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Ⅲ 防災気象情報の解説 

1 気象（風水害） 

1.1 九州・山口県における災害の特徴と留意点 

（1）九州・山口県における風水害 

九州・山口県では、梅雨期には梅雨前線に向かって南から暖かい空気が流れ込んで毎

年のように大雨などによる災害が発生しています。また、夏から秋にかけては台風の接

近・通過に伴い、大雨のほか、強風・暴風、波浪、高潮などにより災害が発生すること

があります。大雨は土砂災害や洪水害などを引き起こし、強風・暴風は家屋や電柱など

の建造物の倒壊、倒木、果実の落果などの農業被害を、そして高波や高潮は沿岸での浸

水による被害をもたらします。 

 

ⅰ）最も発生が多く警戒すべき大雨による災害 

近年九州・山口県では、線状降水帯による大雨によって毎年のように甚大な被害がも

たらされています。令和3年（2021年）8月の前線による大雨では、九州北部地方で線状

降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続き、記録的な大雨となり、各地で浸水

害、土砂災害、洪水害が発生しました。「令和2年7月豪雨」では、長期にわたり日本付

近に梅雨前線が停滞し西日本や東日本で大雨となりました。九州では4日から7日にかけ

て記録的な大雨となり、球磨川や筑後川といった大河川での氾濫のほか、土砂災害、低

地の浸水等により、人的被害や物的被害が多く発生しました。 

また、「平成29年7月九州北部豪雨」のように、近年の雨の降り方は実感を伴って局

地化・集中化・激甚化の様相を示しつつあり、地球温暖化の進行に伴って、極端な気象

現象の頻度や強度は更に増加すると予想されています。 

提供：九州地方整備局 

 
「令和2年7月豪雨」による大雨で発生 

した被害 浸水害（熊本県人吉市） 

提供：九州地方整備局 

令和2年（2020年）7月豪雨による大雨で発生 

した被害 浸水害（福岡県大牟田市） 

提供：大牟田市 
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ⅱ）台風がもたらす強風・暴風、波浪、高潮、大雨などによる様々な災害 

令和2年（2020年）台風第10号は、大型で非常に強い勢力を維持したまま北上し、

奄美地方から九州に接近しました。長崎県野母崎などで最大瞬間風速が観測史上1位の

値を超えるなど記録的な暴風となりました。令和元年（2019年）は令和元年東日本台

風や令和元年房総半島台風などが東日本を中心に大きな被害をもたらしました。九州

においても、台風第17号により福岡県を中心に暴風による被害が発生しました。平成

27年（2015年）台風第15号では、九州の南西海上から熊本県の天草地方を通過し荒尾

市付近に上陸後、北上して熊本県から福岡県にかけて強風により建物や農作物などに

被害が発生しました。また、長崎県佐世保市付近に上陸し九州北部を東に進んだ平成3

年（1991年）台風第19号では、九州北部を中心に家屋の損壊、送電鉄塔の倒壊、山林

における大規模な倒木など甚大な被害が発生しました。この台風はその後、中国地方

から東北地方にかけて日本列島を縦断し、広い範囲で強風による大きな被害が発生し

ました。 

提供 九州地方整備局 

平成29年（2017年）7月九州北部豪雨で発生 

した被害 土砂災害（福岡県朝倉市） 

平成24年（2012年）7月九州北部豪雨で発生し

た被害 河川の堤防決壊(福岡県柳川市) 

堤防決壊箇所 

矢部川 

上流 

下流 提供 九州地方整備局 

平成15年（2003年）7月 御笠川の氾濫で発生した被害

の写真  水没した博多駅地下街（福岡県福岡市） 

令和元年（2019年）8月の前線による大雨で発生 

した被害 浸水害（佐賀県大町町） 

提供：九州地方整備局 武雄河川事務所

（防災ヘリコプター「はるかぜ」より撮影） 
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高潮害は、台風や低気圧による気圧の低下で海面が上昇し、これに強風の影響が重

なって発生します。これにより沿岸部で標高が低い港湾施設の浸水や、場合によっては

堤防を乗り越えて海水が浸入することがあります。わが国で最も被害が大きかった高潮

害は昭和34年（1959年）の伊勢湾台風によるもので、名古屋市を中心とした標高が低い

地域が広範囲に浸水しました。九州でも平成11年（1999年）に台風第18号により熊本県

不知火町（現･宇城市）の沿岸で高潮が発生し、防潮堤を乗り越えて海水が短時間で流

入したことから多くの犠牲者を出したほか、福岡県・山口県などにおいても高潮と高波

による被害が発生しました。また、古くは昭和26年（1951年）のルース台風により、鹿

児島県の野間岬（現・南さつま市）では高潮と高波による被害が発生しています。 

ⅲ）竜巻などの激しい突風による災害 

このほかに、注意を要する現象としては、竜巻などの激しい突風もあります。突風

は、低気圧や寒冷前線、台風などに伴う発達した積乱雲の下で発生することが多く、木

造家屋の倒壊や飛散物による人的被害、窓ガラスの破損など局地的に非常に大きな被害

が発生することがあります。 

令和元年（2019年）9月22日には、宮

崎県延岡市で竜巻が発生し、電柱の折損

や道路交通標識の倒壊、住宅の屋根が損

傷するなどの被害がありました。 

平成18年（2006年）に宮崎県延岡市で

発生した竜巻では、列車が横転したほ

か、市街地を竜巻が通過したことから家

屋にも大きな被害が発生しました。宮崎

県の太平洋沿岸部の日向市および日南市

でも竜巻による被害が発生しています。

 

倒壊した送電鉄塔             屋根が飛ばされた家屋 

平成3年（1991年）台風第19号による強風の被害 

平成18年（2006年） 竜巻による被害 

竜巻により横転した列車（延岡市別府町付近） 
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このときは、九州の南西の海上に非常に強い台風第13号がありましたが、台風から300

キロメートル以上も離れた地域で竜巻が発生しました。 

 

（2）防災気象情報の利用にあたって 

気象に関する災害には、現象によって予測の正確さや猶予時間などに違いがあること

から、防災気象情報が何を意味しているのか、どの程度の時間的な猶予があるのか、ど

の程度の確度を持っているのかなどを十分理解して対応することが重要です。 

 

ⅰ）大雨による防災気象情報 

前線や低気圧に伴う大雨は、広い範囲を対象にして発生の可能性を数日前から予測す

ることはできますが、ある程度時間と場所を絞って発生の可能性が高くなったことを予

測できるのは半日程度前からです。「いつ頃、どの付近で」と更に絞り込んだ予測は数

時間前が限度です。したがって、防災活動においては、「早期注意情報（警報級の可能

性）」を基に数日前から心構えをしておき、時間の経過とともに、その時点での最新の

防災気象情報にもとづき、より具体的な対応や準備を進めるというのが有効で現実的な

対応といえます。時間の経過とともに、時間と場所の絞り込みが進み、情報の確度が上

がります。深夜の避難や大雨が降り始めてからの避難とならないよう、防災気象情報を

もとにした早めの対応と判断が必要です。 

 

ⅱ）台風に関する防災気象情報 

台風予報は、現在では気象衛星による監視や、数値予報精度の向上により、5日先ま

での熱帯擾乱の種類、強さ階級、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域を発

表しています。気象台では、台風の接近が予想される場合には、数日前から防災機関や

報道機関を対象にした説明会や防災気象情報などで注意を呼びかけます。さらに時間の

経過（台風の接近）とともに、台風情報や警報などで具体的に警戒すべき事項も含めて

段階的に警戒を呼びかけます。このように、気象台が発表する情報などを活用すること

で、台風は十分な時間的な猶予をもって準備や避難などの対応が可能な現象です。 

 

ⅲ）竜巻などの激しい突風に関する防災気象情報 

竜巻などの突風災害を引き起こす現象は、規模が小さいことから時間・場所を絞り込

んで予測することは困難です。しかし、竜巻などが発生しやすい気象条件はある程度分

かっていることから、このような条件を満たすことが予測された場合には、竜巻などの

激しい突風への注意を呼びかける防災気象情報を発表し、今まさに竜巻等が発生しやす

い気象状況となった段階で天気予報の区域単位で竜巻注意情報を発表します。また、上

空の実際の風などの観測から、竜巻などが発生する可能性を判定し、竜巻発生確度ナウ

キャストとして、1時間先までの可能性を図で表した情報を発表しており、スマート
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フォンなどにより気象庁ホームページを閲覧することで屋外でも情報を入手することが

可能です。竜巻などの予測は猶予時間が短く、また発生場所の予測も難しいことから、

住民自らが避難などの行動をとるための判断材料の一つとなることを想定しています。 
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1.2 気象（風水害）に関する防災気象情報と防災対応 

令和3年5月に改定された「避難情報に関するガイドライン」（内閣府（防災担当））

では、防災情報が5段階の警戒レベルを明記して提供されることとなっています。この

警戒レベルでは、災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を5段

階に分け、自治体から発令される避難指示等の防災情報と行動の対応を明確化していま

す。   

気象庁が発表する防災気象情報の多くは、これらの警戒レベルに相当するものとして

位置づけられており、例えば土砂災害警戒情報は警戒レベル4相当情報、大雨警報は警

戒レベル3相当情報とされています。5段階の警戒レベルとそれに応じた防災行動、市町

村の対応、これらに対応する気象庁等の情報については以下の表のとおりです。 

自治体から避難指示（警戒レベル4）や高齢者等避難（警戒レベル3）等が発令された

際には速やかに避難行動をとってください。一方で、多くの場合、防災気象情報は自治

体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、避難が必要とされる警戒

レベル4や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表さ

れた際には、避難指示等が発令されていなくてもキキクル（危険度分布）や河川の水位

情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。 
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1.3 大雨を対象とした防災気象情報 

（1）防災気象情報の種類と体系 

気象台は、都道府県や市町村等の自治体や国の防災関係機関が適切な防災対応をとる

ことができるよう、また、住民の自主避難の判断に資するよう、発生のおそれがある気

象災害の重大さや可能性に応じて特別警報・警報・注意報を発表します。 

また、災害に結びつくような激しい現象の発生する1日～数日前から気象情報を発表

し、警報等の対象となる現象の経過、予想、防災上の留意点などを解説します。 

特別警報・警報・注意報および気象情報には、以下のようなものがあります。 

（2）防災気象情報の内容 

ⅰ）防災対応のための情報（気象台が発表） 

予測される現象ごとに災害発生のおそれの程度に応じて、気象台は以下のような防災

気象情報を発表して警戒を呼びかけます。 

 

■特別警報：重大な災害の起こるおそれが著しく大きいとき 

数十年に一度の現象が予想される場合で、以下の①又は②を満たすと予想される状況

において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想される市町村等

に大雨特別警報（浸水害）を発表します。 

① 過去の多大な災害をもたらした現象に相当する流域雨量指数※1の基準値（洪水

キキクル紫の基準からの超過率として地域毎に設定）以上となる1km格子が概ね

20個以上まとまって出現。 

② 過去の多大な災害をもたらした現象に相当する表面雨量指数※2の基準値（浸水

キキクル紫の基準からの超過率として地域毎に設定）以上となる1km格子が概ね

30個以上まとまって出現。 

※1 「流域雨量指数」：河川の上流域で降った雨が河川に沿って下流へ移動する量を計算して数値化

したもの 

※2 「表面雨量指数」：地形、土地利用など、その土地がもつ雨水のたまりやすさの特徴を考慮し

て、降った雨による浸水害の発生の危険度の高まりを数値化したもの 
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同じく、数十年に一度の現象が予想される場合で、以下③の指標を満たすと予想され

る状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨がさらに続くと予想される市町村

等に大雨特別警報（土砂災害）を発表します。 

 

 

 

 

 

■警報：重大な災害が起こるおそれがあるとき 

具体的には予め定められた警報基準を超えると予想される場合に発表します。 

 

■警報に切り替える可能性が高い注意報： 

警報級の現象が概ね6時間以上先に予想されているときに発表します。 

 

■注意報：災害が起こるおそれのあるとき 

具体的には予め定められた注意報基準を超えると予想される場合に発表します。 

 

■早期注意情報（警報級の可能性）： 

警報級の現象のおそれ（警報発表の可能性）が5日先までに予想されているときに

は、［高］［中］2段階で発表します。 

翌日までの期間に［高］と発表されたときは、「警報に切り替える可能性が高い注意

報」や「予告的な府県気象情報」が発表される状況です。これらの情報で、命に危険が

及ぶような警報級の現象が予

想される詳細な時間帯を確認

してください。 

［中］が発表されたとき

は、これをもって直ちに避難

等の対応をとる必要はありま

せんが、深夜などの警報発表

も想定して心構えを一段高

め、その後発表される気象警

報や注意報などを確認してく

ださい。 

③ 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数※3の基準値（土砂

キキクル紫の基準からの超過幅として地域毎に設定）以上となる1km格子が概ね

10個以上まとまって出現。 

※3 「土壌雨量指数」：降った雨が土壌中にどれだけたまっているかを数値化したもの 
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ⅱ）防災対応のための情報（県や国土交通省と気象台が共同で発表） 

 

■土砂災害警戒情報： 

土砂災害警戒情報とは、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で土砂災害発生

の危険度がさらに高まったときに、市町村長等が避難指示等を発令する際の判断や住民

の自主避難の参考となるよう県の砂防部局と気象台が共同して発表するものです。この

情報が発表された場合は、土砂災害の危険度が非常に高まっているため、土砂災害危険

箇所や土砂災害警戒区域等およびその周辺では、厳重な警戒および身の安全を確保する

 

土砂災害警戒情報の発表例 
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ための行動が必要です。内閣府の「避難情報に関するガイドライン」には、避難指示の

判断基準の設定例として、「土砂災害警戒情報が発表された場合」と記載されているほ

か、土砂災害の危険度を示す土砂キキクル（危険度分布）の活用も示されています。 

 

■指定河川洪水予報： 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるよう

に、気象庁は国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川に

ついて、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行っています。これを「指

定河川洪水予報」と呼んでいます。 

指定河川洪水予報の標題※には以下の4つがあります。 

・氾濫発生情報：氾濫が発生した時 

・氾濫危険情報：氾濫危険水位（レベル4水位）に到達した時 

 急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上

昇が見込まれる時（国管理河川のみ） 

・氾濫警戒情報：避難判断水位（レベル3水位）に到達しさらに水位の上昇が見込まれる

時 

 氾濫危険水位（レベル4水位）に達すると見込まれる時 

・氾濫注意情報：氾濫注意水位（レベル2水位）に到達し、さらに水位の上昇が見込まれ

る時 

※「氾濫注意情報」は「洪水注意報」に相当、「氾濫警戒情報」、「氾濫危険情報」、「氾濫発生情報」は
「洪水警報」に相当します。 

洪水予報の標題と水位の関係 
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国土交通省と気象庁が共同で実施する洪水予報の文例 

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。

この雨は今後一層強まるでしょう。

○○川流域

（水位）

○○川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

XXX.X↑

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X↑

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

令 和 ０ ０ 年 ０ 月 ０ 日 ０ ０ 時 ０ ０ 分

○○河川事務所
 かせん    じむしょ

・○○地方
ちほう

気象
きしょう

台
だい

　共同発表

【警戒レベル３相当情報［洪水］】○○川
がわ

では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み

【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川
がわ

の○○水位観測所（○○市
し

○○）では、

○○日○○時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相

当となる可能性があります。○○川
がわ

では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市
し

、○○市
し

、○○町
まち

では浸

水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の△△水位観測所（△△市△△）では、

○○日○○時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相

当となる可能性があります。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、○○市、○○町では浸

水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

○○川
がわ

氾濫警戒情報
○ ○ 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
洪 水 警 報

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ ○○ミリ

レベル３ レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

○○○
水位観測所

（○○県○○市
○○）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

予測時間が長くなるほど不確実性が高まります。予測水位の値は今後変わることもあるため、今後も最新の発表をご確認ください。
水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル４は、「氾濫危険水位」と「氾濫する可能性のある水位」を按分しています。堤防の決壊等により「氾濫する可能
性のある水位」に到達する前に氾濫することもあるため、この水位は避難行動開始の目安ではありません。

△△△
水位観測所

（○○県△△市
△△）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測
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ⅲ）警報等を補足するための情報（気象台が発表） 

■気象情報： 

防災機関がより効果的な防災対策を行うことができるよう、気象の実況や見通しなど

を伝えます。気象情報には、警報に結びつくような顕著な気象現象が12時間～24時間前

から、場合によっては数日前から予想されるときに、警報や注意報に先駆けて予告的に

発表するもの、特別警報、警報および注意報を発表中にそれを補足する目的で、実況の

変化や見通しなどを随時伝えるもの、重大な災害が差し迫っているとき一層の警戒を呼

びかけるものがあります。気象情報には、全国を対象とする「全般気象情報」、地方を

対象とする「地方気象情報」、都道府県を対象とする「府県気象情報」があります。 

気象情報は、文章形式を基本としていますが、台風接近タイミングを時系列図で表し

たものや予報官の予想した量的予報の分布など、一目で内容を把握できるように図形式

情報を発表することもあります。 

また、大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報などで警戒を呼びかける中で、さらに降り

続く大雨により重大な災害が差し迫っている場合には、気象台が非常に危機感を抱いて

いることを伝えるため、本文を記述せず、全般・地方・府県気象情報を見出しのみで発

表し、一層の警戒を呼びかけます。必要に応じて“明るいうちの避難を心がけてくださ

い”などと住民の避難等への留意に係る記述を行い、具体的な安全確保行動をとる状況

であることを伝えます。 

 

・線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ 

線状降水帯による大雨の可能性が

ある程度高いことが予想された場合

に、半日程度前から、気象情報にお

いて、「線状降水帯」というキー

ワードを使って呼びかけます。地方

予報区（全国を11ブロックに分けた

地位）単位等、「○○地方」といっ

た表現で対象となる区域を記述しま

す。 

例文：線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ 



九州･山口県防災気象情報ハンドブック 2022 

防災気象情報の解説 気象 （風水害） 

 

 

－32－ 

 

・顕著な大雨に関する気象情報 

顕著な大雨に関する気象情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まってい

る中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている状況

を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報です。この情報は警戒レベ

ル相当情報を補足する情報です。警戒レベル4相当以上の状況で発表します。 

顕著な大雨に関する気象情報が発表された際には、「雨雲の動き」、「今後の雨」

において、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている線状降水帯の雨域を赤

い楕円で表示します。 

・記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観

測（地上の雨量計による雨量）もしくは解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合

わせた雨量※）したときに発表します。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土

砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない

雨量であることをお知らせするために、雨量基準を満たし、かつ大雨警報発表中に、

キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に発表するもので、大

雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています。 

 

 

 

 

※ 解析雨量とは、気象レーダー（面的広がりを持つ雨量強度を観測する）とアメダスなど地上の雨量計（点の観測だ

が精度の良い観測値がわかる）のデータを用いて解析・補正し、精度の良い詳しい雨量分布を把握できるようにし

たものです。これにより、アメダスの観測では得られないようなごく局地的な強雨域を把握することができます。 

解析雨量による降雨実況を気象情報では、「○○市付近で、およそ○○ミリ」のような表現で発表します。 
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・大雨特別警報発表の可能性に言及した記述 

標題を「大雨に関する気象情報」等とした全般・地方・府県気象情報の見出し文で、

今後、大雨特別警報発表の可能性があることを伝えます。 

 

・大雨特別警報発表直後に補足的情報を記述 

標題を「記録的な大雨に関する気象情報」とした全般・地方・府県気象情報の見出し

文で、市町村名や地域名と“これまでに経験したことのないような大雨”などと記述し

て、気象台が非常に危機感を抱いている状況であることを伝えます。 

 

■警報・注意報（今後の推移）： 

警報や注意報を発表する際、警戒や注意が必要な時間帯が一目で分かるように、警報

級や注意報級の現象を予想した時間帯を色分けした表で市町村ごとに発表します。 

さらに、たとえば夜間から早朝に警報発表の可能性がある場合には、夕方のうちに注

意報を発表し、発表文中に「明け方までに警報に切り替える可能性が高い」などと明示

します。 

 
警報・注意報の発表イメージ 
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■大雨警報・洪水警報を補足するキキクル（危険度分布）： 

大雨による主な災害には、土砂災害、浸水害（低地の浸水）および洪水害がありま

す。これらの災害の危険度の高まり方は、雨の降り方や場所によって異なるため、降雨

量からそれぞれの危険度の高まりを計算しています。 

雨によって 

災害のリスクが 

高まるメカニズムは、 

右の3つが考えられる。 

上記のメカニズムを 

“タンクモデル”で表現し、 

各々の災害リスクの高まりを 

“指数”化し、 

警報等の“基準”への到達状

況に応じて色分け表示。 
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・土砂キキクル（危険度分布） 

土砂キキクルは、土砂災害警戒情報や大雨警報（土砂災害）等を補足する情報です。

1キロメートル四方の領域（メッシュ）ごとに、大雨による土砂災害発生の危険度を5段

階に判定した結果を色分け表示しています。これまでに降った雨（解析雨量）と2時間

先までの雨量予測に基づく危険度の判定を行っています。土砂キキクルでは、土砂災害

警戒情報や大雨警報（土砂災害）等が発表された市町村内において、どこで土砂災害発

生の危険度が高まっているか面的に確認することができます。内閣府の「避難情報に関

するガイドライン」では避

難指示および高齢者等避難

の発令範囲の判断に活用す

ることが示されています。

土砂災害発生の危険度が高

まっている領域の住民は、

土砂災害危険箇所・土砂災

害警戒区域等の外の少しで

も安全な場所への避難を心

がける必要があります。 

 
土砂キキクルの例 

土砂キキクルの色に応じた住民等の行動等の例 
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・浸水キキクル（危険度分布） 

浸水キキクルは、大雨警報（浸水害）を補足する情報です。1キロメートル四方の領

域（メッシュ）ごとに、短時間の降雨による浸水害（低地の浸水等）発生の危険度を5

段階に判定した結果を色分け表示しています。これまでに降った雨（解析雨量）と1時

間先までの雨量予測に基づく危険度の判定を行っています。浸水キキクルでは、大雨警

報（浸水害）等が発表された市町村内において、どこで浸水害（低地の浸水等）発生の

危険度が高まっているかを面的に確認することができます。内閣府の「避難情報に関す

るガイドライン」では、水路・下水道等の氾濫に対する避難情報の発令判断に活用する

ことが示されています。危険度が高まっている領域の住民は、屋内の高いところや屋上

へ移動するなど、早めの安全

確保行動を心がける必要があ

ります。また、たとえ危険度

がそれほど高まっていない段

階であっても、住宅の地下室

や道路のアンダーパスからは

退避するなど早めの安全確保

行動を心がける必要がありま

す。 

浸水キキクルの例 

浸水キキクルの色に応じた住民等の行動等の例 
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・洪水キキクル（危険度分布） 

洪水キキクルは、洪水警報等を補足する情報です。指定河川洪水予報の発表対象では

ない水位周知河川およびその他河川を対象に、河川の上流域に降った雨が低地・川に集

まり流れ下る過程を考慮して、下流の各地点での洪水害発生の危険度を5段階に判定し

た結果を色分け表示しています。これまでに降った雨（解析雨量）と3時間先までの雨

量予測に基づく危険度の判定を行っています。洪水キキクルでは、洪水警報等が発表さ

れた市町村内において、水位周知河川およびその他河川等について、どこで危険度が高

まっているかを確認することができます。また、大河川で洪水のおそれがあるときに発

表される指定河川洪水予

報についても確認するこ

とができます。洪水によ

り命の危険が及ぶ場所の

住民は、水位が実際に上

昇するよりも早い段階か

ら洪水キキクルを参照し

て、命を守るための避難

を心がける必要がありま

す。 

洪水キキクルの色に応じた住民等の行動等の例 

洪水キキクルの例 
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■流域雨量指数の予測値： 

洪水キキクルで用いている、河川の上流域に降った雨が河川に集まり流れ下る過程を

計算した洪水危険度の高まりを表す指標を「流域雨量指数」と呼びます。気象庁ホーム

ページでは、これまでに降った雨（解析雨量）と6時間先までの雨量予測にもとづく流

域雨量指数の予測値を、洪水警報等の基準値への到達状況に応じて色分けした時系列で

表示しています。 

この流域雨量指数の予測値は、内閣府の「避難情報に関するガイドライン」において

も、水位周知河川およびその他河川等においては避難指示および高齢者等避難の発令判

断に活用することが記載されています。 

流域面積の大きくない水位周知河川やその他河川等では水位が急激に上昇するため、

実際に水位が上昇するよりも数時間前の早い段階から流域雨量指数の予測値を活用する

ことが重要です。流域雨量指数の予測値で基準Ⅲが出現したら避難指示、基準Ⅱが出現

したら高齢者等避難の発令を検討してください。実際に水位が上昇した段階では、流域

雨量指数のみを参照するのではなく、現地情報（水位やカメラ画像、水防団からの報告

等）とあわせて利用することが重要であり、水位周知河川では河川管理者が発表してい

る「水位到達情報」を優先して避難指示等の判断を検討してください。 

 

※05時30分～17時30分は実況値、18時30分～23時30分は予測値 

気象庁ホームページによる流域雨量指数の予測値の例 
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1.4 急な大雨・雷・竜巻を対象とした防災気象情報 

（1）雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 

積乱雲は低気圧や台風などと比べるとスケールは小さいですが、竜巻や雷、短時間強

雨のような激しい現象を伴うことがあります。この積乱雲を解析して発生・発達・移動

などを予測するために開発された手法が高解像度降水ナウキャストです。 

高解像度降水ナウキャストでは、気象ドップラーレーダーの観測データに加え、気象

庁・国土交通省・地方自治体が保有する全国の雨量計のデータ、ウィンドプロファイラ

やラジオゾンデの高層観測データ、国土交通省のＸバンドレーダのデータも活用して立

体的に解析した降水分布について、実況解析値および30分先までの予測値を250メート

ルの解像度で、35分から60分先までの予測値を1キロメートルの解像度で提供していま

す。 

 

スマートフォンなどモ

バイル端末でも利用でき

るため、災害救助などの

現場でも利用できます。 

また、登山やスポーツ

など屋外での活動の際に

も、急に強い雨が降り始

めて慌てて行動を起こす

のではなく、降り始める

前に早めの危険回避行動

をとるために威力を発揮

します。 

気象庁ホームページの「高解像度降水ナウキャスト」の主な機能 

・雨の分布を拡大縮小可能な地図上にカラー表示 

・ＧＰＳで現在地を中心に設定可能 

・竜巻発生確度・雷活動度や観測した雷・雨量の表示 

・3時間前の解析から1時間後までの予測等の動画表示 

雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 
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（2）今後の雨（降水短時間予報） 

1時間降水量の15時間先までの予報を1または5キロメートルの解像度で提供します。 

レーダー観測やアメダス等の雨量計データから求めた降水の強さの分布および降水域

の発達や衰弱の傾向、さらに過去1時間程度の降水域の移動や地上・高層の観測データ

から求めた移動速度を利用して1時間降水量分布を求めます。降水短時間予報では、そ

の求められた降水の分布が地形の影響等によって発達・衰弱する効果、および数値予報

による降水予測の結果を加味して計算し、それ以降の降水の強さの分布を予測します。

なお、降水短時間予報は6時間先までと7時間から15時間先までとで発表間隔や予測手法

が異なります。6時間先までは10分間隔で発表され、各1時間降水量を1キロメートル四

方の細かさで予報します。7時間先から15時間先までは1時間間隔で発表され、各1時間

降水量を5キロメートル四方の細かさで予報します。 

また、3時間降水量、24時間降水量についても同様に提供します。 

今後の雨（降水短時間予報）での表示 

 気象庁ホームページでは、今後の雨（降水短時間予報）のページで降水短時間予報を確認すること

ができます。リンク先の時間を表すバーの水色の時間帯が解析雨量、黄色の時間帯が降水短時間予報

の表示になります。 
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（3）雷・竜巻発生確度ナウキャスト 

竜巻・雷・局地的な大雨のように狭い範囲に発生する激しい気象現象からの被害を最

小限にするには、その時の気象状況と、予測情報を素早く入手し、一人ひとりが的確な

対応で身を守ることが重要です。 

積乱雲がもたらす激しい現象からの身の守り方、「気象情報」、「雷注意報」、「大

雨注意報」、「大雨警報（浸水害）」、「竜巻注意情報」などの利用上の解説、住民へ

の伝達例文などの詳細については、次のガイドラインに具体的に記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁では、このような局地的な激しい現象を対象に、ナウキャストと呼ばれる短時

間予測情報を発表しています。 

◆積乱雲に伴う激しい現象の住民周知に関するガイドライン 

～竜巻、雷、急な大雨から住民を守るために～ 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/cb_guideline.html） 

 

◆段階的に発表する防災気象情報 

‣府県気象情報、天気予報（「大気の状態が不安定」「雷」「竜巻」等のキーワード） 

‣雷注意報 

‣大雨注意報、大雨警報（浸水害）（大雨のとき） 

‣竜巻注意情報 ナウキャスト（雷・竜巻）（常時発表） 

◆積乱雲に伴う激しい現象の住民周知の考え方 

‣基本的に自助による防災、自らの判断で安全確保 

‣そのために住民へ情報提供は重要 

‣ただし、予想が難しい現象であることから、「まずは空の様子に注意する」

→「積乱雲が近づく兆しを感じたら」→「身の安全を確保する」といった平常

時からの啓発が不可欠 

◆積乱雲が近づく兆しとは 

‣真っ黒い雲が近づき周囲が急に暗くなる 

‣雷鳴が聞こえたり雷光が見えたりする 

‣ヒヤッとした冷たい風が吹き出す 

‣大粒の雨や「ひょう」が降り出す 



九州･山口県防災気象情報ハンドブック 2022 

防災気象情報の解説 気象 （風水害） 

 

 

－42－ 

 

ⅰ）雷ナウキャスト 

雷の激しさや雷の可能性

を1km格子単位で解析し、そ

の1時間後（10分～60分先）

までの予測を行うもので、

10分毎に更新して提供しま

す。雷の解析は、雷監視シ

ステムによる雷放電の検知

及びレーダー観測などを基にして活動度1～4で表しま

す。予測については、雷雲の移動方向に移動させると

ともに、雷雲の盛衰の傾向も考慮しています。雷監視

システムによる雷放電の検知数が多いほど激しい雷

（活動度が高い：2～4）としています。 

雷放電を検知していない場合でも、雨雲の特徴か

ら雷雲を解析（活動度2）するとともに、雷雲が発達

する可能性のある領域も解析（活動度1）します。 

なお、急に雷雲が発達することもあり、活動度の

出ていない地域でも天気の急変には注意する必要があります。 

 

ⅱ）竜巻発生確度ナウキャスト 

竜巻などの激しい突風の発生する可能性の解析を行い、2段階の発生確度で表示しま

す。また、1時間先まで10分間隔の予測を10分ごとに更新します。  

 

発生確度 状況 想定される対応 

2 

竜巻などの激しい突風が発生する可能性があり、注意が必要である。 

予測の適中率は7～14％程度、捕捉率は50～70％程度である。 

発生確度2となっている地域に竜巻注意情報が発表される。 

 空の状況を確認し、発達した積乱雲が近づく兆候があ

る場合には、頑丈な建物内に移動するなど身の安全を

確保する行動をとる。 

1 

竜巻などの激しい突風が発生する可能性がある。 

発生確度1以上の地域では、予測の適中率は1～7％程度であり発生確度2

に比べて低くなるが、捕捉率は80％程度であり見逃しが少ない。 
今後の竜巻発生確度ナウキャストや空の状況に注意 

○解析 
解析時間：10分毎 
格子間隔：10㎞ 

○予測 
予報時間：10分毎に60分先まで  格子間隔：10㎞ 

発生確度2：適中率は7～14％程度、捕捉率は50～70％程度 

発生確度1：適中率は1～7％程度、捕捉率は80％程度 
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（4）竜巻注意情報 

竜巻等の激しい突風から身の安全を確保することを目的として、今まさに、竜巻、ダ

ウンバーストなどの激しい突風をもたらすような気象状況であるという現況を速報する

気象情報です。雷注意報を補足する情報として、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度

2となった地域（一次細分区域単位）に発表します。 

この情報は防災機関や報道機関へ伝達するとともに、気象庁ホームページでもお知ら

せします。発表時刻から約1時間が有効時間で、危険な状況が続く場合は改めて情報を

発表します。 

また、目撃情報を活用した竜巻注意情報の提供も行っています。竜巻の発生が確認で

きた事例のうち約3割で、最初の竜巻から6時間以内に同一府県または近隣府県で別の竜

巻が発生しており、竜巻の目撃情報を即時的に活用することで、より高い確度の竜巻注

意情報を発表します。 

○○県竜巻注意情報 第○号 

令和○○年○○月○○日12時27分    気象庁発表 
 
【目撃情報あり】○○地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 
 
○○地方は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。  
 
空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合

には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、○○日13時30分まで有効です。 

竜巻注意情報の発表例 

竜巻注意情報の発表イメージ 
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1.5 台風災害を対象とした防災気象情報 

（1）台風に関する特別警報 

ⅰ）台風等を要因とする特別警報の指標と運用 

台風については、以下の指標となる中心気圧または最大風速を保ったまま、台風の中

心が接近・通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における暴風・高潮・波

浪の警報を特別警報として発表します。 

台風の中心が府県予報区に達する12時間程度前に特別警報を発表し、その時点で予報

円に入っている府県予報区について、すでに発表されている暴風・高潮・波浪警報を特

別警報に切り替えます。また、以降に暴風・高潮・波浪の各警報を発表する際は特別警

報として発表します。 

 

ⅱ）指標を満たす主な台風事例 

 

（2）台風に関する気象情報 

台風が当該地域に影響を及ぼすおそれがある場合や、既に影響を及ぼしている時に発

表します。台風の実況や予想のほかに雨、風、波などの実況と今後の見通しおよび予想

される災害などをお知らせします。 

 

 「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下または最大風速50m/s以上）の台風や同程度の

温帯低気圧が来襲する場合。ただし、沖縄地方、奄美地方および小笠原諸島については、

中心気圧が910hPa以下または最大風速60m/s以上。 

 名称 
上陸時 

中心気圧 
上陸日・上陸場所 被害 

室戸台風 911.6hPa 
昭和9年9月21日 
高知県室戸岬の西 

死者・行方不明者3,000人以上 
負傷者14,000人以上 
住家被害9万棟以上 
床上・床下浸水40万棟以上 

枕崎台風 916.1hPa 
昭和20年9月17日 
鹿児島県枕崎市付近 

死者・行方不明者3,700人以上 
負傷者2,400人以上 
住家被害8万棟以上 
床上・床下浸水27万棟以上 

第2室戸台風 925hPa 
昭和36年9月16日 
高知県室戸岬の西 

死者・行方不明者202人 
負傷者4,900人以上 
住家被害6万棟以上 
床上・床下浸水38万棟以上 

伊勢湾台風 929hPa 
昭和34年9月26日 
和歌山県潮岬の西 

死者・行方不明者5,000人以上 
負傷者30,000人以上 
全半壊15万棟以上 
床上浸水15万棟以上 

平成5年台風第13号 930hPa 
平成5年9月3日 
鹿児島県薩摩半島南部 

死者・行方不明者48人 
負傷者396人 
全半壊1,784棟 
床上浸水3,770棟 

注）温帯低気圧については、上に挙げられている台風に匹敵するものが特別警報の対象となります。 
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（3）台風進路予想および台風の暴風域に入る確率  

気象庁は台風の実況と1日（24時間）先までの12時間刻みの進路・強度予想を3時間毎

に発表します。それより先の5日（120時間）先までの24時間刻みの進路・強度予想を6

時間ごとに発表し、台風に備える早期の防災活動を支援します。台風が日本列島に接近

して被害のおそれが出てきた場合には、1日先まで3時間刻みのきめ細かな予報を発表し

ます。  

また、台風および24時間以内に台風に発達すると予想される熱帯低気圧について、台

風接近時の防災行動計画（タイムライン）に沿った対応を効果的に支援するため、5日

先までの予想進路や強度を台風情報として発表しています。 

 

暴風域に入る確率の分布図 

暴風域に入る確率の時間変化グラフ 

種類 発表頻度 観測時刻 発表時間 

1日（24時間） 
先までの予報 

1日8回 
0時、3時、6時、9時、 
12時、15時、18時、21時 

観測時刻の約50～70分後  
※台風が日本に接近し、被害のおそれが出てきた場合に発表 

5日（120時間） 
先までの予報 

1日4回 3時、9時、15時、21時 観測時刻の約50～70分後 

5日先（120時間後）までの予報 
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台風の暴風域に入る確率は、市町村等をまとめた地域ごとに発表します。120時間以

内に台風の暴風域に入る確率が0.5パーセント以上である地域に対し120時間先までの3

時間ごとの値を示します。値の増加が最も大きな時間帯に暴風域に入る可能性が高く、

値の減少が最も大きな時間帯に暴風域から抜ける可能性が高くなります。確率の数値の

大小よりも、変化傾向やピークの時間帯に注目してご利用ください。   

また、暴風域に入る確率を色分けした分布図も発表しますので視覚的に暴風域に入る

確率を確認することができます。 
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1.6 潮位に関する情報 

潮位の変動による被害が発生する

おそれがある場合、並びに潮位の状態

について一般および関係機関に対し解

説等を行うことが有効であると認める

ときに発表します。 

 

（1）大潮による高い潮位に関する府県潮位情報および地方潮位情報 

満（新）月の前後、大潮の時期に満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。 

被害が発生するおそれがある大潮による高い潮位となる場合に発表し、海岸や河口付

近の低地で浸水や冠水のおそれについて記述します。 

 

（2）副振動に関する府県潮位情報および地方潮位情報 

副振動とは、湾や海峡などで発生する海面の振動現象です。振動の周期は数分から数

時間で、湾や海峡の形状（深さ・大きさ）によって異なります。 

台風や低気圧等のじょう乱に起因する海洋のじょう乱や津波などにより発生した海面

の変動が、湾内の固有振動と共鳴して副振動となります。 

被害が発生するおそれがある大きな振幅の副振動が発生した場合に発表し、短い時間

で潮位が大きく変動することや、それに伴う強い流れの発生による船舶や海上係留物の

被害、河川への遡上のおそれについて等を記述します。また、天文潮位と副振動の振幅

を考慮して、潮位が高潮注意報基準値に近づくような場合には、海岸や河口付近の低い

土地での浸水や冠水のおそれについても記述します。 

 

（3）異常潮位に関する府県潮位情報および地方潮位情報 

異常潮位とは、台風などによって引き起こされる高潮や地震に伴う津波とは異なった

原因で、潮位がある程度の期間（概ね1週間から3か月程度）継続して高く（もしくは低

く）なる現象のことで、夏から秋にかけては、他の季節と比べて全国的に潮位は高くな

りますので、この期間に異常潮位が生じて潮位がさらに高くなると、浸水などの被害を

生じることがあります。 

被害が発生するおそれがある異常潮位となる場合に発表し、潮位の状態により、海岸

や河口付近の低い土地での浸水や冠水のおそれについて等を記述します。 
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1.7 天気予報 

（1）明後日までの天気予報 

天気予報は、毎日5時・11時・17時に発表します。また、天気が急変したときには随

時修正して発表します。  

発表内容は、今日・明日・明後日の天気と風と波、明日までの6時間ごとの降水確率

と最高・最低気温の予想です。このほか、日本全国を5キロメートル四方のメッシュに分

け3時間ごとの天気・風・気温を予想した「地域時系列予報」や「天気分布予報」なども

発表しています。 

（2）週間天気予報 

府県週間天気予報は、向こう一週間の各県における一日ごとの天気、最高・最低気

温、降水確率、予報の信頼度などを、毎日11時と17時に発表します。 

予報の信頼度とは、3日目以降の降水の有無の予報について「予報が適中しやすい」

ことと「予報が変わりにくい」ことを表す情報で、確度が高い順にＡ、Ｂ、Ｃの3段階で

表します。週間天気予報を利用する際、信頼度情報を確認することで、雨が降るかどう

かの予報が外れて影響を受けるリスクに対応しやすくなります。 

 

信頼度 内容 

Ａ 

 確度が高い予報 

・適中率が明日予報並みに高い 

・降水の有無の予報が翌日に変わる可能性がほとんどない  

Ｂ 

 確度がやや高い予報 

・適中率が4日先の予報と同程度 

・降水の有無の予報が翌日に変わる可能性が低い  

Ｃ 

 確度がやや低い予報 

・適中率が信頼度Ｂよりも低い 

 もしくは 

・降水の有無の予報が翌日に変わる可能性が信頼度Ｂよりも高い  

信頼度の各階級の内容 

 

地域時系列予報の発表例 天気分布予報の発表例 
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 1.8 熱中症警戒アラート 

熱中症警戒アラートは、暑さへの「気づき」を呼びかける情報です。 

熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される際に発表し、熱中症予防行動

を効果的に促します。情報提供期間は毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日です。 
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1.9 今後の雪（「現在の雪」をリニューアル） 

現在までの雪の状況に加えて6時間先までの雪の予想を確認することができます。積

雪の深さと降雪量の実況と予想を1時間ごとに約5キロメートル四方の細かさで推定、予

測しています。これを利用することで、積雪計による観測が行われていない地域を含め

た積雪・降雪の解析・予測を面的な情報として把握でき、雪による交通への影響を前

もって判断すること等に活用いただけます。 

解析積雪深では、新たに積もる雪の量、融ける雪の量、時間の経過により積雪が沈み

込む深さ等を計算することで、積雪の深さを求めます。 

解析降雪量では、解析積雪深が1時間に増加した量を1時間降雪量として表示します。 


