
平成30年1月10日から14日にかけての
大雪に関する気象速報

目 次

１ 概要
（１）資料作成の目的
（２）気象概況

２ 気象の状況
（１）高層天気図
（２）地上天気図、気象衛星赤外画像及びレーダー画像
（３）雪の状況
（４）風の状況
（５）波の状況
（６）気象官署とアメダスの極値更新状況

３ 警報の発表状況

４ 府県気象情報発表状況

平成30年1月17日

注）この資料は、最新の情報により内容の一部訂正や追加をすることがあります。

東 京 管 区 気 象 台

東 京 管 区 気 象 台

対象地域 東京管区気象台管内

（平成30年1月19日修正）



1

１ 概要

（１）資料作成の目的
1月10日から14日にかけて日本の上空に寒気が入り、強い冬型の気圧配置とな

ったため、北陸地方では各地で大雪となった。この大雪により、除雪中の事故
による人的被害や、鉄道の運休・遅延、高速道路の通行止めなど交通障害等が
発生した。
このときの気象状況をとりまとめる目的で本資料を作成した。
本資料は1月17日09時現在のものである。

（２）気象概況
1月10日から13日にかけて、東日本の上空約5500メートルには氷点下33度以下

の寒気が流れ込み、日本付近は強い冬型の気圧配置となった。14日は、上空の
寒気は弱まったが、日本付近は冬型の気圧配置が続いた。
北陸地方では、10日から14日にかけて断続的に雪が降り各地で大雪となっ

た。10日から14日までの期間降雪量は、新潟県津川で155センチ、新潟県能生で
130センチ、福井県大野で127センチ、石川県加賀菅谷で125センチなどを観測し
た。
また、強い冬型の気圧配置により沿岸を中心に強い風が吹いたところがあっ

た。北陸地方の海上では波が高くなり、5メートルを超えるしけとなった。



２ 気象の状況

（１）高層天気図

上空5500m付近の天気図（500hPa）

黒破線：気温、紫線：-30℃、黒実線：高度

上空1500m付近の天気図（850hPa）

黒破線：気温、青線：-6℃、黒実線：高度、

ハッチ：気温と露点温度との差が3℃未満の領域

1月10日21時

1月11日21時

1月12日21時
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1月13日21時

1月14日21時
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上空5500m付近の天気図（500hPa）

黒破線：気温、紫線：-30℃、黒実線：高度

上空1500m付近の天気図（850hPa）

黒破線：気温、青線：-6℃、黒実線：高度、

ハッチ：気温と露点温度との差が3℃未満の領域



（２）地上天気図、気象衛星赤外画像及びレーダー画像

1月10日09時

1月10日21時

1月11日09時

地上天気図 衛星画像 レーダー画像
㎜/h
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1月11日21時

1月12日09時

1月12日21時

地上天気図 衛星画像 レーダー画像
㎜/h
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1月13日09時

1月13日21時

1月14日09時

地上天気図 衛星画像 レーダー画像
㎜/h
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（３）雪の状況

○最深積雪

平成30年1月10日00時～14日24時

○期間降雪量※

※前1時間積雪深差の合計を表示しています。
7
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○降雪量・積雪深の推移
平成30年1月10日00時～14日24時

時系列地点の位置

白川

津川
能生

伏木

加賀菅谷

新潟

大野



10日 11日 12日 13日 14日 合計 （cm） 観測日
茨城県 水戸 - - - - - - -

宇都宮 - - - - - - -
日光（特） - 1 - 2 1 4 3 1月14日

群馬県 前橋 - - - - - - -
熊谷 - - - - - - -
秩父（特） - - - - - - -
千葉（特） - - - - - - -
銚子 - - - - - - -

東京都 東京 - - - - - - -
神奈川県 横浜 - - - - - - -

新潟 - 45 39 8 1 93 80 1月12日
高田（特） 6 10 81 18 5 120 93 1月14日
相川（特） - 27 - 9 1 37 26 1月12日
富山 13 33 24 10 1 81 60 1月12日
伏木（特） 25 31 48 7 1 112 87 1月12日
金沢 4 32 14 24 - 74 62 1月13日
輪島（特） - 34 16 6 - 56 49 1月12日
福井 10 17 32 29 - 88 77 1月13日
敦賀（特） - 2 30 2 - 34 30 1月12日
甲府 - - - - - - -
河口湖（特） - - - - - - -
長野 1 - - 3 - 4 3 1月14日
軽井沢（特） 1 1 - - - 2 2 1月11日
諏訪（特） - - - - - - -
飯田（特） - 1 - - - 1 1 1月11日
松本（特） - - - - - - -
岐阜 - - - - - - 0 1月14日
高山（特） - - - 3 - 3 3 1月14日

静岡県 静岡 - - - - - - -
愛知県 名古屋 - - - - - - -
三重県 津 - - - - - - -

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

千葉県

最深積雪

栃木県

新潟県

富山県

石川県

降雪量（cm）
都県名 地点名

埼玉県
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○気象官署の期間降雪量・最深積雪表

（特）：特別地域気象観測所

平成30年1月10日00時～14日24時



10日 11日 12日 13日 14日 合計 （cm） 観測日
新潟県 東蒲原郡阿賀町 津川 49 84 6 8 8 155 160 1月11日
新潟県 糸魚川市 能生 16 9 102 3 - 130 115 1月12日
福井県 大野市 大野 27 14 56 30 - 127 97 1月13日
石川県 加賀市 加賀菅谷 14 19 42 48 2 125 99 1月13日
石川県 白山市 白山河内 35 26 22 38 1 122 90 1月14日
福井県 大野市 九頭竜 24 18 43 19 - 104 163 1月13日
岐阜県 大野郡白川村 白川 40 5 13 39 3 100 156 1月14日
富山県 氷見市 氷見 8 27 41 11 4 91 69 1月12日
新潟県 柏崎市 柏崎 2 32 40 15 - 89 65 1月12日
新潟県 新潟市秋葉区 新津 8 49 18 12 1 88 55 1月12日
石川県 珠洲市 珠洲 3 40 31 13 - 87 71 1月12日
新潟県 長岡市 長岡 7 48 6 23 - 84 62 1月13日
新潟県 上越市安塚区 安塚 10 3 36 30 3 82 117 1月14日
新潟県 妙高市 関山 6 - 25 49 2 82 147 1月13日
富山県 砺波市 砺波 24 28 8 20 1 81 58 1月14日

都県名 市町村名
降雪量（cm） 最深積雪

アメダス地点名
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○アメダスの期間降雪量・最深積雪表

期間中の降雪量の合計が80cm以上の地点

○アメダスの期間降水量表
平成30年1月10日00時～14日24時

10日 11日 12日 13日 14日 合計

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

新潟県 新発田市 赤谷 73.5 56.5 7.5 5.5 4.5 147.5

新潟県 三条市 三条 45.0 50.0 3.0 9.0 0.0 107.0

新潟県 東蒲原郡阿賀町 津川 38.5 58.0 4.5 0.0 1.0 102.0

新潟県 加茂市 宮寄上 73.0 58.0 14.5 7.0 0.0 152.5

新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷 77.5 46.0 0.0 3.0 0.0 126.5

新潟県 長岡市 栃尾 56.5 42.0 0.0 6.0 1.5 106.0

新潟県 柏崎市 柏崎 51.0 31.0 27.5 14.0 1.0 124.5

新潟県 糸魚川市 糸魚川 28.0 2.0 57.5 23.0 3.5 114.0

新潟県 糸魚川市 能生 36.0 3.0 85.5 37.5 4.0 166.0

石川県 珠洲市 珠洲 19.0 31.0 42.0 11.5 0.0 103.5

石川県 小松市 小松 40.0 21.0 23.5 35.5 0.0 120.0

石川県 白山市 白山河内 55.5 14.0 13.0 19.0 1.0 102.5

石川県 加賀市 加賀菅谷 52.5 17.5 29.0 46.0 1.5 146.5

福井県 福井市 美山 30.5 12.0 31.5 29.0 1.5 104.5

都県名 市町村名 アメダス地点名

期間中の降水量の合計が100mm以上の地点

平成30年1月10日00時～14日24時



（４）風の状況

○最大風速（10分間平均風速の最大値）分布図

強い冬型の気圧配置により、10日から11日を中心に沿岸では強風となったところ
があった。

平成30年1月10日00時～14日24時

参考：風の強さと吹き方（気象庁ホームページより）
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○気象官署の最大風速・最大瞬間風速の表

平成30年1月10日00時～14日24時

（特）：特別地域気象観測所
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風向 m/s 月日 時分 風向 m/s 月日 時分

茨城県 水　戸 西 6.5 1月10日 0:15 北北西 11.8 1月13日 22:50

宇都宮 西南西 10.9 1月10日 12:23 南西 15.3 1月10日 14:07

日光(特) 西 11.7 1月10日 10:40 西 18.1 1月10日 10:38

群馬県 前　橋 西 8.1 1月11日 10:34 西 14.8 1月11日 10:25

熊　谷 西 7.8 1月14日 10:21 北西 13.2 1月11日 14:40

秩父(特) 西 7.5 1月10日 1:04 西南西 14.9 1月10日 13:24

銚　子 北北西 13.5 1月14日 0:38 北北西 18.6 1月14日 0:34

千葉(特) 西南西 13.8 1月10日 18:40 西南西 19.9 1月10日 14:57

館山(特) 西南西 12.4 1月10日 11:50 西南西 20.2 1月10日 12:54

勝浦(特) 西南西 10.6 1月11日 11:45 西南西 18.5 1月11日 11:42

東　京 南西 8.2 1月10日 15:14 南南西 16.3 1月10日 13:32

大島(特) 西南西 14.6 1月11日 14:44 西南西 22.6 1月11日 14:40

三宅島(特) 西 14.3 1月11日 20:12 西 23.1 1月10日 15:07

八丈島(特) 西 11.5 1月11日 5:37 西 27.8 1月11日 0:37

神奈川県 横　浜 南西 10.5 1月10日 13:04 南西 17.4 1月10日 15:27

新　潟 西 10.0 1月10日 6:01 西南西 20.9 1月10日 5:56

高田(特) 西 8.0 1月11日 16:37 西北西 13.1 1月11日 15:39

相川(特) 西 18.8 1月10日 5:46 西 26.2 1月10日 7:37

富　山 南南西 9.2 1月11日 21:38 南南西 16.5 1月11日 21:33

伏木(特) 南 10.8 1月11日 21:21 南南西 18.6 1月11日 22:00

金　沢 南西 14.8 1月11日 20:36 南西 25.0 1月11日 20:44

輪島(特) 北 10.9 1月11日 23:24 西南西 19.7 1月10日 2:48

福　井 南西 9.8 1月12日 8:03 南南西 16.7 1月12日 7:56

敦賀(特) 北北西 11.5 1月13日 18:28 北西 17.5 1月13日 17:34

甲　府 北北西 8.3 1月11日 16:39 北北西 14.1 1月11日 16:33

河口湖(特) 西南西 6.8 1月10日 13:03 西 14.5 1月10日 14:17

長　野 南西 7.0 1月11日 12:45 南西 12.2 1月11日 11:25

松本(特) 南 9.2 1月10日 13:50 南 15.5 1月10日 14:00

飯田(特) 西 9.6 1月11日 11:41 南西 14.5 1月11日 11:22

軽井沢(特) 南西 6.6 1月10日 13:45 西 15.3 1月10日 15:02

諏訪(特) 西南西 8.7 1月10日 13:14 南南西 12.9 1月11日 10:19

岐　阜 西北西 7.3 1月11日 14:32 西北西 11.7 1月11日 14:23

高山(特) 南西 6.7 1月11日 11:58 南西 11.3 1月11日 11:51

静　岡 西 8.4 1月11日 12:05 西 17.0 1月11日 11:57

浜松(特) 西北西 10.4 1月11日 12:42 西 16.8 1月11日 12:33

御前崎(特) 西 12.3 1月11日 14:15 西 19.6 1月11日 13:47

三島(特) 西南西 8.9 1月11日 11:02 南西 18.8 1月10日 12:13

石廊崎(特) 西北西 14.6 1月10日 5:32 西 23.7 1月11日 16:45

網代(特) 西南西 13.3 1月11日 13:14 西南西 21.8 1月11日 13:05

名古屋 西北西 7.4 1月10日 20:04 北 13.7 1月12日 16:11

伊良湖(特) 西北西 9.9 1月11日 10:10 西 15.8 1月11日 15:24

津 西 9.8 1月11日 13:40 西 16.2 1月11日 13:31

尾鷲(特) 西 10.1 1月12日 10:02 西南西 16.2 1月12日 10:01

四日市(特) 西 5.9 1月11日 14:30 西 14.6 1月11日 14:21

上野(特) 西南西 9.6 1月11日 14:01 西南西 14.1 1月11日 12:45

期間内最大風速 期間内最大瞬間風速

山梨県

長野県

岐阜県

栃木県

埼玉県

千葉県

三重県

官署名都県名

静岡県

愛知県

福井県

東京都

新潟県

富山県

石川県



○アメダスの最大風速表

最大風速15m/s以上の地点

平成30年1月10日00時～14日24時

○アメダスの最大瞬間風速表

最大瞬間風速20m/s以上の地点

平成30年1月10日00時～14日24時

都県名 市町村名 アメダス地点名 風向（16方位） 風速（m/s）   月 日   時 分

東京都 江戸川区 江戸川臨海 南西 15.9 　01/10   　14：04  

東京都 新島村 新島 西 15.1 　01/10   　01：58  

愛知県 常滑市 セントレア 西 17.5 　01/13   　21：19  

新潟県 佐渡市 両津 西 15.2 　01/10   　07：46  
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都県名 市町村名 アメダス地点名 風向（16方位） 風速（m/s）   月 日   時 分

東京都 江戸川区 江戸川臨海 南西 20.1 　01/10   　13：55  

東京都 新島村 新島 西 22.1 　01/11   　15：09  

東京都 神津島村 神津島 西北西 21.6 　01/10   　00：54  

東京都 八丈町 八重見ヶ原 西北西 20.1 　01/11   　08：38  

愛知県 常滑市 セントレア 西 21.1 　01/13   　20：55  

新潟県 岩船郡粟島浦村 粟島 南 29.0 　01/10   　08：10  

新潟県 佐渡市 弾崎 西 21.9 　01/10   　06：01  

新潟県 佐渡市 両津 西 22.0 　01/10   　07：04  

新潟県 新潟市東区 松浜 西南西 22.6 　01/10   　07：12  

新潟県 新潟市西蒲区 巻 西 24.6 　01/10   　08：13  

新潟県 長岡市 寺泊 西南西 * 24.5 * 　01/10   　03：01  

新潟県 上越市 大潟 西 * 20.5 * 　01/11   　16：37  

石川県 輪島市 三井 西南西 21.1 　01/10   　05：29  

石川県 羽咋郡志賀町 志賀 西南西 * 20.1 * 　01/10   　01：58  

石川県 羽咋市 羽咋 西 * 24.7 * 　01/11   　04：17  

石川県 かほく市 かほく 西 23.4 　01/11   　03：08  

福井県 福井市 越廼 西 20.5 　01/11   　05：47  

*欠測が期間内に含まれる



（５）波の状況

強い冬型の気圧配置により風や波が強まり、北陸地方では9日から11日にかけて5
メートルを超えるしけとなったところがあった。

○沿岸波浪図

［利用上の注意］
図は波の高さを有義波高で示しています。

［有義波高について］
実際の海面には高い波も低い波も含まれており、このような状態をよりよく代表するため

に、目視での観測に近いとされる「有義波高」が用いられています。波高（波の高さ）と
言った場合は、一般に有義波高を指します。
ただしその利用に当っては、有義波高よりも高い波を含み得ることに注意が必要です。例

えば、１００個の波を観測した中には有義波高の約１．６倍の最大波が、同じく１０００個
の波の中には約２倍の高さの最大波が含まれるといわれています。
詳しいことは、気象庁ホームページ中の次のページをご覧ください。
http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/wave/comment/elmknwl.html

1月10日09時 1月10日21時

1月11日09時 1月11日21時
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気象官署

■統計開始以来の極値更新

■1月としての極値更新

（５）気象官署とアメダスの極値更新状況

極値更新はありませんでした。

アメダス（統計期間10年以上の観測所）

■統計開始以来の極値更新

■１月としての極値更新

○日最低気温（低い方）

極値更新はありませんでした。

○降雪の深さ日合計

○日最低気温（低い方）

○日最高気温（低い方）

○降雪の深さ日合計

○日降水量

○日最大1時間降水量

(mm) 月日 (mm) 年月日
新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷 77.5 1/10 71  2001/1/3 1993/1

これまでの観測史上1位
統計開始年月都道府県 市町村 地点名

日降水量

(mm) 月日 時分 (mm) 年月日
石川県 珠洲市 珠洲 11.0 1/12 10:00 11  2002/1/4 1979/1

統計開始年月
これまでの観測史上1位

都道府県 市町村 地点名
日最大1時間降水量

(cm) 月日 (cm) 年月日
東蒲原郡阿賀町 津川 84 1/11 65 2010/1/13 1981/1
糸魚川市 能生 102 1/12 79 1998/1/24 1981/1

統計開始年月

新潟県

都道府県 市町村 地点名
降雪の深さ日合計 これまでの観測史上1位

(cm) 月日 (cm) 年月日
東蒲原郡阿賀町 津川 84 1/11 65 2010/1/13 1980/10
糸魚川市 能生 102 1/12 79 1998/1/24 1980/12

統計開始年月

新潟県

都道府県 市町村 地点名
降雪の深さ日合計 これまでの観測史上1位

(℃) 月日 (℃) 年月日
福井県 坂井市 春江 -0.3 1/12 0.6  2006/1/6 2003/1

都道府県 市町村 地点名
日最低気温 これまでの観測史上1位

統計開始年月

(℃) 月日 (℃) 年月日
埼玉県 大里郡寄居町 寄居 -8.5 1/12 -8.2  2014/2/6 1977/12
富山県 下新川郡朝日町 朝日 -8.1 1/13 -6.3  1984/2/12 1978/11

これまでの観測史上1位
統計開始年月都道府県 市町村 地点名

日最低気温

(℃) 月日 (℃) 年月日
埼玉県 大里郡寄居町 寄居 -8.5 1/12 -7.8  2001/1/15 1978/1
静岡県 静岡市清水区 清水 -4.0 1/12 -3.9  1985/1/31 1978/1
石川県 白山市 白山河内 -8.6 1/12 -8.6  1985/1/18 1979/1
富山県 下新川郡朝日町 朝日 -8.1 1/13 -5.8  1985/1/27 1979/1

都道府県 市町村 地点名
日最低気温 これまでの観測史上1位

統計開始年月



３ 警報の発表状況

平成30年1月10日00時から14日24時の期間に発表された警報を表示してい
ます。表示は、発表された都県に色を塗ることで示します。なお、灰色で
表示の範囲は東京管区外の府県、白色は発表されなかった都県です。

大雪警報 波浪警報
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※警報の発表・解除時刻、対象細分区域など、より詳細な情報は
各地方気象台が発表する「気象速報」をご覧いただくか、
または該当する気象台に直接お問い合わせください。



４ 府県気象情報発表状況
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平成30年1月10日00時～14日24時
長野県 (長野地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第1号 平成30年1月13日11時10分 大雪に関する長野県気象情報
第2号 平成30年1月13日17時10分 大雪に関する長野県気象情報
第3号 平成30年1月13日18時34分 大雪に関する長野県気象情報
第4号 平成30年1月14日05時12分 大雪に関する長野県気象情報

新潟県 (新潟地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第4号 平成30年1月10日06時25分 高波に関する新潟県気象情報
第5号 平成30年1月10日16時26分 高波と大雪に関する新潟県気象情報
第6号 平成30年1月11日06時06分 高波と大雪に関する新潟県気象情報
第7号 平成30年1月11日13時19分 大雪に関する新潟県気象情報
第8号 平成30年1月11日16時23分 大雪に関する新潟県気象情報
第9号 平成30年1月12日06時32分 大雪に関する新潟県気象情報
第10号 平成30年1月12日10時41分 大雪に関する新潟県気象情報
第11号 平成30年1月12日16時24分 大雪に関する新潟県気象情報
第12号 平成30年1月13日06時18分 大雪に関する新潟県気象情報
第13号 平成30年1月13日16時25分 大雪に関する新潟県気象情報

富山県 (富山地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第1号 平成30年1月10日17時03分 大雪に関する富山県気象情報
第2号 平成30年1月11日05時37分 大雪に関する富山県気象情報
第3号 平成30年1月11日17時03分 大雪に関する富山県気象情報
第4号 平成30年1月12日00時40分 大雪に関する富山県気象情報
第5号 平成30年1月12日05時42分 大雪に関する富山県気象情報
第6号 平成30年1月12日11時21分 大雪に関する富山県気象情報
第7号 平成30年1月12日16時58分 大雪に関する富山県気象情報
第8号 平成30年1月13日05時52分 大雪に関する富山県気象情報
第9号 平成30年1月13日16時54分 大雪に関する富山県気象情報

石川県 (金沢地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第4号 平成30年1月10日05時30分 高波と強風及び雷に関する石川県気象情報
第5号 平成30年1月10日17時11分 高波と雷及び大雪に関する石川県気象情報
第6号 平成30年1月11日05時30分 大雪と高波及び雷に関する石川県気象情報
第7号 平成30年1月11日16時50分 大雪と高波及び雷に関する石川県気象情報
第8号 平成30年1月12日05時45分 大雪に関する石川県気象情報
第9号 平成30年1月12日16時46分 大雪に関する石川県気象情報
第10号 平成30年1月13日05時46分 大雪と雷及び突風に関する石川県気象情報
第11号 平成30年1月13日17時08分 大雪と雷及び突風に関する石川県気象情報
第12号 平成30年1月13日22時42分 大雪と雷及び突風に関する石川県気象情報

福井県 (福井地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第1号 平成30年1月10日11時33分 大雪に関する福井県気象情報
第2号 平成30年1月10日16時57分 大雪に関する福井県気象情報
第3号 平成30年1月11日06時18分 大雪に関する福井県気象情報
第4号 平成30年1月11日17時08分 大雪に関する福井県気象情報
第5号 平成30年1月12日05時38分 大雪に関する福井県気象情報
第6号 平成30年1月12日10時18分 大雪に関する福井県気象情報
第7号 平成30年1月12日17時18分 大雪に関する福井県気象情報
第8号 平成30年1月13日05時39分 大雪と雷及び突風に関する福井県気象情報
第9号 平成30年1月13日17時12分 大雪と雷及び突風に関する福井県気象情報

三重県 (津地方気象台発表)
情報番号 発表日時 情報の名称

第1号 平成30年1月12日16時56分 雪に関する三重県気象情報
第2号 平成30年1月13日05時42分 雪に関する三重県気象情報
第3号 平成30年1月13日16時48分 雪に関する三重県気象情報



問い合わせ先

東京管区気象台
気象防災部 防災調査課
電話 03-3212–8341（内線5564）
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/

※ 本資料は、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所
（東京管区気象台）を明示してください。
その他、利用にあたっての詳細は、東京管区気象台ホームページの利用規約（http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/c
opyright.html）をご確認ください。

http://www.jma-net.go.jp/tokyo/
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/c

