
「洪⽔警報の危険度分布」の
活用について

高松地方気象台
防災管理官 川上幸則

平成30年⾹川県⼤規模氾濫等減災協議会
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危険が迫る時間帯を知らせる情報

平成ｘｘ年ｘｘ⽉ｘ日ｘｘ時ｘｘ分ｘｘ地方気象台発表
ｘｘ市
【発表】暴風，波浪警報 ⼤⾬，雷，濃霧注意報
【継続】高潮注意報
××市 今後の推移（ 警報級 注意報級）

発表中の

警報・注意報等の種別

７日 ８日

21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

大雨

１時間最大雨量

(ミリ)
10 10 30 30 50 50 50 30

（浸水害）

暴風

風向

風速
（矢印・
メートル）

陸上 15 18 20 22 22 25 18 15 15

海上 20 22 25 28 28 30 22 20 20

波浪 波高（メートル） 5 5 8 8 8 9 8 7 7

高潮 潮位（メートル） 0.7 0.7 0.8 1.0 1.8 2.0 1.8 1.2 1.2

改善Ⅰ 危険度を色分けした時系列
◯ 今後予測される⾬量等や危険度

の推移を時系列で提供
◯ 危険度を⾊分け

注意報・警報

（文章形式）

【これまで】

【改善策】

H29/5/17
提供開始

◯ 夜間の避難等の対応を支援する観点から、
可能性が高くなくても、「明朝までに警報級の現象になる
可能性」を夕方までに発表

◯ 台風等対応のタイムライン支援の観点から、
数日先までの警報級の現象になる可能性を提供

H29/5/17
提供開始

改善Ⅱ「警報級の可能性」の提供 避難のタイミングをつかむための情報

◯ 災害発⽣の危険度の高まりを評価する技術の開発
（これまでの⼟壌⾬量指数に加えて

表⾯⾬量指数・流域⾬量指数を追加）

◯ ⼤⾬警報・洪水警報等を発表した市町村内において
どこで実際に危険度が高まっているかを確認できる
危険度分布の提供

◯ 危険度分布の技術を活用した⼤⾬特別警報の発表対象区域
の改善

改善Ⅲ 危険度分布（メッシュ情報）の充実

【降雨により災害発生の危険度が高まるメカニズム】

H29/7/4
提供開始

H29/7/4
提供開始

H29/7/4
提供開始

H25/6/27
提供開始

基本的方向性
◯社会に⼤きな影響を与える現象について、可能性が高くなくとも発⽣のおそれを積極的に伝えていく。
◯危険度やその切迫度を認識しやすくなるよう、分かりやすく情報を提供していく。

交通政策審議会気象分科会提言「「新たなステージ」に対応した防災気象情報と観測・予測技術のあり方」 （平成27年7月29日）より
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平成29年度から実施している防災気象情報の改善



消防庁 ⾃治体通知「洪⽔警報の危険度分布」の活用について

⾃治体に通知された事例集
（平成30年2⽉14日 消防災第24号

「洪水警報の危険度分布の活用について」）

�消防庁において、関係自治体及び気象庁
の協⼒のもと、平成29年７⽉から気象庁
による提供が開始された「洪水警報の危
険度分布」の実例等を紹介するものであ
る。

�新潟県内の6河川、秋田県内の1河川及び
福岡県内の2河川について、「洪水警報の
危険度分布」の変化の状況、河川氾濫等
の災害の発⽣時刻、避難勧告等の発令時
刻を時系列でとりまとめ、河川毎に「洪
水警報の危険度分布」の有効性等を確認
しました。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300214_houdou_1.pdf
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流域⾬量指数と洪⽔警報の危険度分布の関係

○河川の上流域に降った⾬が、地表⾯や地中を通って河
川に流れ出し、河川に沿って流れ下る量を数値化した
もの。水位変化との相関が高い指標で、任意の地点に
おける洪水危険度の把握が可能。

○ 河川の断⾯形状や計算に必要なパラメータは、実際に
即したものではなく仮定に基づいている。また、
ダムや堰等による⼈為的な流量調節の効果も考慮して
いない。これらの要素は「洪水警報・注意報基準」の
設定により間接的に考慮され、当該基準により災害発
⽣の危険度の高まりを判定できる。

○ ⾬量予測に基づき、6時間先までの予測値を算出（気
象庁防災情報提供システムで10分毎に更新）。

流域⾬量指数

○10分毎に計算される「流域⾬量指数」を「洪水警
報・注意報基準」で判定し、その判定結果を地図
上に表示したもの。

○ 「洪水警報・注意報基準」は、過去の災害発⽣時
の流域⾬量指数の値を調査して、河川毎に設定。

○ 判定には、3時間先までの流域⾬量指数の予測値
を用い、その中で最も高い危険度を表示している
（洪水警報の危険度分布は、気象庁ホームページ
で10分毎に更新）。

洪水警報の危険度分布

流域⾬量指数の予測値 洪水警報の危険度分布

流域⾬量指数 警報・注意報基準 洪水警報の危険度分布

洪水害発生の
相対的な危険度を表す

対象地域の
災害特性を表す

過去に発生した災害実績との統
計的比較をもとに基準値を設定

警報・注意報基準の到達
状況を地図上に表示
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「洪⽔警報の危険度分布」の活用について〔概要〕

「洪⽔警報の危険度分布」の活用について（平成30年2月14⽇消防庁）の報道発表資料より 5

政府インターネットテレビ

「政府インターネットテレビのホームページより 6



「洪⽔警報の危険度分布」の活用について〔まとめ抜粋〕

○「洪水警報の危険度分布」において洪水害発⽣の危険度が高まる
前に河川氾濫が発⽣した事例や、逆に洪水害発⽣の危険度が高
まったものの河川が氾濫しなかった事例等もあるところであり、
「洪水警報の危険度分布」の基となる「流域⾬量指数」や危険度
を判定する「基準値」については、なお⼀層の精度向上が求めら
れる。

○危険度に係る予測精度の向上には、基準値の妥当性が⼤変重要で
あることから、河川整備の状況等を適切に反映させるなど、基準
値を定期的に確認・評価する必要がある。
このため、気象台から、「洪水警報の危険度分布」等の防災気

象情報と災害の発⽣状況、市町村の防災対応等の関係に関して、
共同での振り返りや市町村毎の基準値の⾒直し等について相談が
あった場合には、被害の通報等も含めた被害発⽣場所・時刻の記
録を共有し、情報の有効性を確認するなど、積極的に協⼒してい
ただきたい。

7「洪⽔警報の危険度分布」の活用について（平成30年2月14⽇消防庁）の本文「まとめ」から抜粋

「降⽔15時間予報」の
提供開始について
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1時間先実況 2時間先 3時間先 4時間先 5時間先 6時間先

7時間先 8時間先 9時間先 10時間先 11時間先 12時間先 13時間先 14時間先 15時間先

降⽔短時間予報（現在提供中）
6時間先までの各1時間降⽔量を約1km四方毎に予報

降⽔15時間予報（新たに提供）
7時間から15時間先までの各1時間降⽔量を約5km四方毎に予報

平成30年６⽉20日（予定）から

「降⽔15時間予報」の提供を開始します
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降⽔15時間予報の活⽤例
� 降⽔15時間予報を活用することで、台風等により夜間から明け方にどこで

⼤⾬となる⾒込みかについて、前日夕方の時点で把握できるようになります。
� 特に、夕方に発表された注意報において、夜間から翌日早朝に⼤⾬警報

（土砂災害）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合に、内閣府の
ガイドラインで必要とされている「避難準備・高齢者等避難開始」の発令や、
高齢者等の避難開始の判断に活用が可能です。

⾬の予報は23時までしか分から
ないわ…⼤⾬警報に切り替わる
可能性が高いっていうけど、明け方
にはどこで降るのかしら︖

9/17 23時の予想 9/18 03時の予想

⼤⾬警報に切り替わる明日の明け方
3時には⼤⾬になりそうなのね…
土砂災害警戒区域に住んでいるから、
避難の準備をしなきゃ︕

翌日明け方までに大雨警報（土砂災害）
に切り替える可能性が⾼い

提供開始前 提供開始後

平成30年
6月20日
提供開始

降⽔短時間予報

避難準備・⾼齢者等避難開始発令の
判断基準

翌日明け方までに大雨警報（土砂災害）
に切り替える可能性が⾼い

避難準備・⾼齢者等避難開始発令の
判断基準

降⽔15時間予報
○○市 今後の推移（ 警報級 注意報級） 備考・

関連する現象
発表中の

警報・注意報等の種別
17日 18日

15-18 18-21 21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18

大雨

１時間最大雨量
(ミリ)

40 40 50 50 50 40

（浸水害） 浸水注意

（土砂災害）
以後も警報級
土砂災害注意

洪水 （洪水害）

雷 竜巻、ひょう

○○市 今後の推移（ 警報級 注意報級） 備考・
関連する現象

発表中の
警報・注意報等の種別

17日 18日

15-18 18-21 21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18

大雨

１時間最大雨量
(ミリ)

40 40 50 50 50 40

（浸水害） 浸水注意

（土砂災害）
以後も警報級
土砂災害注意

洪水 （洪水害）

雷 竜巻、ひょう
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平成29年9⽉17日台風第18号の事例
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17日09時17日10時の予想17日11時の予想17日12時の予想17日13時の予想17日14時の予想17日15時の予想17日16時の予想17日17時の予想17日18時の予想17日19時の予想17日20時の予想17日21時の予想17日21時の予想17日22時の予想17日23時の予想


