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1. はじめに

強い地震が発生すると，亀裂や地盤強度の低下等により，

地震前よりも小さな降雨で崩壊が発生するといわれている。 

このため各都道府県は，震度に応じて土砂災害警戒情報

の発表基準を一時的に下げて，災害の捕捉率を下げないよ

うな運用を行っている。具体的には，地震後の降雨に速やか

に備えるため，一般的に震度 5 強以上を記録した土砂災害

警戒情報の発表単位（以下単に市町村という）で通常基準の

8割（一段階），震度6弱以上を記録した市町村では7割ま

で（二段階）一律に引き下げている。 

反対に，引き下げた暫定基準を通常に戻す手順は，暫定基

準を超える雨を複数回経験しても新たな崩壊がない場合に

は随時一段階引き上げる。一方基準を超える雨を経験しな

くても，1 出水期を経て新たな崩壊が無い場合は，一段階

引き上げている。したがって，地震後に新たに降雨による崩

壊が発生しない場合でも，最長で 2 出水期は市町村内全体

で暫定基準が続くことになる。 

この暫定基準により捕捉率が向上する効果は，林ら（2019）

による熊本地震前後の災害発生時の雨量指標値を比較した

研究で報告されている。また野村ら（2013）は，東北地方太

平洋沖地震後約半年間の土砂災害の発生事例をもとに，捕

捉率を満足する暫定基準を提案した。 

一方で，例えば熊本地震後に暫定基準を適用した市町村

の中には，1 年で15回土砂災害警戒情報が発表された事例

があり，捕捉率以外にも効果を検証する必要がある。しかし

ながら，地震とその後の降雨による土砂災害発生について，

網羅的に調査し暫定基準の効果を検証した事例は無く，中

谷ら（2020）が，野村ら（2013）の後に経験した地震事例を

追加して，地震後に発生した土砂災害を地質や降雨指標等

別に分類した事例はあった。 

そこで，暫定基準の効果を，適用の迅速性も考慮しつつ上

げる可能性を検討するため，まず過去20年程度の地震と土

砂災害のデータから，暫定基準の3要素（地域，引き下げ期

間，幅）について検証を行った。さらに，地震後1週間程度

で様々なデータが 250m メッシュで公開されている

QuakeMap を活用して，新たに加えると効果が期待できる指

標についても検討したので以下に報告する。 

2. 検討に使用したデータと分析の方法 

対象地震は，QuakeMapで公開中の1996年6月以降の地震

のうち，震度6強以上を観測した表－1に示す12 地震であ

る。3要素に関する分析の方法と結果は以下のとおりである。 

なお，QuakeMapの計測震度は250 mメッシュ，解析雨量

は1 kmメッシュであるため，分析には1 kmメッシュ内の

QuakeMapのデータの最大値を代表させた。 

2.1. 対象地域 

現在，震度計の情報をもとに，市町村内は一律に基準を

引き下げているが，例えば市町村内の一地域が強く揺れた

場合，揺れが弱かった地域においても暫定基準が適用され

るため空振りが増える可能性がある。そこで，対象地震の

うち，計測震度5強以上のメッシュと，そのメッシュを包

含する市町村全体のメッシュ数の比較を地震毎に行った結

果，図－１のとおり最大77％（能登半島沖地震），最小

10％（山形県沖地震）で平均すると50％になった。 

表－1 分析対象地震一覧 

図－1 震度5強以上を記録した市町村の面積とその内計測震度5強以
上を記録したメッシュ数の関係 

2.2. 引き下げ期間と幅 

暫定基準のより効果的な引き下げ期間と幅の可能性を検

討するため，計測震度 5 強以上のメッシュで発生した土砂

災害発生時刻における RBFN（Radial Basis Function 

Network）出力値を地震前後で比較した。雨量については解
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析雨量を使用した。RBFN出力値を算出するための等RBFN線

は，1990年～2004年の解析雨量を用いて独自に5 km2毎に

作成したものを使用した。土砂災害発生時刻は都道府県か

らの災害報告を使用し，発生時刻が不明なものは，一連の降

雨の中でRBFN出力値が最低になった時刻とした。 

2.2.1. 引き下げ期間 

地震前と地震後5年間における，計測震度別の土砂災害発

生時のRBFN出力値の平均値の推移を図－2に示す。地震後

5年間における経年的な傾向は得られなかった。 

図－2 強震域での土砂災害発生時のRBFN出力値の推移 

2.2.2. 引き下げ幅 

計測震度 5 強以上を観測したメッシュにおける，地震前

と地震後3年間の土砂災害発生時のRBFN出力値の分布を図

－3に示す。土砂災害警戒情報の発表基準として採用される

ことが多い RBFN 出力値 0.3～0.6 よりも大きな値で地震前

の土砂災害が多数発生していることもあり，引き下げが有

効だと示す傾向を本分析からは認められなかった。この要

因としては，土砂災害発生時刻が不明な場合にRBFN値が最

小となった時刻としているため，地震前後の降雨規模の分

布の偏りの影響を受けている可能性がある。 

図－3 土砂災害発生時のRBFN出力値の分布 

3. 他の指標の適用の可能性の検討 

震度以外の地震情報を活用することで，地震後の土砂災

害発生リスクの変化の有無を評価するため，いくつかの指

標を用いて，指標値と土砂災害発生時のRBFN出力値との関

係を調べた。指標は，内田ら（2004）により崩壊発生との関

連が高いとされた斜面角度，速度，加速度の他，QuakeMapか

ら，最大動的ひずみ（最大速度/表層30 mの平均S波速度）

や入射角等も加えた。また，対象地域も震度 4 以上を記録

したメッシュに拡大した。地震前に対する地震後 2 年間の

土砂災害の発生確率の倍率の変化を，最大動的歪みを指標

として指標値のカテゴリ別に図－4に示す。地震後1年目に

指標値の高い箇所で発生倍率が高かったものが，2年目に下

がる結果となった。 

図－4 最大動的歪みを指標とした土砂災害発生倍率の変化 

4. おわりに

本検討をまとめると以下のとおりになる。

‧対象地域については，暫定基準をメッシュ毎に速やかに設

定することができれば，基準の適用地域を現在の半分程度

まで減らし，空振りを低減できる可能性がある。

‧引き下げの期間，幅については，本分析からは暫定基準へ

の引き下げの効果を見いだせなかった。今回は調査の網羅

性を高めるため災害発生データを幅広く活用したが，時刻

の明確な災害発生データのみを使うなどにより，基準の効

果を更に検証する必要がある。

‧公開まで一定の時間を要するが，震度情報だけで無く，

QuakeMap を活用して他の指標を使うことで，地震後の土

砂災害発生リスクを適切に表現できる可能性がある。

今後は，分析対象データの再選定と併せて，対象地震も拡

大して検討を進める予定である。 
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