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１．はじめに 

平成 30年 7 月豪雨により，広島県では，７月 6日午後～

7 日未明にかけて最大時間雨量 50～70mm の非常に激しい

雨が降り，死者 108 名・不明者 6 名（10 月 9 日 17:00 内閣

府資料）を出す甚大な災害が発生した。9 月 7日時点の広島

県の資料によると，県内で 1,242 件の土砂災害が発生し，こ

れによる人的被害は 87名となっている。広島市，呉市，東

広島市，熊野町，坂町をはじめ，県内の広い範囲で甚大な

被害が発生した。

筆者らは，土砂移動現象の発生予測のための雨量指標 R’
を提案し 1)，これまでにも，地域ごとの災害の発生条件を考

慮した警戒避難方法について検討してきている 2),3)など。雨量

指標 R’は，式(1)，(2)により算出される 1 つの値を用いて，

土砂災害発生の危険度を予測できる指標である。単純な式

で係数も少ないため，地域ごとの特性を反映させることが

容易で，さらに単一指標であるため，統計的手法を用いた

検討を行うことができるという特徴を有している。
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ここに， Rw： 長期実効雨量 (mm) 
rw： 短期実効雨量 (mm) 

 R1： 座標上の横軸基準点

r1： 座標上の縦軸基準点

a ： 重み係数

Rfw0： Rw＝0，rw＝0 のときのRfw値

これまでの事例検証から，広島周辺のまさ土分布域では，

半減期 72 時間と 1.5 時間の実効雨量の組み合わせを用い，

R1=600mm，r1=200mm，a=3 とした場合，R’＞125mm でが

け崩れ，R’＞175mm で山地崩壊，R’＞250mmで土石流が発

生し始めることが明らかになっている 1)。また，中国地方南

部に甚大な被害をもたらした土砂災害はR’＞400mmで発生

していることがわかっている 2),3) など。

２．広島県の降雨状況と雨量指標R’ 
図-1 に，広島県内の 7 月 6 日～7 日の間の雨量指標 R’の

最大値を示す。県内ほぼ全域で R’＞200mm，県北や県東部

の一部を除く地域ではR’＞250mmとなっており，県内のい

たるところで土石流が発生しやすい状況であったことがわ

かる。図中に引用した広島県内の市町村別土砂災害発生状

況を見ると，県内の全ての市町村で少なくとも 1 件以上の

土砂災害が発生しており，このことを裏付けている。

また，特に被害が大きかった広島市東部，坂町，熊野町，

呉市，東広島市南部ではR’は 400mmを超えており，特に危

険な状態であったことがわかる。一方で，広島県南東部のR’
＜350mm の範囲においても，相当数の土砂災害が発生して

おり，竹原市 4 名，三原市 5 名，尾道市 2 名の死者も出て

いる。これは，広島県南東部では，広島市東部～呉市周辺

と比べて土砂災害に対する耐性が小さく，比較的小規模な

降雨でも甚大な被害に至る可能性があることを示唆するも

のである。

図-2 に県内で降雨量の最も多かった地域に位置する，広

島県の警固屋観測所（呉市）の時間雨量と雨量指標 R’の推

移を示す。警固屋観測所の 7 月 3 日～8 日の累積雨量は

654mm で，このうち 563mm は 7 月 5 日 8 時～7 日 8 時の

48 時間に途切れることなく降り続いている。6 日 20 時には

時間雨量 56mm，7 日 5 時には時間雨量 60mm の非常に激し

い雨が降り，この時間帯に多くの土砂災害が発生した。雨

量指標R’は 6 日 18時に，この地域での土石流発生の目安と

される 250mm となり，非常に激しい雨の降った時間帯には

400mm を超え，最大 525.5mm に至っている。なお，平成

26 年 8 月豪雨の際には，土石流が多発した地域ではR’の最

大値は 400mm を超え，最も雨量の多かった国土交通省の上

原観測所では最大 550.8mm に達した。降雨パターンの大き

く異なる災害であったが，土石流多発地域の R’は同程度の

値を示す結果となっている。

図-1 2018年7月6日～7日の雨量指標R’の最大値
（気象庁・国道交通省・広島県の雨量データを用いて作成，  

 図中の｢広島県の市町村別土砂災害発生状況｣は10月29日 

 時点で集計された国土交通省の資料より引用） 
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図-2 2018年7月3日～8日の警固屋観測所の降雨状況 

（時間雨量と雨量指標R’の経時変化） 

３．広島県における雨量指標R’の地域性 
広島県の降雨履歴にはかなりの地域格差があり，年間降

水量平年値で比較すると，県南東部では 1,200mm程度，県

北西部では 2,300mm 程度と 2 倍弱の格差がある（図-3）。

このため，今回の災害時の広島県南東部における R’＝200
～350mm に相当する降雨は，この地域にとってはかなり特

筆すべき降雨であったものと考えられる。

図-3 広島県の年間降水量平年値の分布図 

筆者らは， Gumbel の極値分布に従って算定した雨量指

標 R’の生起確率を用いて，地域ごとの限界降雨を評価する

ことに取り組んできた。これまでの研究から，広島県にお

いては 8 年確率程度の R’が土石流発生降雨の下限値である

ことがわかっている 3)。表-1 に今回被害が大きかった範囲に

位置する気象台観測所（AMeDAS）の呉，広島，東広島，

竹原における生起確率ごとの R’値と，甚大な災害の目安と

されるR’＝400mm の生起確率を示す。なお，生起確率の算

定には 1981～2010 年の 30年間の観測データを用いた。

広島観測所，東広島観測所における 8 年確率のR’は，そ

れぞれ 239mm，264mmで，これまで広島周辺の土石流発生

限界降雨としてきた 250mm に近い値となっている。一方で，

呉観測所の 8年確率のR’は，292mmとやや大きな値を示し

ている。これは，呉地域が広島や東広島に比べ豪雨にさら

された履歴が多いことを意味している。呉観測所における

R’＝400mmの生起確率は 38年となっている。呉市周辺では，

1945 年の枕崎台風，1967 年の豪雨災害，1999 年の 6.29 災

害および平成 30 年 7 月豪雨と，概ね 25 年に 1 度の確率で

甚大な被害を受けており，オーダー的には調和的な結果と

なっている。一方で，平年は雨の少ない竹原観測所では，

生起確率 38 年のR’は 274mmであり，R’＝400mmの生起確

率は 891 年となっている。表-2 に今回の災害で被害が大き

かったエリアに位置する観測所の最大 R’値と，最寄りの気

象台観測所における関係式により算定した生起確率を示す。

この結果から，災害時の最大 R’値は概ね 100 年～数 100
年の生起確率であったことがわかる。平成 26 年の広島豪雨

災害や，平成 29 年の九州北部災害においても，R’値が概ね

100 年～数 100 年確率を上回る範囲で甚大な被害が発生し

ていることがわかっており 4)，R’の生起確率の観点では，今

回の災害と同等の降雨であったと言える。

表-1 生起確率ごとのR’値とR’＝400mmの生起確率 

観測所名
生起確率ごとのR’値 (mm) R’=400mm 

の生起確率8 年 38年 100年 400年
呉 292 400 466 560 38年
広島 239 306 347 405 358年
東広島 264 351 403 477 95年
竹原 210 274 313 368 891年

表-2 今回の災害時の最大R’値とその生起確率 
観測所名 今回の最大R’値(mm) 生起確率 備考

広島 360.2 138年 ―

警固屋 525.5 241年 呉の生起確率で算定

野呂川ダム 468.8 104年 呉の生起確率で算定

黒瀬町 414.6 125年 東広島の生起確率で算定

竹原 355.6 326年 ―

４．まとめ

平成 30年 7 月豪雨を対象にR’を用いて検証した結果，

① パターンが異なる豪雨でも，雨量指標R’を用いることに

より一定の基準値で土砂災害を予測できること。

② 広島県北西域に比べ，南東域では豪雨の履歴が少なく，

土砂災害の誘因となる降雨量も小さいこと。

③ 甚大な被害は，概ね 100～数 100 年確率のR’に相当する

降雨の範囲で発生していること。

を示す結果が得られた。これらのことより，地域に応じた

適切な係数を用い，地域ごとの降雨履歴や災害履歴を考慮

した閾値を設けることで，雨量指標 R’により様々な地域の

災害発生を予測できるものと考えられる。
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