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図ω1Iと示すように，

対話および!泉北部一幣の中国山地によっ

l低その南に標高 400.郎、6帥 mの栓緩台地を中心とする古
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しtfL

となっている。

台風などによって 3

過去に大きな被容を受け
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である。図-4fこ示すように，土砂災害危険箇所のうち，

と

!Jlil'i.築地に集中して分布しているの特iこ，広島市と

は表明1に示すように 3 土石流危険渓流と;急傾斜地崩壊危

県内でそれぞれ H立と 2イ立を占めてい
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線土石流儀;険j認i)在

関-4 広島県の土砂災答危険箆所分布jglJ) 

( ) I立広島県全体に対する審'h卦

f:砂災

こ才しら

Lと:}むきな

明者 159人という大災答となったり(写真.1)。この災害

され， が

的に実施することとなった。

平成， 1年 6.)可2913 Iこ広島市会呉市を中心に発生した

32名左近年lこない大規模
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な災筈と/ょった 4)

土砂災答防止法(土砂災

の推進に関する法律)が脇

目的は 9 土砂災25から国民

宇主主主しようとずるものである。

7 呉市警国屋包丁目 j!fll~ のがけ崩れ災害

主主主主--2 H1L6 広島市安佐南区安川左叉}11の土石流災警 4)
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テムについて

義一2 広島県の主な土砂災害(戦後) 1))) 

ヰ システ

ンステムの目的を盟問5fこ示す。住民に

対しでは，気象情報や雨最情報B 土砂災害危険区域開の

提供により 9 防災意識の啓発や早期の自主政難を促すこ

とにより人的被害の軽減を図る。また，行政においては，

どの情報を活用し迅速かっ的機な防災体

る

から受{言する。

システムから

山崩れ発生観測システム

加工し，広島県が整備しjこWeb

サ…パー上へ気象情報。 雨量情報を蓄積する。

広島県の職員や市町村j隊員は， W巴bプラウ

たパソコンからメイプノレネット経由で，これら

~富覧できる。 地域住民は，インターネットや携帯議話を

使用し，これらの情報が閲覧できる。

メイプルネットは，県内いずれの市町村からも

が等しく利用可能な公共情報基盤とし

たものである。広島県防災情報システムでは，メイブル

ネット内の県・市町村などの行政機関の利用に供する行

ットワークやb 県庁と県の出先機関を接続する県庁

WANでシ市町村や県の地域事務所と接続している。

さらに，

供している。
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広島県防災情報システムについて

4.3 広島県防災情報システムの機能 端末から被害の状況が確認できるようになっている。

広島県防災情報システムで提供する情報を表合に示

す。

表-3 提供する情報の内容

No 情報提供方法など 情報提供内容

1 -注意報・警報

.台風・地震・津波情報，

-天気予報

気象情報
-県内・全国アメダス

.降水予報
気象・雨量情報

-ひまわり題像
(インターネ

.降水状況分布
ット・メイプル

など
トー一一 ネット)

-雨量

広島県観測情
-水位

2 
報

-潮位
.土砂災害発生監視情報

.山崩れ発生観測情報

3 災害・被害情報(メイブルネット)

4 一斉連絡情報{メイブルネット)

-注意報・警報

5 気象・雨量情報(携帯電話)
-雨量

-水位

-潮位

6 
雨量情報(電話応答装置・雨量

-雨量
情報表示綾)

(1)インターネット・メイブルネットによる情報提供

インターネットやメイプルネットでは，日本気象協会

提供の気象情報や，広島県が設置した各種観測局による

雨量情報など広島県観測情報を提供する。

気象情報では，天気予報，気象注意報・警報，ひまわ

り画像，台風情報，地震情報などテレピやラジオでも放

送されている情報に加えて，気象レーダーの解析による

気象レーダー画面や降水予報などが情報提供されている

(図一7)。図-8に示すように，降水状況分布では，現在の

降雨の状況が視覚的に確認できるため，広島県観測情報

で提供する雨量情報とあわせて活用すると，現在の降雨

の状況が把援しやすい。

広島県観測情報では，雨量，水位，潮位，土砂災害発

生監視情報，山崩れ発生観測情報を提供する。広島県観

測情報で提供する観測局の位置図を図-91こ示す。

雨量は， 203箇所の雨量観測局によって 1時間毎の観

測結果と 10分毎の観測結果がリアルタイムで提供され

る。水位は 60箇所の水位観測局によって， 1時間毎の観

測結果と 10分毎の観測結果がリアルタイムで表示され

る。潮位は， 13箇所の潮位観測局による 10分毎の観測

結果がリアルタイムで提供される。土砂災害発生監視情

報は， 157箇所の雨量観測局で観測した 10分間隔雨量か

ら実効雨量を演算し，土砂災害発生危険度を判定し，情

報提供する。山崩れ発生観ìJt~情報は， 33笛所の雨量観測

局で観測した 10分間隔雨量から実効雨量を演算し，山崩

れ発生危険度を判定し，情報提供する。

災害・被害情報は，行政向けの機能で，県内で発生し

た災害・被害情報の収集や情報提供をしている。現在，

消防本部と警察本部で被害情報を入力し，県や市町村の

図-7 気象情報・雨量情報提供内容

図-8 気象レーダー画面
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図-9 広島県観測局位置図

一斉連絡情報は，従来 FAXなどで行っていた気象注意
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送{言を了!妥:けた

をーす也ることで，

インターネットやメイブルネットの場

を提供している。

パソコンと比較して表示できる

量が少ないため 9 凶-10に治すようなコンパタトな情

報提供とした。

よる

県内 13の地域ごとの雨:塗情報を提

供している。領;話:合かけると 2 地域の 60分m欝;と累加雨

漏:が自動でアナウン二えさオしと当。

はヲ燃の広報紙などで利用会呼びかりるとともに，広島

県ホームベh ジでも公開している。

尚南f愛情報薮示懇によ
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量はー関情11 にポすような雨

量判定住.1:判定される。雨量判定図て?は，縦軸に 60分照

横軸に主義効雨量をとり実況の雨量をプロットする。

実況の雨量がぶす線をスネーク曲線と呼ぶ。実況のF荷量ー

が，撃事成主冷:線より右仮!Jになると聖子戒議準雨量超満とな

秦・石山

心。 より右frnHこfよると

が発生した雨と土石流災害が発生しなか

間雨量強度と実効雨量なプロットし 3

雨と発生しなかった悶を分離するようにヲIlt、た線である。

実況雨裁がこの総より右側!になると 3 土石流災害が発生

しやすし守Hj議になったと判i釈できる。

十河

悶 ~-IO 携帯電童話による情報提供関誌i

3家事~"-3 雨量ま情報表示怒

200 

115 

""e 150 I 
S 125 ! 
震1開

決問

g 50 
25 

0 

o 50 100 150 200 250 300 

言銭効雨量:(mm)

随一11 雨量判定問

ブロック

基準前:最ブロック毎に

定められてし、るロ基準雨量ブロッノ/とはF

間最の設定。念行う単位となる区域安いう。基準雨議ブロ

ック i丸 土砂災害の重要閣となるj也形 ω 地質命降雨などの

て設定している。広島県ぞは，県内を

108 (コブロック iこ分割している。
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広島県防災情報システムについて

13年 3月 24日目時 23分に五工芸灘を震源とする 域引丸避難基準雨量宏超過した。降雨が最も激しかっ

したn 広島県内では E 河内町，大崎町. た6月 19日は，インターネットからの 1日のアクセスが

ilJ万;カウント合超えた。

した。この地撲によ 平成しl:E手 8Ji 21日現在で，運用開始から 3ヶバあま

り，広烏県では多数の被害が発生した。地漢の影響によ りであるが 3 累計のアクセスは 20万カウントを超えたの

りB 斜面の亀裂及びj創設の緩みなど1J:1'1=:じ，少しの降雨 広

でも土砂災害が発主する危険性が高くなっていることか

ら9 平成 13年 6月に土砂災害警戒避難基準雨量の引き下 土砂災害危険箇所が

¥ているた

もの C~ のうち，

5強を観測しており，土砂災 提供としており，ごのように

の 80~!D としたところーとあ 利用者の多様なニ也ズにマッチしていること。 などが考

る。 えられるり

6 システ

システムは，5jZ成 13年 6月 4日にメイ

ンターネット向けに遼用合開始しt::-o

6月 5f:lの深夜から 6月 6Rの平草月に

かけて，安芸郡倉橋町を中心とし-(5齢、降雨を観測し，

一部で警戒基準雨量告と超過した。この日は喧選用開始か

ら;わずか 2日にも濁わらず三インターネットからのアクセ

スが 2，000カウント宮越えたv

6 jJ 1&日から 6月 2Jf:lに治、けての降雨は》運用開始

以来最大の降雨であったの 広島県全域で強い降雨を記録

昼、が 200mmを超過した。県

を超過し，一部の地;ごのほと Aノど

隣地点時鋭機 蓄量茶話連事務綴;激泌総裁機事務重量t

が絞者盤、霊長主三重苦手露中道事量級議語

指針約機事事

1司

は，広島県防災情報システ切ムの利便性をさらに向

上し"より防災へ役立つシステムとしていきたい。その

ために，考えられる今後の課願や機能の拡張予定=1.こっし、

でまとめた。

(1) メイブj!-.ネットやインターネットでのこ仁砂災欝地

険際域簡な

住民に対しては防災意識の高揚と自主避難支援のため

の情報在提供し、行政においては土

の充実および効果的な土砂

国一 1 土砂災主害警戒避難基準雨j去をブロック図

に
U

1
ょ



秦包石山

など

fム烏県t

1 の回線を使

どはアグセ;えが集中

くなる場合がある。 現夜 2'1台の羽1ebイザー

るなど，アクセスの集中による表示

の低下を防ぐ処露合摘しているの今後はう広島県と

インタ』ネットを接続する凶総の増強を検討すると共に

擬供する情報内容もスリム化奈川湿るなどp 利便性の向上

を検討していきたいの

情報探供内密!の議加など

i)広鳥!県震度情報ネットワークで整備した地震観測情

報を追加する予定である。

幻 土 砂災

を校IJi: るとと-r:

している雨量観測局の観測

してし、る雨量観測昂

向上生検討してし、さ'たい。

多様化

主としてインターネット

対象jごしたものとなっている。今後の展開としてはB ケ

…ブルテレビや今後の普及が期待されるデジタ

ヤンネノレのメディアを通じ

ど3 より多く

いきたい。また s

コており F 利用者がj'クセスしな

きない。電子メぃ/レなどを活用した

報についても検討するなど，降雨に対して危険な状況が

より周知マきる情報提供を検討レていきたい。

(5) 

者 3わる17などが3

デムを'閲覧し活用して頂けるため

法も検討し“ていきた1，、。

8， ~友どめ

待虻下民を:対象とした防災情報ステムの運用は，今

めての試みであり，試行錯誤の繰り返しであった。

議m開始して 3ヶ月あまりであるが，地域{主民からも

様々な持が寄せられており，関心の高さが伺える。それ

らの戸ぎの中には，機能向上の提案や改善事項の指摘など

もあり，防災情報の充実に役立てていきたいο

また F 情報技術のi銭感は， 目覚しいものがあり喝予測

向上に止り，広島県防災情報シス

テムが，より役立つシステムへ発展じてし、くと期待レ亡

し、る口

広島県防災情報システムのインターネットアドレス安

次iご示寸。 ヱド稿の読者からも，広島県防災情報システム

の活用を呼びかりて]頁ければさ暑いである。

1) インタ ットアドレス

オ三システムで実現

勾続手手のイヌi素手設を使用

関-1:1 砂防事業主情報提供の収集システムの概念図

随一 14 土砂災審危険区械図(国 L地理院 5万分の J也形

図広島在使用)
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