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1.はじめに 

我が国では1980年代以降、土砂災害に対する警戒避難

のための降雨指標についての研究が進められてきた。これ

らの研究を大別すると、（1）異なる半減期の実効雨量や

係数の異なる土壌雨量指数など、降雨指標そのものの適合

性を比較する研究、（2）縦軸に短時間、横軸に長時間の

降雨指標を設定する２軸の評価や、単一の降雨指標による

評価など評価方法に対する研究、（3）土砂災害の発生・

非発生を分離する警戒避難基準を、統計的または力学的に

設定しようとする研究に大別することができる。

2007 年以降、土砂災害警戒情報が全国で整備され、縦

軸に60分積算雨量、横軸に土壌雨量指数をとった2軸の

平面において、発現頻度から CL（土砂災害発生基準線）

を設定する方法が採用されているが、災害履歴の少ない地

域におけるCL設定方法は依然課題のひとつといえる。 
本稿では、降雨の貯留量を斜面の力学的な安定条件に関

連付けた力学的概念モデルに基づく CL の設定手法検討

の基礎的な検討として、これまで使用してきている実効雨

量、土壌雨量指数における流域貯留概念を比較し、各降雨

指標のもつ降雨流出プロセスと CL 設定に向けた課題に

ついて整理する。

２.降雨指標の想定する降雨流出プロセス

土壌雨量指数では 3 段のタンクモデルを採用するが、

最も単純化したモデルとして 1 段タンクモデルで考える

と、図 1 及び式 1 のとおりとなり、貯留関数法における

係数 p を 1 とした場合に対応する。貯留関数法が 1 流域

を計算単位とし、流域全体への有効降雨量を入力すること

で短期の降雨流出をモデル化の対象としているのに対し、

タンクモデルは単位面積をモデル化すると同時に、複数重

ねることで、中長期の流出の表現も可能とした。

ここに、rsは平均時間雨量、Sは流域貯留量、Aは上流

流域面積、α、K、pは係数である。ここで、式（3）は、

一定降雨強度下での地下水深上昇モデル（Rosso et 
al ,2006)である。 

h は斜面上の水深、e は間隙比、Srは飽和度、Ks は飽

和透水係数、bは流出幅、Iは斜面勾配である。 
崩壊発生地点を下流端とする流域を水深が一定の 1 つ

のタンクとみなした連続式としている点で、式（1）、式

（2）と同様に集水範囲をタンクと見立てた連続式に基づ

いている。

一方で、実効雨量の場合、基礎式は式（4）であり、式

（1）の連続式に合わせて書き直すと、式（5）となる。 

ここに、t は時刻、i は時刻 t からの遡り時間、T0は半

減期を示す。

前述までのモデルと違い、第 2 項の流出量（q に相当）

は累積された貯留量の関数ではなく、時系列の降雨の関数

となっている点に特徴がある。式（1）、（2）のパラメー

タは、例えば式（3）をもとに場の条件と関連づけること

が可能である。一方で、実効雨量の唯一のパラメータであ

る半減期を関連づけることは容易ではない。

これまで、異なる降雨指標を２軸とする平面上での評価

が多くみられるが、両軸の組み合わせは様々であり、両軸

の組み合わせでもって地下水位を表現しているとは限ら

ない。また、半減期の異なる実効雨量を２軸平面上に取る

ことと、流出パラメータの異なるタンクを３段重ねること

は同義ではないことに注意が必要である。

そこで、これらの降雨指標を比較し、場の条件から降雨

指標のパラメータを設定する場合の課題、数値標高モデル

を用いた空間的な崩壊発生場との比較を試みた。

３.解析方法

平成 25 年台風 26 号による伊豆大島で発生した土砂災

害の例について、土壌雨量指数、土壌雨量指数の各タンク

値、1段のタンクモデル（式1）、Rosso et al(2006)の水深

（以下、水深h とする）、実効雨量を比較する。1 段のタ

ンクモデルは土壌雨量指数と同様に単位面積あたりを想

定したモデルであるため、流出のパラメータαは、式（3）
との比較により KssinI とし、勾配 I は崩壊地の代表的な

斜面勾配として 40°を仮定し、土壌雨量指数と同様に式

（6）で計算した。 

 
式（3）による地下水深は、上流流域面積と流出幅が必

・・・式（1） h αh
・・式（2）

一段タンクモデル

貯留関数法

図1 1段タンクモデル
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要となる。流出幅 b は河道幅程度を想定し、流域面積は

感度分析的に比較するため、100、500、1000m2とした。

また、h0は 1 時間ごとに更新し、0<t<3600 の間は60 分

間積算雨量を均等に配分した定常降雨と仮定した。

 
その他のパラメータは、飽和透水係数Ks=3.1×10－5m/s、
e=1.439、Sr=0.3076(いずれも福山ら,2014)とした。加え

て、実効雨量についてここでは半減期を1.5時間、6時間、

24時間で比較する。なお、式（7）で求められる水深は間

隙率を考慮した水深であり、それ以外の土壌雨量指数や実

効雨量については、間隙率を考慮しない貯留高となる。そ

のため、得られた貯留高を間隙率で除して、間隙率を考慮

した水深として比較する。また、初期雨量の影響をなくす

ため、計算開始は2010年の1月1日とした。 
４.結果及び考察

各降雨指標の時系列変化を比較すると、土壌雨量指数の

2段目タンク、3段目タンクを除き、いずれの指標も上昇

の傾向は同様で、降雨ピークの1時間後の15日5：00ま

たは 6 時でピークを示す(図２)。土壌雨量指数の 2 段目、

3段目タンクは、タンクの貯留高にその時刻の降雨ではな

く、上段タンクを流入量としているため、下段にいくほど

降雨ピークに対して貯留高のピークが遅れる。それに対し

て実効雨量は、異なる半減期であっても、ピークの時間は

すべて降雨のピークと同じ時刻であり、半減期は低減速度

に影響を及ぼす。次に、降雨指標の絶対値（水深換算）と

して1段タンクモデル、水深h、土壌雨量指数を比較する

と、1段タンクモデル、土壌雨量指数と比較して、水深h
の上昇速度が非常に速い。両者の違いとして、対象とする

上流流域面積と流出幅の有無、すなわち貯留範囲の概念を

有しているかの差といえる。この災害では、斜面の土層厚

は概ね0.5～1.0m、土石流による被害発生が深夜2時～2
時30分であったこと（秋山ら、2014）が確認されており、

16日2：00に土層厚に相当する水深に達しており、斜面

崩壊の発生危険度の最も高い条件が成立した時刻となる。 
これらを比較すると、土壌雨量指数は 3 層のタンクを

有することで、斜面内の異なる流出特性を表現する点で優

れている一方で、地下水位を支配する集水範囲を考慮して

いないことにより、崩壊発生条件となる水深として評価で

きず、例えば無限長斜面安定解析等から求められる崩壊発

生条件となる地下水深と比較することができない。1段の

タンクモデルについても同様で、パラメータαを飽和透水

係数と斜面勾配から設定可能である一方で、土壌雨量指数

と同様の問題がある。一方で、式（7）による水深hにつ

いては、対象面積及び流下幅の設定として、どのようなス

ケールを対象とすればよいか課題といえる。

国土地理院の5mDEMを用いて、10mグリッド単位で

の斜面勾配と集水面積をもとに時系列で式（7）の水深 h
を追跡した。その結果、24：00 時点では図３のとおりと

なり、崩壊範囲と水深1.0m以上の領域の一致が認められ

るが、それ以降非崩壊範囲も含み計算領域のほぼ全域が水

深1.0以上となる。崩壊発生条件として、表層土層の飽和

（h/D≧1.0）は最も崩壊危険度の高い状態であり、寺嶋

ら（2014）の指摘する条件とも一致する。このように降

り始めから一定時間後に地下水深が上昇する降雨では、こ

のような地下水モデルに基づく降雨指標が扱いやすい。し

かしながら、地下水深の発生以前に短時間で崩壊が発生す

る現象の再現性について、今後検討が必要といえる。

図２ 降雨指標の時系列変化 

図３ 式(7)による水深の面的分布（着色領域のみを計算） 

５.おわりに

本稿では力学的な発生条件によるCL設定に向けて、従

来の警戒避難基準における降雨流出概念を整理し、簡単な

計算によりその性質を比較した。従来の 2 軸平面での評

価の有効性、短時間の集中豪雨で発生する降雨に対する崩

壊プロセスの評価など今後の課題としたい。

引用文献：福山ら(2015)：平成26年度砂防学会研究発表会要旨集B, p.100-101, 秋山ら（2014）：砂防学会誌, 67(4), p3-12, 寺嶋ら（2014）：京都大学防

災研究所年報，57A, p.17-24. 
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