防災情報はそれぞれの目的に応じた機能
と構造を有している。このため、それぞれの防災情報
の特性を理解し実際の災害に際して、どのように機能
したかを検証し知見を集積する必要がある。またこれ
らの知見を基に対象地の状況を踏まえて、情報の活用
方法を対象者にわかりやすく伝えていくことが必要で
あると考える。 
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