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崖くずれ等の発生危険を知るためには,

大別して二つの方法がある。その一は,地質

や斜面の状況によって,あらかじめ危険が

認識され,または社会経済的にみた土地利

用の状態から,格別な警戒が必要である場

合など,傾斜地のある部分について,伸縮計

などに代表されるような計測器類を設置し,

特定の地点間,または部分における崖崩れ

等の発生危険を予知しようとするものであ

り,その二は,特定の崖に限定されることな

く,ある広域にわたる地域について,主とし

て降雨状況から崖崩れ等の発生危険を認識

しようとするものであって,前者は崖崩れ

の発生危険を知るための直接的な方法,後

者は間接的な方法と言うことができる。 

直接的な方法によれば,実際の計測に基

づくものであるから,精度も高く,根拠も明

白であるが,部分的なものであって,この結

果を計測器の設置されていない他の部分に

ついて,同様な根拠として適用することは

適当でない。 

間接的な方法は,過去の例をもとに定め

られた,いわば経験論的,確率論的な見解に

基づくものであり,個別的精度は劣るもの

であっても,広域にわたり,ある一定の水準

を定め得て危険情報を伝達できるなどの強

みもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際上の問題として,崖崩れ等災害も含

めた,地域における総合的な土砂災害対策

の推進にあたり,警戒避難基準を設定する

等の行為は,多くは雨量情報によっている

のが現実であると言えよう。 

この場合,雨量情報として,どのようなも

のを選択するかは,地域の事情によって適

切に処理されていることと思われるが,気

象庁がこれまでに蓄積されてきた資料は第

一級の情報として評価し得るものと考える。 

改めて申すまでもなく,気象庁では,国内

158 ヵ所の気象官署で観測された成果をも

とに,これまで 10 年ごとに「日本気候表」

として集大成された資料の刊行を行ってき

た。 

この日本気候表作成の第一の目的は,世

界気象機関の要請に基づき,西歴年の1位が

1の年から連続する 30 年間の平均値である

気候値を「平年値」として定めることにあり,

その作業の結果を,今回,1990 年までの観測

資料をもとに,新たに「平年値」が作成され,

公刊されたものである。 

一方,これまで「日本気候表」の一部とし

て公刊がなされてきた,地点別の気象要素

についての,「観測開始以来の極値及び順位」

については,今回から「極値」のみが刊行さ

れ, 「順位」にっいては,従来の例とは異な
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って刊行物によらず,必要な向きには,気象

庁で閲覧する方法により,さらに,日雨量の

順位6位以下のデータについては,日本気象

協会からバイナリーデータの形で収容され

たフロッピーディスクの頒布を受けること

によって,情報が得られる扱いとなった。 

このような雨量情報によって,地域にお

ける崖崩れ等警戒避難基準雨量を定めると

いう思考の根源には,崖崩れ等急傾斜地の

崩壊現象を地形を形造る営力の一発現場面

として冷静に捉えようとすることであり,

このような自然現象から身を守るためには,

その地域の降雨特性を知り,適切な避難を

行うことが第一と考えるものである。 

気象庁では,前述のように,国内の多地点

で観測を継続しており,日雨量については,

その期間が,すでに 100 年を超える地点(測

候所等)が,今回(1990 年)の資料では 40 カ

所に及んでいる。 

このデータを活用することにより,地域

の降雨特性を知ろうとすることは,きわめ

て自然のことのように思われる。 

気象庁のデータでは,降水量について

は,10 分間,1 時間,1 日の 3 つの要素(それ

ぞれ,日 大 10 分間降水量の順位,日 大 1

時間降水量の順位,日降水量の順位と呼称

している)について統計を行っている。ほか

に,任意 24 時間降水量が前回から採用され

たが,まだ必要な統計期間を満たしていな

い。この要素以外の時間のものについて数

字を得ようとする場合,ある水準(ここでは

一定の順位)を定めた上で,地域に 適な降

雨強度式形により,所望期間(時間)の降雨

量を計算によって導くことが可能である。 

地域における降雨強度式とその適合度検

定については,岩井重久・石黒政儀氏による

成書がある。その降雨強度式形とは, 

久野型は,I=a/(√t±b) 

Sherman 型は,I=a/tn 

Talbot 型は I=a/(t+b) 

ここで ,I: 降雨強度 mm/hr  t: 時間

min,a,b,n:定数である。 

筆者は,以上の方法によって,従来,地点

別に崖崩れ等警戒避難基準雨量の算出を試

みてきたが,使用した気象統計(日本気候

表)も,1970 年までのもの,1980 年までのも

の,そして今回のものと,3 回を重ねること

となった。次回は,2000 年までのもの

が,2002 年頃に公刊されることとなるから,

今回のものは,今後 10 年間利用出来ること

となる。そして,これまで機会あるごとに,

それぞれの場で計算結果をお伝えしてきた

が,今回, 新版の情報として,別添のもの

を御報告したい。方法については,変わるも

のはないので,従前のものと差し替えてい

ただければ,それが 新のものとなる。 

この方法についての詳細の説明は,紙面

の関係からも他に譲らねばならないが,警

防活動の可能性や,崖崩れの発生に影響す

る先行雨量等の報告(例えば大滝俊夫氏の

研究)等を考慮し,短時間の要素として30分

雨量,中程度の先行降雨として 6 時間,さら

に,現在を遡る過去相当の日数にっいて実

効雨量を取り上げ,それぞれの相当高い順

位(5 位ないしは 10 位)のものを警戒基準雨

量として試算したものである。 

実効雨量とは,実効湿度と同様な概念と

して理解して頂いてよく,土中に保留され

ている過剰水分を意味するもので,水文気

象 の 分 野 で い う API(Antecedent 
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Precipitation Index)と同義となる。 

すなわち, 

API=P0+KP1+K
2P2+…KnPn+… 

ここに,P0:当日雨量,K:低減係数(実効係

数),n:さかのぼる日数,Pｎ:n 日前の日雨量 

K については,いくつかの実験によって確

かめられている。その結果は,0.86から0.93

の範囲にあって,地域の地質及び土質によ

って異なって来る。厳密には実験によらね

ばならないが,特別な条件にない限り,おお

むね 0.90 を採用しても大差なく,これまで

の例でみる限り,警報を発する時刻に若干

の前後が生じる程度で,豪雨時にあっては

誤差のうちと理解しうる。 

この表では,観測期間が 30 年に満たない

地点のものは掲載を省略した。 

また,適用にあたっては,地域の実情に従

い,土地開発の進んでいる地域では順位の

低いもの(例えば 10 位)を選択し,逆に自然

状態のよく保存されている地域では順位の

高いものを選択する等の考慮が望まれる。 

地点名は気象庁の呼称を掲げてあるが,

実際の位置関係については注意が必要であ

る。とくに,高度差については重要である。 

統計期間の相違はやむを得ないが,運用

にあたって考慮する必要がある場合もある。 

この 10 年間に順位 10 位を超えるような

降雨に遭遇しなかった地点では従前の数値

と変更がない。このことは,別の意味で災害

に対する備えの弛緩を警戒する必要がある

かもしれない。 

1981 年から 1990 年にかけての 10 年間に

数値が変更された地点は,比較的多かった

ように思われる。とくに大きな豪雨に見舞

われた地点では,警戒避難基準雨量は比較

的大きく更正されている。このことは,前述

の地形を形造る営力の発現が,相応にあっ

たとみなし得るからである。 

この表についての詳細な説明および実施

についてのマニュアルについては,1980 年

までの資料を基礎にした下記の報告書の一

部に掲げられているので御参照いただきた

い。 

 

地域における総合的な土砂災害対策の推

進に関する調査研究報告書;自治省消防庁・

国土庁防災局,平成元年3月,平成2年3月。 

 

また,この報告中に掲げることが出来な

かった内容,文献等に関しては下記の報告

書等に記述されているので,御参照願えれ

ば幸甚である。 

 

日本国特許庁(1971):実用新案公報,昭

46-26399 号,実効雨量計(崖崩れ警報機),昭

和 44 年(1969)3 月 26 日出願 

沖林仁郎(1972):呉市のがけくずれにっ

いて,第 20 回全国消防技術者会議資

料,p.37-38,自治省消防庁消防研究所 

細野義純(1974):既往の降雨強度から崖 

くずれの発生危険を予想する一方法につ

いて 

―とくに実効雨量計の考案に関連して―,

地すべり,Vol.10,Nα3,p.28-34,日本地す

べり学会。 
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