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1. はじめに

土砂災害発生時において，降雨や土砂移動の時空間

変化の実態を把握することは，防災情報発表や住民避

難のタイミングを決めるうえで重要な検討課題と考え

られる。

土砂移動の時空間変化の整理事例については，厚井

ら 1)が，平成 29 年（2017 年）７月九州北部豪雨（以下，

平成 29 年 7 月豪雨という。）における赤谷川流域の災

害を対象として，住民へのアンケート調査等を基に土

砂移動時系列を推定し，避難実態との対比を行ってい

る。また，西内ら 2)は，同じ平成 29 年７月豪雨におい

て，赤谷川流域に周辺流域を含めた小流域単位での土

砂移動時系列の整理を実施している。

本報告では，平成 29 年７月豪雨を事例として，西内

ら 2)が整理した土砂移動時系列を基に，XRAIN（250m
格子）による詳細な降雨分布と対比して，降雨と土砂

移動の関係について分析した。また，分析結果を踏ま

え，降雨状況に基づく避難タイミングについて検証し

たものである。

2. 対象流域の概要

対象流域は，福岡県朝倉市にある筑後川右支川の赤

谷川流域と，佐田川流域内の黒川流域ならびに疣目川

流域である。それぞれの流域諸元を表１に，流域の位

置図を図１に示す。図１には，平成 27 年国勢調査にお

ける小地域区分（町丁・字等区分 GIS データ；ただし，

黒川流域と疣目川流域は単一区分のため，地図上の地

名表記に基づき細分した。）を重ねて示した。

3. 降雨及び土砂移動状況の時空間変化の整理

対象流域における，降雨並びに土砂移動等の異常現

象の時空間変化を整理した（表２，図２）。期間は，

７月５日午前 10 時～午後 11 時である。なお，10 分間

雨量については，雨量強度をイメージできるよう，

１時間雨量換算値で表している。

3.1赤谷川流域における時空間変化 

赤谷川流域の右支川である乙石川流域では，13 時台

に累加雨量 100mm 付近に達したが，同じ 13 時台には

下流側の元ノ目・疣目口地区において川の溢水等が確

認されている。15 時台には 150mm/hr 相当の 10 分

間雨量が記録され，累加雨量が 200mm を超えると，

がけ崩れ，土石流が発生し始めた。また，17 時台と 

表１ 対象流域の諸元 

図１ 対象流域の位置図 

18 時台に，地響きのような音がしたとの証言があり，

左岸側山腹において大規模崩壊が発生したと推定され

る（図２参照）。

赤谷川本川の上流域では，13時台に累加雨量 100mm
付近に達し，14 時台から川の溢水等が発生し始めた。

がけ崩れ・土石流は 15 時台から 19 時台にかけて多発

したが，この間 15 時台と 17 時台には，それぞれ

130mm/hr，120mm/hr 相当の 10 分間雨量を記録した。 
赤谷川本川の中～下流域では，13 時台より川の溢水

等が発生し始めたが，累加雨量が 100mm を超えたのは

14 時～15 時台であった。また，15 時台には 80mm/hr
相当以上の 10 分間雨量が記録され，かつ累加雨量

200mm 近くとなり，がけ崩れ・土石流が多発し始めた。 
3.2黒川流域における時空間変化 

黒川流域では，累加雨量が 100mm を超えた 13 時台

から濁水や溢水等が発生し始め，14 時台からはがけ崩

れ・土石流が多発するようになった。14 時台以降は累

加雨量 200mm を超え，80mm/hr 相当以上の 10 分間

雨量が断続的に記録された。

3.3疣目川流域における時空間変化 

疣目川流域では，12 時台に川の溢水等が発生し始め，

累加雨量 200mm に達した 14～15時台に土石流等が発

生した。一方，17 時台以降においては，異常現象の発

生は少ない。

流域名 赤谷川 黒川 疣目川

流域面積(km2) 19.9 12.8 6.1 
流路延長(km) 9.4 7.9 4.0 
平均河床勾配 1/60 1/35 1/17 

筑後川 

佐田川 

R11‑015
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表２ アンケート調査等に基づく異常現象の発生状況（平成 29 年 7 月 5 日） 

流域 小地域区分 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台

赤谷川 乙石川 乙石 ● ●● ●● ● ●

流域 流域 中村 ● ● ●● ●●

石詰・杷木松末 ● ●●● ●●● ●

本川 杷木赤谷 ● ● ●●● ●● ●● ●● ● ●

上流域 本村 ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●

小河内 ● ● ● ● ●

本川 真竹 ●●● ● ●● ●● ●●● ● ● ●

中～ 獺ノ口 ● ●●● ● ●● ●

下流域 正信 ●● ●● ●●● ●● ●● ●●

池ノ迫・杷木星丸 ● ● ●●● ● ● ●●●

黒川流域 真竹・黒松 ● ● ● ●

馬場・宮園 ● ●● ●●● ● ●● ●

北小路・黒川 ● ●● ●● ● ●● ● ●●

元ノ目・疣目口 ● ● ●●● ●● ●

疣目川流域 疣目 ● ● ●● ●

藪 ●●

図２ 対象流域における降雨状況の推移（平成 29年 7 月 5 日） 

4. 土砂移動発生状況等に基づく避難タイミングの検証

土砂移動の発生は，各地域とも，累加雨量が概ね

200mm に達し，かつ 80mm/h 相当以上の 10 分間雨量

が記録された時間帯（表２の赤色網掛け）に集中して

いることがわかった。また，その１時間程度前に累加

雨量 100mm を超えており，土砂移動発生状況等に基づ

く避難タイミングとしては，累加雨量 100mm を超える

タイミング（表２の青色網掛け）が適当と考えられる。

しかしながら，累加雨量 100mm を超えた時点で，既

に河川の溢水等が始まっている地域があり，場所によ

っては避難所への移動が困難だったことが想定される。

このため，近隣への避難先を確保しておくことが重要

と考えられる。

今回集計した異常現象の発生タイミングは１時間単

位の精度であった。異常現象の発生タイミングを更に

細かな時間精度で整理できれば（例えば 10 分単位），

避難タイミングの精度がより向上すると考えられる。

また，雨が概ね降り止んだ 21 時台以降に土砂移動の

発生が散見されていることから，避難解除のタイミン

グについては，土中の水分量に相当する指標（タンク

モデル等）を参考にする必要があると考えられる。

今後とも，避難タイミングの判断の一助とするため，

他事例における，詳細な降雨データと土砂移動状況と

の突合せによる検証を蓄積する所存である。
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