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警戒避難基準雨量の創設

技術ノート　●　●　●

以前の災害報告というものは様式が単純なものだった

のですが、昭和47年6月に災害発生時間、氾濫状況、災

害発生の時間雨量およびそれまでの総雨量、家屋被害範

囲、粒径、堆積深等を記載する様式を決め、事業要求時

に提出してもらうことにいたしました。それ以降、災害

が発生した場合には災害発生時の雨量データが本省に集

まるようになってきました。全国的に土砂災害が発生し

た昭和47年7月においては、新様式にのっとって27県241

渓流のデータを集計することができました。

その集計の結果、土石流が発生するケースは、雨量強

度は小さくとも総雨量が多ければ発生する場合と、総雨

量は少なくとも雨量強度が強ければ発生する場合とがあ

り、それを両軸とした図を描くと、土石流発生のおそれ

のある雨量の領域があることがわかってきました。これ

をとりまとめたものが、昭和48年6月の土砂災害の実態

調査になります★１。また昭和49年に船崎氏とともにさら

に詰め、「雨量強度と総雨量、有効雨量と有効雨量強度

を指標とすれば、降雨による危険なエリアを分けること

ができる」ということを確かめ、『新砂防』に発表しまし

た★２。

その後、昭和53年7月に出した第2報★３では、初めてス

ネーク曲線の概念を紹介しました。私が近畿地建（当時）

に移ってからのことです。有効雨量と有効雨量強度を二

次元グラフの指標としたときに、CL（土砂災害発生危険

基準線）の手前に避難曲線、警戒曲線を設定し、降雨の

推移を刻々とプロットしていけば、視覚的にも土石流発

生区域（危険区域）に近づいていくことがわかり、警

戒・避難曲線とスネーク曲線がクロスする時点で、警戒

および避難の行動を起こすひとつの指標になるものと考

え、提案しました。
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本日はお忙しいなか、お時間をいただきありがとうご

ざいます。瀬尾様は「警戒避難基準雨量」の設立に大きく

かかわってこられました。その設立のいきさつや技術的

に大変だった点などについてお話をお聞かせください。

基準雨量設定手法のアイデア

瀬尾様（以下敬称略）●昭和47年7月に全国的に大きな土

砂災害がありました。そのとき私はちょうど本省（旧建

設省）砂防課補助技術係を担当しており、緊急砂防事業

の資料が全国から集まってくるポジションにいました。

このたび、『SABO』では、「技術の伝承」をテーマとした新たなコーナーを設けました。現在活用されてい
る砂防分野の技術の確立に貢献された方々に、開発時の経緯、いかにして課題を克服されたかなどを伺い、
今後の新技術開発の参考としていただこうというものです。
第1回では、「警戒避難基準雨量」の設立に多大な貢献をされた瀬尾克美様（現・日さく常務執行役員元建
設省河川局砂防部傾斜地保全課長）にお話を伺いました。
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長崎災害と本格的な
警戒避難体制の推進

瀬尾● 昭和57年7月に長崎災害が発生しまし

た。この災害を契機に、ダムを造るだけでは

なく土砂災害の総合的な対策をやろうという

ことになりました。とくに当時の砂防課課長

補佐であった田畑茂清氏（現・財団法人砂防

フロンティア整備推進機構研究所長）が尽力

し、昭和57年8月には、事務次官通達という

形で各地方建設局長宛に総合土石流対策に関

する通達が初めて出されました★４。9月には、

砂防部長から各整備局の河川部長、都道府県

宛に通達を出しています★５。一連の通達のなかで、ハー

ド対策に併せて土石流危険渓流を周知することと、警戒

避難体制の確立があげられました。

その時点では、警戒避難体制の確立ということについ

て具体的に何をやるか考えがまとまっていませんでした。

当時、私は土木研究所に在籍していたのですが、具体的

な対策を土研で何か考えよということになりました。そ

こで、今まで積み上げた過去の災害データをもとに昭和

53年に提案したスネーク曲線活用の方式を一般化すれば、

市町村なり県なりが使えるものができるであろうよいチ

ャンスであると思ったわけです。

スネーク曲線活用方式については昭和58年度の砂防学

会研究発表会でも発表しました。その後、試算したり修

正を加えたりしたものを砂防学会誌や砂防センターの砂

防技術講習会に発表するなどし、最終的には『指針』★６

という形でまとめたわけです。『指針』は昭和59年6月20

日に本省からの通達★７という形で公表されました。

そのなかで、有効雨量強度と実効雨量を指標とした基

準雨量を提示しています。1時間雨量や総雨量を直接指

標にするなどの検討も同時に行ったのですが、単純に時

間雨量や総雨量的なものでまとめるよりは、ある一定時

間の平均値である有効雨量強度と実効雨量を用いたとき

のほうが、空振り率が小さくなるということがわかってき

たからです。実際には発生時間、災害発生地点雨量をよ

り正確に入手できれば、1時間雨量や実効雨量のような指

標をそのまま使っても、精度の高いものができるでしょ

う。

この指針にもとづいて、各県ならびに直轄砂防事務所

で警戒避難基準雨量を設定することになったわけです。

予測雨量について

瀬尾● 警戒避難基準雨量には、災害発生危険性を示す

CLの他に、その1時間前に避難するための指標として避

難曲線（EL）、2時間前に警戒するための指標として警戒

曲線（WL）があります。当時も気象庁は、短時間降雨

予測を出していました。最初にスネーク曲線を提案した

ときから、1時間後の予測降雨と2時間後の予測降雨をス

ネーク曲線に入力することが出来れば災害発生を事前に

予測することができると考えておりました。当時、実際

に予測雨量を適用したときにどうなるのかと、主任研究

員だった水山先生（現京都大学大学院教授）や、日本気象

協会の山口さんらと一緒に検討したことがあります★８。

聞き手：菊井（左）、加藤（右）
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図-1 警戒・避難体制判定図（スネーク曲線）

瀬尾克美　土石流警戒・避難基準雨量の設定手法について　財団法人砂
防・地すべり技術センター　昭和59年度砂防技術講習会テキストより一
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成13年に砂防学会誌に発表しています★９。基準雨量で

は、座標とか指標の取り方についていろいろ改良点があ

りますが、基本的に大切なのはいかに精度のよいデータ

を使用できるかということです。

現状では、たとえば雨のデータについてですが、災害

のあった場所と雨量観測所の距離が離れていることが多

いですね。実際に雨量観測所が20キロも30キロも離れて

いたら両者の雨量は大きく異なります。だから、精度を

よくするためには、災害地を囲んだ複数の観測所の雨量

で、等雨量線図を作って災害地の雨量を算定すると、か

なり精度の良い雨量データが得られます。

これについては平成10年にあった佐渡の災害事例を用

いてデータを再現してみると、けっこう説明のつく基準

雨量が設定できました。すなわち、それまではCLがあま

りにも安全側に取られていて空振りが多かったのですが、

このようなデータを使えば、CLがかなり納得のいくとこ

ろに落ち着いてくるということをこの論文では紹介して

います。

それともう一つは、実際に災害現場に複数で行って、

複数の人に状況を聞くことですね。そうすると災害発生

時刻がかなりの精度でわかってきます。その結果、今ま

での災害報告書に載っていたものと、災害発生時間に1

時間や2時間程度の誤差があることがわかりました。こ

のような不正確なデータを元にして検討した基準雨量は

信頼性もありませんよね。ですから、しっかりとした聞

き込み調査をやるべきだと思います。このようなことを

この論文では提言しています。

また、私が砂防センターにいたときに「土砂災害ソフ

ト対策研究会」をつくりました。機関誌『SABO』では、

私が「誠意のある聞き込み調査（たんなる聞き取りでは

ない）がソフト対策の充実につながる」という題で記事

を掲載していますし★10、同号では平成10年の災害につい

て同研究会で聞き込み調査結果を掲載しています★11。こ

こでは、とにかく災害が起こったら徹底した調査をする

必要があるという趣旨で、砂防センターだけでなくコン

サルタントの方にも参加していただいて、担当のエリア

を決め、災害が発生したらすみやかにデータを取りに行

くということをしたんですよ。その活動のなかである程

度はっきりしてきたものが、「地域性」です。災害発生

はその地域の自然、防災施設等の充実度によって、各々

に異なるということです。そして浸水と土砂災害は一連

の降雨のなかで連続して生じるということです。すなわ

しかし実際に県等の職員に1時間後の降雨データがいつ

配信されるのか調べたのですが、解析、配信されてから

1時間以上かかる事例もある状況でした。

最近は1キロメッシュの精度で、気象庁も河川情報セ

ンターも短時間降雨予測的な情報を出していますけど、

2～3時間先の予測はまだ精度が悪いようです。予測の精

度があがることを期待したいものです。

土石流とがけ崩れの基準雨量に
活用される提言手法

瀬尾●平成5年に「総合土砂災害対策検討会」が開催され

て、指標として有効雨量だけではなく、縦軸に1.5時間半

減の実効雨量、横軸に72時間半減の実効雨量を取る、い

わゆる「提言手法」と呼ばれるものが出てきました。こ

れは本来は集中的に発生するがけ崩れを念頭に開発され

たものでしたが、土石流に当てはめても適用できるとい

うことがわかり、土石流とがけ崩れの基準雨量を別の指

標でつくって運用していくとなると煩雑ですので、「提

言手法」に統一することを、その後検討いたしました。1.5

時間半減は雨量強度の指標を示すものであり、72時間半

減は総雨量の指標を示すと考えられます。これは昭和47

年7月災害のデータを整理してきた土石流発生の条件が、

雨量強度と総雨量を指標とすることに整合するものです。

気象庁との連携手法について

瀬尾● そして最近は、身近な気象庁との連携の土壌雨

量指数を使ったものに変わってきています。60分間積算

雨量を縦軸に、土壌雨量指数を横軸にしたものです。土

壌雨量指数というのは3段のタンクモデルの水位の総和

ですが、これは長期雨量（総雨量）に関係する指標であ

り、縦軸の60分間雨量は、雨量強度を示す指標といえる

でしょう。ただし指標が加工されたものであると、降雨

の実感とは結びつきにくいものとなるきらいがあります。

全国一律に同じタンクモデルを使用していることも、今

後の課題になるでしょう。

精度向上に向けて

瀬尾● 基準雨量設定についての今までの問題点と改良

についてとりまとめたものを、菊井さんとの連名で、平
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ち、降雨開始から時系列で側溝の氾濫、床上浸水、土砂

崩壊、土石流が発生します。そういった一連の現象に住

民は対応しなければならず、かつ災害に至るまでの前兆

現象的な現象が地域により異なるわけです。また、実際

に災害が起こるとなれば、土砂災害だけが対象ではない

んですよね。砂防センターでは、地域の方と一緒になっ

て、「地域防災学習マップ」を作成しました 。マッ

プの作成にあたっては、降雨に関するデータはセンター

が準備をして、どんな現象が生じたかは地域の方から話

してもらうことにしています。このことにより雨と発生

現象の関係がはっきりするため、今後雨量計を見ること

によって、どんな現象を生じるかを想定でき、必要な対

応方法がわかるようになります。この取り組みについて

は『新砂防』で発表しています★12。飛騨高山での事例に

も取り組みました★13。

菊井● 災害報告の約90％は、災害は正時に発生してい

ることになっています。あとの9％が30分単位くらいの

精度です。残りの3パーセントくらいは何十何分に起こ

図-3

図-3 地域防災学習マップ（新潟県両津市東立島地区における作成事例）

っているという記録になっています。

瀬尾● それはやはりちゃんと現場で調べてないという

ことですよ。新聞情報でも何時何分とかいう書き方はし

てありませんし、そういうデータがまずないのです。そ

して今もって全国的な災害データの精度の問題は解決さ

れていないのが現状です。

正確なデータを基準雨量の設定で使う努力をまずする

べきだし、正確な災害データのデータベース化が望まれ

ます。災害関連緊急事業の対象になった箇所だけでも詳

細に調査すべきだと思います。正確なデータがストック

されれば基準雨量設定の精度の向上につながります。ま

た、イエローゾーン、レッドゾーンの設定に資するために

も、災害後に土砂氾濫区域および粒径調査を含めた被害

実態調査を同時にやるべきであると思います。調査主体

としては、国土交通省砂防関連部局が主体となってする

のがいちばんよいと思いますね。砂防関連部局であれば、

災害データが入手しやすいわけですし、事業を通じて都

道府県、住民まで徹底した調査を行うことが出来ます。
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災害調査様式なり調査手法なりを固めれば、誰が行っ

ても同様の精度の結果を得ることができるでしょう。人

が変わっても継続して行うことができるような基本的な

調査様式を統一し調査システムを整備するべきだと思い

ます。

現在は基準雨量については気象庁連携を中心に話が進

んでいて、双方の得意分野を生かすことで意味がありま

すが、基本的には精度のよいデータを入手する努力と調

査システムを整備し、そのデータで現行の基準雨量を再

検討することがまず優先するのではないでしょうか。

菊井● 昭和56年には鈴木先生らがすでにタンクモデル

を研究されていますが、当時タンクモデルを使うという

イメージはなかったのですか？

瀬尾● なかったですね。当時のタンクモデルは、武居

先生や小橋先生が六甲のハチース谷で検討した事例しか

なかったんですよ。将来はそれぞれの地域でそこの流出

特性を組んだタンクモデルができあがれば、それを使う

のも面白いなあという話はあったんですけどね。指針を

つくる際に、全国一律のタンクモデルをそのまま使うわ

けにはいかなかったですね。

加藤● CLを引く際に横軸に長期の降雨指標を、縦軸に

短期の降雨指標を用いるということは、どのような発想

から出てきたものなのでしょうか。

瀬尾● 先にも述べましたが、昭和47年以降の災害発生

データを見た結果です。実際に災害体験していてもそう

いうイメージはありますよね。雨量強度が相当大きけれ

ば、たとえ総雨量が小さくても、がけ崩れは起きるし、

雨量強度がそんなに大きくなくても、だらだら降って連

続雨量が500mmぐらいになってくれば、がけ崩れや土石

流、地すべりが発生することがありますよね。

加藤● 実際に指針を策定するときのボトルネックにな

った点というのは何だったのでしょうか？

瀬尾● 53年時点に提案した基準雨量の手法である程度

の手応えはありましたので、逆に指針策定の指示が出た

ときはよい機会だと思いました。ものすごくやりがいが

あってよかったですね。また、そのときには塩島さん

（現・株式会社地域開発コンサルタンツ代表取締役）に

47年の災害時に集めた資料とそれ以降の災害資料、約10

年分の資料をまとめて計算をしてもらいました。試算は

かなりやりまして、そのときの指標も、有効雨量の他に、

１時間雨量と総雨量、あるいは連続雨量、実効雨量をそ

れぞれとって検討を行いました。また、その当時は最適
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な半減期もわかりませんので、一日半減、二日半減、三

日半減についてそれぞれ計算を行っています。

加藤● 当時は計算機は普通に使える状況だったのです

か。

瀬尾● はい。大型計算機は使っていましたね。しかし

今のようにパソコンにソフトをインストールして簡単に

計算するというわけにはいきませんので、塩島さんにか

なり力作業でやってもらっていました。

加藤● 昭和59年に指針が出て、全国的に展開したのは

いつからですか？

瀬尾● 最初は長崎県等ですでに解析し、そのソフトを

建設大臣認定の技術評価で開発した現地設置の予警報装

置に活用しました。この予警報装置はつくばの大型降雨

実験棟を利用し、検証評価を行いました。その後、全国

的に展開されだしたのは平成5年の総合土砂災害対策検

討会で、提言法が採用されてからではないでしょうか。

菊井● それまでは「総合土石流対策モデル事業」など、

渓流や地域単位で構築していました。平成になって、「情

報基盤緊急整備事業」ができてから、全県で基準雨量を

つくる方向性になりました。長崎とか直轄事務所などで

災害経験のあるところは指針ができてからすぐに基準を

つくっていたと思います。

加藤● 基準雨量の考え方は研究から発展したものです

が、海外の事例や河川等の他部局で運用されている指標

で参考にされたものはありますか？

瀬尾● 当時は海外の事例も調べたのですが、同様の事

例は見つからなかったです。その後土砂災害防止法策定

の際にイタリア、スイス、オーストリア等に行ったときに

確認したのですが、とくに同様のことは行っていないよ

うでした。

国内の他部局（道路、鉄道等）については、私が土研に

いたときにかなり調べたのですが、タンクモデルとか研



究的なものはあっても、他分野で行政的に使われていた

指標はすべて一軸の単指標を使っていましたね。

台湾の警戒避難基準雨量について

加藤● 近年の台風委員会の海外移転技術の一つとして

基準雨量がありますが、以前から基準雨量の海外へ移転

はあったのでしょうか？

瀬尾●台湾では日本の基準雨量を参考にしています。以

前台湾の謝正倫先生に基準雨量の資料を送ったことがあ

ります。台湾では日本と違って大学が行政のフォローま

で担当しており、大学で警戒避難の情報を発信していま

したが、最近は行政が主体的に関与していると2007年の

台湾の技術交流会では話していました。また、昭和59年

のインタープリベントでは、指針の内容を海外に向けて

発信しております。

今後の基準雨量の方向性について

菊井● 基準雨量の今後について、お考えをお聞かせくだ

さい。

瀬尾● 基準雨量設定の判定指標をさらに検討すること

よりは、災害発生時間、災害発生地点の正確な雨量の再

現を行い、既往データの見直しできるものは見直し、新

しい正確なデータが蓄積できれば、そのデータで基準雨

量を見直すことを地道にやるべきでしょう。そのために

も正確な災害データを整備するシステムとデータベース

構築が急務です。

加藤● 基準雨量というシステムで最終的には災害をど

の程度予測できるものだと考えますか？

瀬尾● 自然災害は雨だけで割り切れるものではありま

せんので、いかにしても誤差は必ず出てくると思います。

とくに崩壊という現象は、その場所の非常にローカルな

条件、たとえば盛り土をしたとか、植生状況等などにより

左右されます。雨量が少ないのに災害が発生した事例を

調べてみると、山腹に用水路があって、それが溢れたこ

とによって発生した例もけっこうあるんですよ。そのよ

うなものは今のシステムでは把握のしようがありません。

このようなことを網羅するためには、地域の人が「あそ

こはこの前森林を伐採した」とか、「どこそこで宅地造

成をした」とか、災害発生時の時系列的な諸現象と雨量

のつきあわせを住民とともに把握する「地域防災学習マ

ップ」のような対応が有効となるでしょう。

災害を減らすためには、雨の降り方だけを把握してお

けば安心というわけにはいかないですね。斜面の状況や

防災施設の履歴などを把握し、雨の降り方とあわせて総

合的な判断をしたうえで、警戒情報を出すようなシステ

ムが必要になってくると思いますね。防災というものは

コンピューターに任せておけばそれですべてよいと、と

いうようなものではありえないと思います。

菊井● 本日は貴重なお話をいただきありがとうござい

ました。

今回は瀬尾様に警戒避難基準雨量の構築の経緯やご苦労

を伺いました。警戒避難基準雨量は観測精度や計算能力

の向上もあり現在も改良が続いていますが、瀬尾様のお

話を参考とし、砂防センターとしても更なる新技術開発

に関わっていく所存です。

今後も砂防技術の確立に携わった方々にお話を伺ってい

きます。

SABO   vol.90   Apr. 2007 31

★参考文献
１ 土砂害の実態調査　昭和48年6月　建設省河川局砂防部砂防課
２ 瀬尾克美、船崎昌継　土砂害（主に土石流的被害）と降雨量につい

て、新砂防Vol.26、No.2、p22-28、昭和48年
３ 瀬尾克美、横部幸裕　土砂害（主に土石流的被害）と降雨量につ

いて（第2報）新砂防　Vol.31、No.1、p14-18、1978
４ 総合的な土石流対策の推進について　昭和57年8月10日　建設省河砂

発第45号
５ 総合的な土石流対策の推進について　昭和57年9月1日　建設省河砂

発第50号
６ 土石流災害に関する警報の発令と避難の指示のための降雨量設定指

針（案）
７ 土石流危険渓流周辺における警戒避難基準の設定について　昭和59

年6月20日　建設省河砂発第45号
８ 例えば、瀬尾克美、水山高久、山口勝輔、岩淵登喜夫　「土石流警

戒避難のための短時間降雨予測実験」新砂防 Vol.36、No.3 昭和58
年、p40-45

９ 瀬尾克美、原口勝則、菊井稔宏、吉田真也、土砂災害警戒避難基準雨
量の課題と改良について　砂防学会誌　Vol.53、No.6、p37-44 2001

10 瀬尾克美　誠意のある聞き込み調査がソフト対策の充実につながる
SABO Vol.63、p.52-54 1999

11 土砂災害ソフト対策研究会　平成11年広島県土砂災害調査報告　SABO
Vol.63、p.42-51 1999

12 瀬尾克美、原口勝則、菊井稔宏、斎藤義文　地域住民にわかりやす
い防災システムについて　－地域防災学習マップ（Country Watch-
ing Map）による防災システムの構築－　砂防学会誌　Vol.53、No.5、
p.31-36 2001

13 関信明、小野弘道、瀬尾克美、湯川典子、天野篤、中山間地域にお
ける警戒・避難の現状と課題－岐阜県清見村の事例－　平成14年度
砂防学会研究発表会概要集　p.10-11 2002

14 鈴木雅一、小橋澄治　がけ崩れ発生と降雨の関係について　砂防学
会誌　Vol.34、No.2、p16-26


