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1. はじめに

本邦では2007年以降,土砂災害警戒情報(以下「警戒情報」)
が都道府県砂防部局及び気象庁担当官署から警戒避難のた

めに提供されている．土砂災害警戒情報の降雨指標は横軸・

長期指標,縦軸・短期指標とも,国土交通省解析雨量に基づい

ている．指標が 2 次元量であるため,土木・砂防分野で標準

的な確率処理が適用出来ず,独自に動径基底関数(RBF)を設

定し,ニューラルネットワーク法により頻度分布を作成して

いる．独立でない 2 変数の確率算出は原理的に困難である．

この結果,ソフト対策としての警戒情報の判定とハード対策

としての施設監視の判定とを統合的に扱うことが出来ない．

具体的には,例えば,同一渓流・斜面における土砂移動現象に

ついて,警戒情報の降雨指標では自然現象としての判定を行

っているが,その土砂移動現象(ないし土砂を輸送する洪水

流)の施設設計基準超過の状態は別判定をすることが必要に

なる．同一種別の土砂移動現象については,同じ尺度で監視,
判定し,対応出来る方が良い．限られた人的資源と計算資源

を効果的に使用出来ることは無論,担当者が頭を切り替える

必要がなく,混乱が生じにくくなる利点がある． 
これまで,100 年に 1 度(1/100)あるいは 50 年に 1 度とい

った再起確率年に対応した降雨を求めるためには,数10年に

わたる観測蓄積と適合する分布型の選定,また,降雨強度式の

係数設定がなされてきた．関係式の多くは1970年代までの

データ蓄積に基づいて導出されている．しかし,気候変動・温

暖化の影響が徐々に顕在化する中,関係式の適用にはより注

意を払う必要がある．具体的には,より 近のデータを,観測

期間が十全ではないとしても,反映させる必要がある．以前

は,観測期間不足を補う方法として,同質性を仮定出来る地域

内で解析する地域統計解析が頻用されてきた． 近では,こ
れを更に発展させた L 積率法(Hosking,1990)の適用事例が

増えている．警戒情報で使用している解析雨量は全国的に稠

密にカバー出来る利点があるが,10 年オーダーで計算手法の

大幅な改良を施すため,統計処理には不向きな欠点があった．

データの変動や偏りの影響を抑え得る L 積率法を用いるこ

とで,解析雨量についても,一定の制約の下で,確率解析出来

る可能性がある．そこで本検討では,警戒情報の 2 指標のう

ち,60 分雨量を対象に,解析雨量へ L 積率法の適用を試み,結
果と算出上生じた課題について考察した．

2. 用いたデータ及び手法の概要

解析雨量が1㎢化された2006年1月以降,2021年10月ま
での期間の各メッシュでの暦年 大値を用いた．国土交通省
解析雨量について,気象庁一次区分のポリゴンが一部でもか
かっている国土数値情報3次メッシュ(38万8803メッシュ)
の周辺に5km バッファを考慮した領域を対象とした．但し,
雨量データなし,あるいは 大値≦0.4mm 等の理由により適
合する確率分布が得られない3953 メッシュは計算対象外と
した． 

L 積率法については,原則として気象庁(外山ら, 2002)が
アメダスに対して用いた手法と同様とする．外山ら(2002)や
大西ら(2008)では,観測局の地域特性から,データの均一性
を仮定する領域を設けている．本検討ではメッシュ雨量を対
象としていることから,近傍をより狭く置くこととし,n×n
の正方形型,及び 3×3 の角を除いた 5 メッシュの十字形状
を検討領域とした．つまり,L積率法を観測局単位ではなく,
設定した検討領域中央の1㎢メッシュ単位で行った．ここで
偶数メッシュの領域の場合には,レーダー雨量の雨域ずれの
傾向を考慮して中心の南東側を「中央」とした．4次までの
L 積率及び変動係数 L-CV,L-skewness, L-kurtosis を求
め,L-CV,L-skewness, L-kurtosis でのマハラノビス平方距
離をデータ検定による異常値棄却,4 次までの L 積率比の領
域内平均から得られるkappa 分布の逆関数を用い,一様乱数
を発生させて得られる均一性指標H(式-(1)),を用いて,各検
討領域の均一性を検討する． 

ここに、H：異質性を示す統計量，V0：データのばらつき，
μv：kappa分布の逆関数による平均，σv：標準偏差
である．

①データ検定
・統合する範囲のデータに異常値が含まれていな
いかの検定（異常値を取り除く）

・L-CV、C-skewness、L-kurtosisの3次元空間内
の距離と閾値で判定

②地域分け
・クラスター分析によりデータを統合する観測局を
設定（メッシュ雨量の場合は数パターンのメッシュ
で固定）

③分布モデルの選定
・L-momentsから6つの分布モデルのパラメータを
求め、求まったパラメータからτ4(L-kurtosis)を求
め、また、シミュレーションにより求めるL-moment
比(t4)により、類似度ZDISTを求め、ZDIST値により分
布モデルを選定

④確率雨量の算定
・選定した分布モデルで確率雨量を算定
（統合地域内では分布モデルは同じものを用いる）

⓪ Sample L-momentsの算定
・検討対象地点の年最大雨量値データからr次の
L-momentsを算定

図-1  L-momentsによる地域頻度解析の流れ 

 

式-(1) 
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適合を検討する確率分布モデルはグンベル分布（GUM）,一般
化極値分布(GEV),ピアソンⅢ型分布(PE3),一般化ロジステ
ィックス分布(GLO),3母数対数正規分布(GNO),一般化パレー
ト分布(GPA),の6つとする．これらの候補とした分布に適合
しない場合には,5パラメーターのWakeby分布を採用し,L積
率からWakeby分布のパラメーターを算出する． 
各地点においてL積率比から得られるL-CV(ti),無次元ひ

ずみ係数ti3,無次元尖り係数(ti4)が得られる．各地点の記録

長で重みを付けた地域平均がtR,t3
R,t4

Rと得られる(記録長は

どの地点(メッシュ)でも基本的に同じ．)．地域平均(1, tR, 

t3
R)から候補とした分布の 3 つのパラメーターを算出し,分

布ごとのパラメーターから t4 を得るためには外山・水野

(2002)の式を用いた．各分布パラメーターからt4を求め,こ

れをτ4
DISTとし,t4

Rとの類似度を ZDIST(式-(2))を用いて評価

する．各メッシュでZDISTが≤1.64となる分布形の中でもっと

もZDISTが小さくなる確率分布モデルを選定する．手法全体の

流れを図-1に示す．

ここに，ZDIST：適合度評価指標，B4：t4Rの偏り，σ4：t4Rの

標準偏差 である．

 
 

表-1 60分積算雨量の確率分布モデル選定時のZDISTの 
平均値及び分散

メッシュ数 ZDIST平均※ ZDIST分散※ 

1 メッシュ -0.05003173 0.278773165 

5 メッシュ -0.023960948 0.373730507 

9 メッシュ -0.011209614 0.455540369 

16 メッシュ 0.000449171 0.472653599 

25 メッシュ 0.012358985 0.478519037 

36 メッシュ 0.025324953 0.485689925 

※ 採用されたモデルの値を集計(WAK/不採用を除外） 

 

確率分布モデル 採用メッシュ数 

グンベル分布(GUM) 27105 

一般化極値分布(GEV) 50837 

ピアソンⅢ型分布(PE3) 54067 

一般化ロジスティックス分布(GLO) 72929 

3母数対数正規分布(GNO) 25866 

一般化パレート分布(GPA) 94051 

Wakeby分布(WAK) 59995 

3. 結果

解析雨量 60 分値について,確率分布ごとの ZDISTの平均値
は表-1のようになった． 
データ検定の結果,平均除外メッシュ数の面では検討領域

間で大きな差異はなかった．データの均一性指標の面では,

ほとんどの領域サイズで H<1 となり許容可能な程度に同質

であった．3×3(9)メッシュの形状で,均一性がより高い目安

となるH<-2 の比率が も大きかった． も多く選定された

確率分布モデルはGPA,次いでGLOとなった（表-2）． 適確

率分布を用いて9メッシュ中央で算出される60分雨量(R60)

の1/100確率雨量は図-2のようになった．

4. 考察

解析雨量にL積率法を適用して確率分布を選定し,1㎢ごと

の確率雨量を算出した．解析雨量は全国を稠密に覆っている

ものの,データ利用可能期間が約16年間であった．これは,約

50 年間のアメダス,あるいは各都道府県所管の雨量局よりも

短く,L 積率法で十分な精度を得るために必要とされる 20 年

間にもまだ達していないため(Hosking, 1993),推定の信頼性

はまだ不足な面がある．地域統計解析では均一性を仮定した

上で,L積率法を介して極値を解析する．このため,設定した領

域内での降水現象の独立性が論点となる．メッシュ雨量に適

用する場合には,メソγ,積雲スケールでのレーダー雨量解析

値間の独立性が論点となる．今後は,均一性と独立性の双方に

留意しつつ,過去分の再解析を含め,解析雨量の利用可能期間

が延びることを期待したい．
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図-2  L-momentsによる60分雨量確率雨量値（1/100年） 

表-2  9 メッシュを対象とした 60 分雨量に対する
L-moments での地域統計解析での各下記率分布モデ
ルの採用メッシュ数
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