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1 はじめに 
  土砂災害警戒情報の発表基準（以下、CL）は、「市

町村長が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応

急対応を必要とする土石流および集中的に発生する

がけ崩れ（以下、対象災害）」1)を捕捉するように設

定されている。しかしながら、対象災害の選定条件

は、あまり明確にされておらず、現状では、各自治

体で様々な選定条件が設定されている。

  その結果、自治体ごとにCLの設定水準が異なり、

その精度（捕捉率、空振り率等）にも大きな差異が

生じている 2)。 
本検討では、それらの課題を踏まえて、標準的な

対象災害の選定条件を検討するために、まず都道府

県ごとの選定条件と空振り頻度の関係性を分析し、

空振り頻度の低減効果が期待できる選定条件を抽出

した。

2. 検討方法

  本検討の流れは、図-1 に示すとおりである。対象

期間は、2009 年～2018 年（10 年間）とした。 
  図-1 に示すとおり、選定条件と空振り頻度の関係

分析にあたっては、事前に国内の全 5km 格子に対し

て、CL の空振り頻度を算出した。ここで、空振り頻

度は、5km 格子ごとに CL 超過降雨から土砂災害の

発生降雨を差し引いて算出した空振り降雨数を対象

期間で除して算出した。

また、その結果から、都道府県ごとに空振り頻度

の高い上位 3 位の格子を抽出し、それらの格子を用

いて空振り頻度の平均値を算出した。

他方、各都道府県における対象災害の選定条件は、

それぞれの CL 設定業務報告書から抽出した。ただ

し、選定条件は、都道府県ごとに表現が異なるため、

それらを統一的に取り扱えるように、以下の項目ご

とに分類整理した。

災害種別、災害発生件数、崩壊規模、

人的被害有無、建物被害規模、降雨規模

3. 検討結果

  算出した空振り頻度（上位 3 格子平均値）の分布

を図-2 に示す。なお、対象期間内に CL（連携案方

式）の運用期間が 5 年未満の 7 自治体（図中の■）

は、対象外とした。

  本検討では、図-2 に示す空振り頻度と対象災害の

選定条件（項目）の関係を検討した。検討結果を表

-1 に示す。

ここで、表中の「空振り頻度」は、各カテゴリー

に該当する自治体の空振り頻度の平均値である。ま
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図-2  空振り頻度（上位 3 格子平均値）の分布 
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た、表中の■は、空振り頻度が 2 降雨／年未満にな

るカテゴリーである。

表より、「災害種別」では、対象災害を大規模な現

象に絞り込む（道路災害やがけ崩れを除外する）こ

とにより、空振り頻度が減少する傾向がみられた。

「災害発生件数」では、一定の範囲（ブロック、

市町村など）で 2 件～10 件程度発生する土砂災害を

対象災害としても、空振り頻度の軽減にはあまり効

果がみられなかった。しかしながら、「1 メッシュで

20 件以上」という条件を設定した自治体では、空振

り頻度を大幅に低減できている。

「崩壊規模」では、いずれの条件でも空振り頻度

委は概ね一定であり、対象災害を崩壊規模で選定し

ても空振り頻度の低減には効果がみられなかった。

ただし、「崩壊規模」については、流出土砂量 50m3

以上のカテゴリーが最大であったため、それよりも

厳しい条件であれば、空振り頻度の低減につながる

可能性があると考えられる。

「人的被害有無」では、人的被害の有無にかかわ

らず、空振り頻度にほとんど差異がなく、当該条件

では、空振り頻度の低減への効果がみられなかった。 
「建物被害規模」では、建物被害の有無や規模に

かかわらず、空振り頻度は、概ね一定であり、当該

条件では、空振り頻度の低減に対する効果が確認で

きなかった。

  「降雨規模」では、一定以下の RBFN 出力値で発

生した土砂災害を選定することで空振り頻度の軽減

が期待できる。また、「時間雨量 40mm/h かつ連続雨

量 200mm」のような大規模な降雨以上で発生する土

砂災害を選定することも空振り低減に効果があった。 
以上を勘案すると、空振り頻度の低減に効果があ

る項目は、「災害種別」、「災害発生件数」、「降雨規模」

であり、「崩壊規模」、「人的被害規模」、「建物被害規

模」では、その効果が限定的であると推定される。

4. おわりに

本検討では、対象災害の選定条件と空振り頻度の

関係性を分析し、空振り頻度の低減効果が期待でき

る選定条件を抽出した。今後、標準的な対象災害の

選定条件の検討に向けては、地域ごとに異なる地形・

地質特性も考慮しながら、より詳細に分析していく

ことが重要である。
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表-1  空振り頻度と選定条件の関係整理結果 

(a) 災害種別

(b) 災害発生件数

(c) 崩壊規模

(d) 人的被害有無

(e) 建物被害規模

(f) 降雨規模

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 土石流、がけ崩れ、道路災害 2 2.60

② 土石流、がけ崩れ 35 2.35

③ 土石流のみ 3 1.76

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 8 2.08
② 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で2件以上 2 2.02

③ 9ﾒｯｼｭで2件以上 17 2.57

④ 1ﾒｯｼｭで2件以上 9 2.14

⑤ 1ﾒｯｼｭで4件以上 1 2.60

⑥ 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で10件以上 1 3.07

⑦ 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で20件以上 1 2.27

⑧ 1ﾒｯｼｭで20件以上 1 1.17

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 25 2.31
② 小規模な災害を除外 10 2.30

③ 10m3以上 1 2.40

④ 30m3以上 2 2.10

⑤ 50m3以上 2 2.70

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 32 2.30

② 人的被害あり 8 2.40

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 19 2.25

② 全壊、半壊、一部損壊 15 2.31

③ 全壊、半壊 6 2.56

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 34 2.35

② 県内全域で数日間継続した降雨 1 2.93

③ 土壌雨量指数80mm以上 1 2.50

④ 土壌雨量指数100mm以上 1 3.17

⑤ RBFN出力値0.8以下 1 1.37

⑥ RBFN出力値0.6以下 1 1.63

⑦
時間雨量40mm/h以上
かつ連続雨量200mm以上

1 1.40

No 条件
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