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2018（平成 30）年 4 月 1 日より一般へのデータ提供が開始された X バンド MP レーダ雨量情報と MP 化

された C バンドレーダ雨量情報を合成した新しい XRAIN（C-X 合成レーダ雨量情報）を用いて，平成 29
年 7 月九州北部豪雨を対象として，C-X 合成レーダ雨量と合成前の X バンド MP レーダ雨量の違いが，土

砂災害危険情報サービスの土砂災害危険度判定に与える影響を検討した． 
C-X 合成レーダでは，X バンド MP レーダで発生していた強雨による電波の減衰の影響で発生する消散

がないことを確認するとともに， C-X 合成レーダーによる判定では，土砂災害の発生実績を確実に捕捉出

来ることを確認した． 
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1. はじめに 
 
近年，短時間かつ非常に降雨強度の大きい雨の発生頻

度が増加し，それに伴い土砂災害も頻発している．2014
年 8月の広島豪雨，2015年 9月の関東・東北豪雨，2016
年 8月の北海道・東北豪雨，2017年 7月の九州北部豪雨

など，高強度降雨による土砂災害は毎年のように発生し

ている．こうした強雨による土砂災害軽減のためには，

土砂災害を発生させる斜面崩壊や土石流などの自然現象

の発生を的確に捉えることが重要であり，そのためには，

雨量観測データが欠かせない． 
雨量観測に特化した気象レーダとして，2010（平成 22）

年7月より一般向けデータ提供を行ってきたXRAIN（X-
band polarimetric (multi parameter) RAdar Information Network：X
バンド MPレーダネットワーク．以下，XMP）は，降雨

解析 1)や，局地的豪雨予測 2)，氾濫予測など 3)での利活用

や高精度化の研究 4)が行われてきたが，2018（平成 30）

年 4月 1日より従来の雨量観測に用いていた気象レーダ

（Cバンドレーダ）がマルチパラメータ化され，XMPの
観測ネットワークと合成する 5)ことで，XRAIN
（eXtended RAdar Information Network：高性能レーダ雨量計

ネットワーク．以下，C-X）として，一般へのデータ提

供が開始されている． 
五十嵐ら 1)は，土砂災害を発生させた表層崩壊の発生

と降雨の関係を調査し，土壌雨量指数第1タンクと60分
累加雨量の合計値（以下，土砂災害雨量指数），土砂災

害危険箇所，地形の最大傾斜角の情報をもとに判定した

土砂災害危険度（以下，土砂災害危険度判定）を直接ユ

ーザーに通知する土砂災害危険情報サービスとモバイル

端末用アプリケーションソフトを構築した．また，広島

や関東・東北の過去の大規模な土砂災害や試験運用期間

中に発生した土砂災害に対して，五十嵐ら 6)の土砂災害

危険度判定の結果と気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ

情報について，土砂災害発生率（的中率）や空振り，見 

土木学会論文集B1(水工学) Vol.74, No.5, I_1033-I_1038, 2018.

I_1033



 

 

 

 

 
図-1 土砂災害雨量指数と土砂災害危険度判定 

 
逃しについて比較を行い，土砂災害危険度判定の方が的

中率が高く，空振りが少ないことを確認している．7) 
これまでの XMP は観測範囲が全国を網羅できていな

かったが，C-X は全国を網羅しており，さらに，C バン

ドレーダとの合成によって，XMP で発生していた強雨

による消散等も起こりにくいとされている．そこで本研

究では，C-X合成レーダ雨量と合成前の Xバンド MPレ

ーダ雨量の違いが，既往研究 6)の土砂災害危険度判定に

どのような影響を与えるかを，2017（平成 29）年 7月九

州北部豪雨（以下，九州北部豪雨）を対象に検討した． 
 

2. 既往研究と構築サービスの概要 
 
既出の研究 6)では，複数の土砂災害と降雨の関係から，

XRAIN（XMP）の降雨データから得られる土壌雨量指

数の第 1 タンクの値と 60 分累加雨量の合計値が表層崩

壊の発生と相関が高いことを確認した．これらの情報に，

各都道府県が指定・公表している土砂災害危険箇所を重

畳させることで判定の確度を高めるとともに，土砂災害

危険箇所では網羅できない地域を補うために土砂災害の

発生実績から 6)地形の最大傾斜角 10度以上の地域を対象

地域として追加し危険度判定を行った（図-1参照） 
土砂災害危険情報サービスは，スマートフォン

（Android，iOS）等のモバイル端末および Web ブラウザ

ーで利用するアプリであり，前述の土砂災害危険度を判

定するとともに，各モバイル端末に登載されているGPS
機能等を用いた危険度通知と避難施設などの情報を組み

合わせて避難行動をサポートするシステムである．背景

地図（地理院地図，航空写真）に，XRAIN による雨量

強度や土砂災害危険度判定メッシュを重畳，土砂災害危

険箇所情報などを表示する．また，現在地及び登録地点

が所定の危険度レベルに達すると，レベルに応じた通知

を行うことで，ユーザーの危険回避行動を支援する． 
 

3. 九州北部豪雨におけるレーダ雨量の比較 

表-1 CバンドのMP化とXMPとの比較 
 C バンドレーダ雨量

計（赤字はMP化によ

る変更点） 

XバンドMPレーダ雨

量計 

波長 Cバンド（約5cm） Xバンド（約 3cm） 
特徴 弱雨に対し，精度は

やや低い． 
精度は良い．雨が強

すぎると消散あり． 
最大観測範囲 300km 80km 
アンテナ径 直径約4m 直径約2m 
偏波 単偏波→二重偏波 二重偏波 
雨量算定手法 Z-R法→KDP法,Z-R法 KDP法,Z-R法 
運用仰角数 
（除CAPPI） 

1~4仰角→2仰角 2仰角 

観測周期 5分→1分 1分 

 
表-2 土砂災害危険度判定のランク 

ランク 土砂災害 
雨量指数 

60分累加 
雨量 

6 200以上 40mm以上 
5 180以上 200未満 40mm以上 
4 160以上 180未満 40mm以上 
3 140以上 160未満 40mm以上 
2 120以上 140未満  
1 100以上 120未満  
− 100未満は評価しない 

 
 (1) C-Xの概要 

2018 年 4 月より一般提供の始まった C-X は，従来の

XMP に，マルチパラメータ化した C バンドを合成する

ことによって，広範囲（全国）に高密度（250m メッシ

ュ）で短時間（1 分毎）の観測が可能となった．従来の

XMPとCバンドの特徴を表-1 8)に示す． 
新しく導入された C-Xの値は，Cバンドレーダの値と

X バンドレーダの値をレーダの地表からの高さとレーダ

基地局から当該地点までの距離で重み付けして合成した

ものである．ただし，C バンドレーダの定量範囲は

120km，Xバンドレーダの定量範囲は60kmとしており，

Cの 120km先と Xの 60km先が同じ重みとして扱われて

いる．そのため，多くの領域でCバンドのレーダの影響

が強く反映された合成値となっている． 
 

(2) ランク設定 
本研究における土砂災害雨量指数の最大値が従来の最

高ランク 5の指数 200を大きく超えて 300近いため，状

況把握のため，表-2の通り 6段階とした． 
 
(3) XMPとC-Xの雨域の比較 
ここでは，九州北部豪雨における XMP のレーダ雨量

とC-Xのレーダ雨量の比較を行う． 
九州北部豪雨は，朝倉 9時間，日田 6時間降雨の確率 

XRAIN
（250mメッシュ1分単位）

土砂災害雨量指数
XRAIN雨量データの実測値より算出した
土壌雨量指数(第1タンク)と60分累加雨量
の合計値により危険度判定

地形の最大傾斜角
標高データより最大傾斜角10度以上の地域を抽出

土砂災害危険箇所
自治体により指定されている危険渓流と危険箇所

土砂災害危険度判定
土砂災害雨量指数に土砂災害危険箇所と最大傾斜角を重
ね合わせた判定結果．

＋
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図-2 2017 / 7 / 5  15:00におけるXMPとC-Xレーダ雨量 

  
年で，それぞれ4500万年，3万1000年の非常に希な事象

であることが確認されており 9)，降水量としても，朝倉

市で最大 1 時間降水量で観測史上 1 位となる 129.5mm10)

を記録している． 
比較対象の日時としては，降雨の強い時間帯である 7

月 5 日の 15:00，17:30，20:00 とした．雨域の図は，図-2
に15:30の，図-3に17:30の，図-4に20:00の状況を示す．

なお，図の上段がXMP，下段がC-Xである． 
図中の「×」印は，4. (2) の時系列変化検討の対象地点

であり，XMP の減衰等の影響と C-X の差を確認するた

めに，雨域の変化が小さい箇所として地点 A，大きな箇

所として地点Bを選定した．各地点と国土地理院による

土砂崩壊地 11)との関係を図-5に示す． 
各時刻のレーダ雨量の図によると，朝倉市南部から日

田市中心部にかけての領域で特に大きな差異があり，

XMPレーダの雨域は，C-Xの雨域に比較して，南側の黒

破線で図示している範囲が欠けている様子が確認出来る．

これは，既往の調査 10)でも報告されているように，九千

部などの九州北部 XRAIN レーダサイトからの電波が，

黒の実線で図示した範囲の強い降雨により減衰し，電波

が消散した結果と思われる．特に，17:30 の雨域におい

て差が顕著であり，強い降雨での消散の影響が大きいと

思われるが，C-X では南側の雨域が確認出来ていること

から，MP 化された C バンド雨量レーダ情報との合成に

より消散が少なくなっていることが確認出来る． 

 
図-3 2017 / 7 / 5  17:30におけるXMPとC-Xレーダ雨量 

 

 
図-4 2017 / 7 / 5  20:00におけるXMPとC-Xレーダ雨量 

 
4. 九州北部豪雨における土砂災害危険度判定の

比較 

 
(1) XMPとC-Xによる土砂災害危険度判定 

XMP

C-X

データなし

0.1～1mm/h

～5mm/h

～10mm/h

～20mm/h

～30mm/h

～50mm/h

～80mm/h

～120mm/h

120mm/h～
雨 量

凡 例

凡例

強雨域

雨域の減衰
あり

XMP

C-X

XMP

C-X
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図-5 抽出メッシュ位置図 

 

図-6に17:30の，図-7に20:00の，XMP（上段）および

C-X（下段）を用いて算定した土砂災害危険度判定の結

果を示す（図中のランクは表-2を参照）．すべての図に

おいて C-Xによる土砂災害危険度判定ランク 4（土砂災

害の発生可能性が非常に高い 6)）以上の範囲を破線で囲

んでいる． 
これによるといずれの時間帯も土砂災害危険度判定ラ

ンク 4以上の範囲は C-Xが XMPよりも広く，ランクも

高く判定されている．特に南側で大きく，図-3〜図-4 の

雨域の特徴とも一致している． 
なお，判定範囲の西側の黒実線で囲んだ領域は降雨強

度が高くても土砂災害危険度判定は 0となっているが，

これは土砂災害危険度判定の地形要素である地形の最大

傾斜角の値が小さく，土砂災害危険度が低いと判定され

ている結果である． 
前述の通り，C-X の判定範囲は，強い雨域の範囲とほ

ぼ一致している，これは，土砂災害雨量指数が，累加雨

量と土壌雨量指数の合算として算定することや，線上降

水帯の研究 10)を合わせて考慮すると，雨域は時間経過と

ともに西から東へ移動しているが，非常に強い雨を降ら

せる雲が特定の地域上空で次から次へと発生し，集中し

て雨が降り続いたためと考えられる． 
 

(2) 土砂災害雨量指数の時系列変化 

次に土砂災害雨量指数の時系列変化の特性を検討する．

強い降雨による消散状況の確認と災害発生に関わる土砂

災害危険度判定の状況を確認するために図-5のA地点と

B地点について考察した．それぞれ，地点Aの時系列変

化を図-8に，地点Bを図-9に示す．  
2 箇所ともに C-X の方が降雨強度が強めに出ているが，

特に雨域に大きな差の見られた南部の地点Bでは，雨量

の差が大きく，時間経過を経るごとに，降雨強度はもち

ろん，累加雨量，土壌雨量指数でも大きくなっている． 
地点 A, Bの C-Xの値から XMPの値を差し引いた差分

を図-10～図-11に示す．図-10の地点AのC-XとXMPの 

 

図-6 7 / 5  17:30のXMPとC-Xによる土砂災害危険度判定 
 

 
図-7 7 / 5  20:00のXMPとC-Xによる土砂災害危険度判定 

 
差分を見ると，ここでは， 15:00 頃の降雨に大きな差が

見られる．図-2の雨域でも，この時刻の差（消散の影響）

がもっとも大きく，その後，差は小さくなっている．地

点Bでは，図-3の 17:30の雨域でも確認出来るように，  

地点Ｂ

地点Ａ
XMP

C-X

ランク１
ランク２

ランク３
ランク４
ランク５
ランク６

データなし

土砂災害雨量指数

0.1～1mm/h

～5mm/h

～10mm/h

～20mm/h

～30mm/h

～50mm/h

～80mm/h

～120mm/h

120mm/h～
雨 量

凡 例

凡例

土砂災害危険度
判定ランク４の
範囲

XMP

C-X
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図-8 地点AにおけるXMPとC-Xによる時系列変化 

 

 
図-9 地点BにおけるXMPとC-Xによる時系列変化 

 

消散の影響が大きくなる時間帯から土砂災害雨量指数の

差も大きくなっており，土砂災害危険度が高くなる

20:00頃に差がもっとも大きくなっている． 

表-3に対象地点の C-Xと XMPの差分を整理した．地

点Bでは，降雨強度で 50mm/hr以上，土砂災害雨量指数

で100以上の差となっており．XMPの減衰により，危険

度判定が過小となっていることが確認できる． 

 

(3) 判定結果と土砂災害の発生状況 

図-12 に，土砂災害危険度判定と国土地理院による表

層崩壊の発生状況を重ねたものを示す．時刻は，XMP 

 
図-10 地点AにおけるC-XとXMPの差分 

 

 
図-11 地点BにおけるC-XとXMPの差分 

 
表-3 C-XとXMPの降雨強度と土砂災害雨量指数の差分 

地 
 

点 

時 
 

刻 

XMP C-X 差 分 

降
雨
強
度 

土
砂
災
害 

雨
量
指
数 

降
雨
強
度 

土
砂
災
害 

雨
量
指
数 

降
雨
強
度 

土
砂
災
害 

雨
量
指
数 

A 

15:00 17.40  151.73  60.90  209.96  43.50  58.23  

20:00 12.50  149.34  12.90  171.68  0.40  22.34  

17:30 89.40  157.51  99.40  201.81  10.00  44.31  

B 

15:00 0.00  79.60  9.60  93.08  9.60  13.48  

17:30 24.50  126.84  75.40  245.07  50.90  118.24  

20:00 66.50  183.69  89.20  294.30  22.70  110.61  

 

とC-Xでもっとも差の大きい 17:30で比較した． 

図-12上段で確認出来るようにXMPによる計算結果で

も発生箇所のほとんどが判定範囲内に含まれているもの

の一部外れている（見逃し）箇所もある．図-12 下段の

C-X による判定結果では，すべての発生箇所が判定範囲

に，しかもより数値の大きい（ランクの高い）判定範囲

に入っており，見逃しが発生していない． 

以上のように， C-Xのレーダ雨量を適用することによ

り，2017年九州北部豪雨の土砂災害危険度判定（発生可

能性判定）は，見逃しを格段に減らせることが確認でき

た． 

 

5. おわりに 
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図-12 XMPとC-Xによる判定結果と土砂災害発生状況 

 
本研究では，XMP と C-Xを比較することで，XMP で

は消散が発生していることを確認するとともに，C-X を

用いて，2017年 7月九州北部豪雨における土砂災害危険

度判定の計算を行い，これまでの XMP で発生していた

強い雨による消散が少なくなり，より確実に土砂災害の

発生可能性を予測出来ることが明らかとなった． 
また，土砂災害情報危険情報サービスは，これまで

XMP を利用していたため，サービス範囲が全国を網羅

できておらず，強い降雨の場合に，消散の影響で判定で

きない事象も発生していたが，C-X を用いることにより，

これらが解消され，全国でより確実に土砂災害の危険度

を判定出来るようになった． 
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The new "XRAIN (C-X synthetic radar rainfall information)" started its operation from April 1st 2018, 

incorporating X-band MP radar rainfall information and multi-parameter C-band rainfall information. 
Sediment Disaster Rainfall Index (Assessment of Landslide Occurrence Possibility) of the Landslide 

Information Delivery System was calculated using the new XRAIN to see impact on the calculation result. 
It was confirmed that extinction due to electromagnetic wave attenuation by heavy rainfall did not occur 

when using C-X synthetic radar, contrary to X band MP radar. It was also confirmed that assessment using 
C-X synthetic radar captured actual landslide disasters with more certainty, giving difference in the calcu-
lated value of Sediment Disaster Rainfall Index. 
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