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している。これは，夜中に警報を出す可能性
がある場合に，可能性がさほど高くなくても夕
方までに可能性「中」として伝えるものだ。ま
た，大雨などの注意報や警報を発表した時に
は，24時間先のどの時間帯にどの程度の危険
が予想されるのかを色分けした表を発表するこ
とになった。

一連の変革は4年前（2013年8月）に特別
警報を創設して以来の大幅なものである。変
革の重点は災害の切迫性を初期の段階から時
間的・地理的に分かりやすく可視化して伝える
ことに置かれている。

大雨警報（浸水害）と洪水警報の危険度分
布がスタートした翌日の7月5日，島根，福岡，
大分の各県では梅雨前線の影響で記録的な豪
雨が降り，気象庁は3県の41市町村に大雨特

─Ⅰ─はじめに

2017年夏，防災気象情報は大きく変わった。
気象庁は7月から「大雨警報（浸水害）の危険
度分布」「洪水警報の危険度分布」という新し
い情報の発表を始めた。前者は大雨で下水道
や側溝から水が溢れ出す内水氾濫の危険度を
5段階に分けてメッシュ上に表示するもの，後
者は全国約2万の中小河川を対象に氾濫の危
険度を5段階に分けてメッシュ上に表示するも
のだ。大雨特別警報も，従来は府や県のほぼ
全域ないしは府県を数ブロックに分けた広域の
市町村に出していたが，7月からは危険度の高
い市町村を絞り込んで発表することになった。

これに先立ち，気象庁は5月から「警報級の
可能性『高』『中』」という表形式の情報を発表

2017年5月から7月にかけて，気象庁は防災気象情報の大幅な変革を行った。変革の重点は，災害の切迫性を
初期の段階から分かりやすく可視化して伝えることに置かれている。本稿は7月5日に島根県や九州北部で起きた
豪雨災害に際して，新たな防災気象情報が差し迫った危機をどのように可視化していたのか，NHKはそれらをどう
伝えたのかを明らかにし，洪水の報道がどのように変わったかを考察したものだ。調査と考察の結果は以下の通り
である。
▶新たな防災気象情報のうち，警報級の可能性「高」「中」と注意・警戒時間帯の色分け表示は，大雨が降る

一定のリスクを伝えていた。しかし，短時間に局所的に発生する積乱雲の予測に限界があることから，並
外れた大雨の可能性を早い時間帯から伝えることはできなかった。

▶大雨警報と洪水警報を補完する浸水害と洪水の危険度分布は，警報発表後の早い段階から危険度最高レベ
ルを表示し，危機が差し迫っている状況を的確に可視化していた。

▶ NHK は大雨特別警報が福岡県内の市町村に発表される 1 時間半以上前から，危険度分布で危険度最高レベ
ルが表示されていることを伝えた。洪水の危険度分布は記者がリアルタイムで解説した。ビッグデータを
高速で処理し，可視化する技術の進展により，リアルタイム解説の高度化が予想される。

▶洪水の危険度分布によって，洪水の報道は中小河川を網羅した，流域全体を対象とする面的スタイルへと
変わった。危険度の高い小さな川の名前を具体的に伝え，本川と支川の相関など流域を俯瞰する解説が行
われた。

2017年夏・防災気象情報の変革と豪雨災害
～報道はどう変わったか～

メディア研究部  福長秀彦
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別警報 1）を出した。このうち，福岡県の朝倉市
黒川では午後から1時間に100ミリ前後の猛烈
な雨が連続して降り，午後9時までの9時間の
降雨量は774ミリに達した。これは平年の7月
1か月分の2倍に相当する2）。

同市をはじめ福岡，大分の両県では中小河
川氾濫や土砂崩れなどが相次ぎ，死者35人，
行方不明6人など甚大な被害が出た 3）。

本稿では，新たな防災気象情報の概略を説
明し，それらが豪雨災害の切迫性をどのように
可視化したのか，公共放送のNHKはそれらを
どう伝えたのかを明らかにする。その上で，可
視化されたリアルタイムデータによって災害報
道，とりわけ洪水の報道のスタイルがどう変
わったかをみていく。

実は，防災気象情報の変革について考察す
る第1稿を書き上げた直後に，今回の豪雨災害

が起きた。最新の動向を伝えたいと思い，内
容を大幅に差し替えた。豪雨から2週間が経っ
た今も，災害現場では行方不明者の捜索が続
いている。新たな防災気象情報が避難にどの
程度活用されたのかなど，掘り下げた検証は
別稿で行いたい。

─Ⅱ─新たな防災気象情報とは
どのようなものか

図1に現在の防災気象情報の体系を示す。
太枠は2017年の変革で新設ないしは変更さ

れた情報で，概略を以下に記す。

① 警報級の可能性「高」「中」
（2017年5月17日～，ホームページで公表）

5日先までに警報発表の基準に達するような
大雨が降る可能性を「高」ないし「中」として

図 1　防災気象情報の体系
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（出典）気象庁資料を基に作成　（注）土砂災害と水害を対象に図示
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表 1　大雨警報（浸水害）危険度分布の色分け

伝える表形式の情報である。大雨が降る可能
性はあるが確実性がさほど高くない場合には，
気象庁はこれまでは情報として発表していな
かったが，「中」として発表することになった。
発表の時間から翌日24時までは6時間区切り，
2日先以降は1日区切りで「高」「中」の可能性
を示す。発表の対象は府県を数ブロックに分
けた地域である。可能性の段階から早めに，
見やすい表形式で情報を伝えることで，市町
村のタイムライン4）による防災対応をバックアッ
プし，住民には早めに用心をしてもらう。

② 注意・警戒時間帯の色分け表示
（2017年5月17日～，ホームページで公表）

大雨や洪水などの注意報や警報を発表する
際に，24時間先までのどの時間帯に，どの程
度の危険が予想されるかを色分けした表で伝
える情報である。表は24時間先までを3時間
ごとに区切り，▶「黄」は注意報レベルの危険
度が予想され，注意が必要な時間帯，▶「赤」
は警報レベルの危険度が予想され，警戒が必
要な時間帯を表す。

従来は注意報や警報の文中に文字で「注意
期間」や「警戒期間」「ピーク時間帯」が記され
ていた。色分け表示によって夜中や明け方に
災害の危険度が高まる見通しを目で見て分かり
やすく伝え，日が暮れる前の避難など早めの
防災対応を促す。

③ 大雨警報（浸水害）危険度分布
（2017年7月4日～，ホームページで公表）

気象庁はこれまで，大雨警報（浸水害）を
発表する基準として1時間雨量と3時間雨量の
予測値を用いてきたが，2017年7月以降はそれ
らに代えて降った雨が地表面にどれだけ溜まっ
ているかを数値化した「表面雨量指数」を採用
した。

この表面雨量指数を使って，市町村のどこ
で浸水害（＝内水氾濫）の危険が高まっている
か，危険度を1キロメートル四方のメッシュごと
に示す危険度分布の情報提供を7月から始め
た。この危険度分布の情報は大雨警報（浸水
害）を補完するものである。危険度は1時間先
までの表面雨量指数の予測値ないしは実況値
で，危険度の低いほうから表1のように5 段階
で色分け表示する。

従来は大雨警報（浸水害）が発表されても，
どこで内水氾濫が起きる危険が高まっている
のかが示されていなかったが，危険が予想さ
れるエリアが明らかにされることになった。

④ 洪水警報危険度分布
（2017年7月4日～，ホームページで公表）

洪水警報は，図1上段の河川のうち水位周
知河川 5）とその他の中小河川で氾濫のおそれ
がある時に，河川名を特定せず市町村ごとに
発表される。個々の河川ごとに洪水予報が出
される洪水予報指定河川は，洪水警報の対象
外である。気象庁はこれまで洪水警報を発表
する基準として，延長が15キロメートル以上の
約4,000の河川は流域雨量指数を，15キロメー

白 「今後の情報に留意する」レベル：普段と同じ
状況

黄 「注意」レベル：予測値が注意報の基準に到達

赤 「警戒」レベル：予測値が警報の基準に到達

薄紫
「非常に危険な」レベル：予測値が警報より１
段上の基準に到達（低地の多くの住宅が床上
浸水のおそれ）

濃い紫
「極めて危険な」レベル：実況値が警報より１
段上の基準に到達（すでに重大な浸水害が発
生しているおそれが強い）

（出典）気象庁資料を基に作成
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表 2　洪水警報危険度分布の色分け

トル未満の約1万6,000の河川は1時間雨量と
3時間雨量の予測値を用いてきた。流域雨量
指数とは上流域に降った雨が地中や地表面を
通って下流域の河川に流出する量を数値化した
もので，1時間や3時間雨量よりも予測精度が
高い。2017年7月以降は流域雨量指数の算出
方法を改善し，延長15キロメートル未満の河
川についても流域雨量指数を発表基準とする。

この流域雨量指数を使って，中小河川のど
こで急激な増水による氾濫の危険度が高まっ
ているかを1キロメートル四方のメッシュごとに
示す危険度分布の情報提供を7月から始めた。
この危険度分布の情報は洪水警報を補完する
ものである。危険度は3時間先までの流域雨
量指数の予測値ないしは実況値で，低いほう
から表2のように5 段階で色分け表示する。

これまでは洪水警報が発表されても，どの中
小河川で氾濫する危険が高まっているのかが具
体的に示されていなかったが，今後は危険が
予想される川が明らかになる。とりわけ，山間
部の中小河川は傾斜が急で，増水すると短時
間で川下の里に濁流が押し寄せるから，危険度
の推移を示すことには重要な意味がある。

⑤ 大雨特別警報「発表地域を絞り込み」
（2017年7月7日～，各メディア）

大雨特別警報は，50年に一度以上の大雨
が予想される場合に発表される。一定時間の
降水量と土壌雨量指数 6）が指標を超えた時に
出される。発表時にはすでに土砂災害や浸水
害が発生している可能性が高い，極めて切迫
度の高い情報である。これまでは府県のほぼ
全域ないしは府県を数ブロックに分けたエリア
で，大雨警報が出ている複数市町村に一律に
発表されてきた。2017年7月からは，前述の表
面雨量指数と流域雨量指数による危険度分布
の判定技術を活用して，危険度の高い市町村
を絞り込んで発表する。2013年の運用開始以
来，初の改訂である。

①〜④で明らかなように，変革の重点は災害
の切迫性を初期の段階から時間的・地理的に
分かりやすく可視化して伝えることに置かれて
いる。

─Ⅲ─新たな防災気象情報は
切迫性をどのように可視化したか

①〜④の防災気象情報は7月5日に発生した
豪雨災害の切迫性をどのように予測し，可視化
していたのだろうか。

1. 2017 年 7 月 5 日の豪雨と線状降水帯

7月5日の天気図（図2）を見ると，午前3時
には梅雨前線が日本海から山陰に伸びている。
前線に向かって東シナ海方面から海上の水分を
たっぷり蓄えた暖かく湿った空気が流れ込んで
いた。図の黒い矢印はこの空気の流れを示して
いる。これによって積乱雲が次 と々発達し，山

水色 「今後の情報に留意する」レベル：普段と同じ
状況

黄 「注意」レベル：予測値が注意報の基準に到達

赤 「警戒」レベル：予測値が警報の基準に到達

薄紫
「非常に危険な」レベル：予測値が警報より１
段上の基準に到達（3 時間後までに氾濫によ
る床上浸水などの被害が出るおそれ）

濃い紫
「極めて危険な」レベル：実況値が警報より１
段上の基準に到達（すでに氾濫による重大な
水害が発生しているおそれが強い）

（出典）気象庁資料を基に作成
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陰上空には積乱雲が連なる「線状降水帯」がで
きた。これが大雨を降らせた。島根県の浜田
市波

は ざ

佐では，午前2時45分までの1時間に82
ミリの猛烈な雨（同地点の観測史上最多），浜
田市弥

や

栄
さか

では午前2時59分までの1時間に63
ミリの非常に激しい雨が観測された。気象庁は
午前5時55分，島根県西部の浜田市など4市
町に大雨特別警報を出した。　

5日正午頃になると梅雨前線は九州北部に南
下した。今度は線状降水帯が九州北部上空に
でき，豪雨をもたらした。南からの湿った空気
は山地と北風に阻まれて滞留し，線状降水帯
が長時間かかり続けた。5日夕
方以降，福岡県と大分県の37
市町村に大雨特別警報が出され
た。

福岡県中南部の朝倉市では，
5日正午頃から突如として豪雨が
降り出した。福岡県が同市黒川
に設置した雨量計の記録（図3）

によると，午後1時までの1時間
雨量が67ミリ，午後 2時までが
93ミリ，午後3時までが124ミ

リ，午後4時までが114ミリなどと凄まじい雨量
となっている。正午から午後9時までの累計は
774ミリと平年の7月1か月分の2倍を観測した。
気象庁のアメダス観測でも，午後3時40分ま
での1時間に，観測史上最も多い129.5ミリを
観測した。アメダスとレーダーを使った解析雨
量でも1時間に110 〜 120ミリの猛烈な雨がた
びたび観測され，福岡県には記録的短時間大
雨情報が5日午後に15回も発表された。

朝倉市をはじめ福岡県や大分県では中小河
川の氾濫，土砂崩れ，内水氾濫が次 と々起き，
甚大な被害が出た。

図 2　天気図（7月5日）

（出典）気象庁資料に加筆　

図 3　朝倉市黒川の降水量（7月 5日）

（出典）福岡県河川防災情報より抜粋

（5 日午前 3 時） （5 日正午）
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2. 警報級の可能性「高」「中」と
　注意・警戒時間帯の色分け表示

警報級の可能性「高」「中」と注意・警戒時
間帯の色分け表示は，初期の段階から災害発
生の可能性を分かりやすく可視化して伝えよう
とするものだ。

松江地方気象台は豪雨が降る前日の4日午
後5時に警報級の可能性「高」「中」の情報を
発表した（図4）。それによると島根県西部に
豪雨が降った時間帯は可能性が「中」となって
いた。また福岡管区気象台が5日午前5時に出
した同情報でも，筑豊，筑後の両地方に豪雨
が降った時間帯は可能性「中」であった。

一方，注意・警戒時間帯の色分け表示のほ
うだが，松江地方気象台は4日午後9時6分，
浜田市に大雨と洪水の注意報を出した際に色
分け表示を発表した。それによると豪雨が降っ
た時間帯は注意報レベルの「黄」となってい
た。また，福岡管区気象台が5日午前9時32
分に朝倉市に大雨と洪水の注意報を出した際

に発表した同情報でも（図5），豪雨が降った
時間帯は注意報レベルの「黄」であった。

気象庁はスーパーコンピューターを使った「局
地予報モデル」の解析結果や大気中の水分
量，雨雲や降水量の実況値などを総合的に判
断して気象の予測を行っている。しかし，積乱
雲はごく短時間で局所的に発生し，数時間以
上前の予測には限界がある。新たな2つの情
報は大雨が降る一定のリスクは示していたが，
並外れた大雨が降る可能性があることを早い
時間帯から伝えることはできなかった。

3. 大雨警報（浸水害）と洪水警報の
　危険度分布

大雨警報（浸水害）と洪水警報の危険度分
布は，危機が差し迫っていることをどのように
可視化していたのか。朝倉市を中心としたエリ
アを対象に，同市に大雨警報（浸水害）と洪
水警報が発表された午後1時14分から午後5
時51分の大雨特別警報発表までの時間帯をみ

図 4　島根県警報級「高」「中」の情報（7月 4 日午後 5 時）

図 5　福岡県「注意・警戒時間帯の色分け表示」（7月 5 日午前 9 時 32 分）

（出典）気象庁資料

（出典）気象庁資料
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ていく。表3に同時間帯に出された情報などの
時系列を示す。

図6は午後1時20 分時点の洪水警報の危険
度分布（以下，洪水の危険度分布）である。図
には朝倉市周辺を流れる12の中小河川の氾濫
の危険度が示されている。図の一番下の太い
河川は洪水予報指定河川の筑後川で，流域雨
量指数ではなく洪水予報のレベルによって危険
度が色分け表示される。12の中小河川のうち，
黒川，桂川，妙

みょう

見
け ん

川，北川の4つの川に「薄
紫」が表れている（図では点線）。「薄紫」は危

険度が2番目に高い「非常に危険な」レベル
で，3時間先までに流域雨量指数が警報より1
段上の基準に到達することが予想され，今後
氾濫が起きるおそれが強いことを示している。
赤谷川など6つの川には「赤」が出ている（図
では灰色の実線）。赤は危険度が上から3番目
で「警戒」レベルである。

図7は午後 2時10 分 時点の大雨警 報（浸
水害）の危険度分布（以下，浸水害の危険度
分布）である。市の東南部が危険度の最も高
い「濃い紫」の「極めて危険な」レベルになっ
ている（図では黒い部分）。これは，表面雨量
指数の実況値が警報より1段上の基準に達し，
すでに重大な浸水害が起きている可能性が高
いことを示している。

朝倉市はこの直後の午後 2時15分に避難準
備・高齢者等避難開始の情報を出し，市内4

図 6　洪水警報の危険度分布
（7 月 5 日午後１時 20 分）

時刻 情報

13:14 大雨警報（浸水害）・洪水警報発表

14:03 大雨警報（浸水害，土砂災害）に更新

14:10 土砂災害警戒情報発表

14:15 避難準備情報

同上 4 避難所開設

14:26 市内全域に避難勧告，市災害対策本部設置

14:40 県道安谷赤谷線全面通行止め

15:00 頃 市内の川が溢れ出し，道路冠水

15:30 蜷城など 5 地区に避難指示

15:30 頃 赤谷川氾濫迫る（目撃情報）

16:00 頃 黒川地区で住宅が浸水（目撃情報）

同上 「浸水で身動きとれず」と消防に救助要請
相次ぐ

同上 八坂地区で男性が行方不明の通報

16:20 松末地区に避難指示，避難所新たに 1 か
所開設

16:30 県道福光朝倉線全面通行止め

17:00 頃 小石原川「氾濫危険水位」超

17:25 志波地区に避難指示

17:40 頃 佐田川が 1 か所で氾濫

17:51 大雨特別警報（浸水害，土砂災害）発表
（出典）気象庁・朝倉市・福岡県の資料及び NHK ニュースを基に作成
（注）「避難準備・高齢者等避難開始」「避難指示（緊急）」は略称で表記

表 3　朝倉市・時系列
（7 月 5 日午後１時 14 分～午後 5 時 51 分）

（出典）気象庁資料を基に作成
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か所に避難場所を開設している。午後 2時26
分には市内全域に避難勧告を出し，災害対策
本部を立ち上げている（表3）。

午後3時10 分の洪水の危険度分布（図8）

では，黒川や桂川，赤谷川，小石原川など朝
倉市内の中小河川のほとんどが，危険度最高
レベルの「濃い紫」（図では黒い実線）に変わっ
ていた。

現実はどうであったろう。時系列の表をみる
と，図8の危険度分布の直前，午後3時頃に
は朝倉市内の河川（河川名は不詳）が溢れ始
め，道路が冠水している様子が撮影されている

（NHKへの視聴者提供映像）。午後3時半頃
には赤谷川が増水して氾濫寸前になっている
のが，午後4時頃には黒川地区の住宅が水に
浸かっているのが目撃されている。この頃には
消防に住民から「浸水で身動きがとれない」と

救助要請が相次ぎ，市役所には「八坂地区で
浸水した住宅の排水作業をしていた男性が行
方不明になった」との通報があった。「濃い紫」
の表示が出た桂川や黒川は，正確な時間は確
認されていないが，午後3時過ぎから夜にかけ
て氾濫が起きたものとみられている。水位周知
河川の小石原川は午後5時頃に朝倉市甘木の
観測地点で氾濫危険水位の2.2メートルを超え
た。

最も雨足が激しかったのは午後3時40 分ま
での1時間で，雨量は129.5ミリに達したのだ
が，その40 分後，午後4時20 分の浸水害の
危険度分布（図9）では，朝倉市のほとんどの
地域が危険度最高レベルの「濃い紫」（図では
黒い部分）になっていた。そして午後5時51
分，朝倉市に大雨特別警報が出された。

浸水害と洪水の危険度分布は的確に危機

図 7　大雨警報（浸水害）の危険度分布
（7 月 5 日午後 2 時 10 分）

図 8　洪水警報の危険度分布
（7 月 5 日午後 3 時 10 分）

（出典）気象庁資料を基に作成 （出典）気象庁資料を基に作成
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の切迫を予測し，可視化していた。豪雨災害
の前日に運用が始まったばかりで，活用した自
治体や住民もそう多くはなかったかもしれない
が，今後の減災対応に有力なツールとなりそう
である。

─Ⅳ─NHKはどのように伝えたか

公共放送のNHKは気象業務法によってメ
ディアの中で唯一，警報，特別警報の迅速な
放送が義務づけられている。そのNHKは今回
の危険度分布をテレビ（総合・全国波）でどの
ように伝えたのだろうか。

1. 洪水の危険度分布をリアルタイムで解説

NHKは7月4日午後から浸 水害と洪水の
危険度分布の運用が始まることを，前日夜の

『ニュース7』や当日朝の『おはよう日本』など
で伝えた。台風 3号が接近し，4日には九州
への上陸が予想されていたこともあり，視聴者
や自治体に新たな防災気象情報を知ってもら
おうと放送した。7月5日の豪雨災害では，自
らの災害報道にも活用した。危険度分布は警
報を補完する情報なので，警報のように字幕
で速報はしなかったが，ニュースの解説や気
象情報で多用した。危険度分布は表面雨量指
数や流域雨量指数の予測値や実況値に基づく
メッシュ情報が10 分間隔で更新される。記者
解説では気象庁がホームページで公開してい
る洪水の危険度分布を放送画面に取り込み，
記者がパソコンを操作しながら，リアルタイム
で最新の状況を解説した。一方，気象情報で
は気象予報士が浸水害と洪水の2つの危険度
分布を重ね合わせた図を使って伝えた。図は
放送直前に配信されたデータを使って作成し
たものだ。5日午後，NHKは朝倉市などに大
雨特別警報が発表される1時間半以上前から
危険度分布による解説を行った。

2. 洪水報道の変貌とリアルタイム解説

5日午後1時28分，気象庁はアメダスとレー
ダーによる解析雨量で朝倉市付近では1時間に
110ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして，

「記録的短時間大雨情報」を出した。NHKで
はこれを地域向けに速報するとともに，午後 2
時，午後3時とニュースのトップで九州北部の
豪雨を放送した。午後3時台には各地の記録
的短時間大雨情報が3回も発表された。

午後4時6分過ぎ，情報番組『4時も！シブ
5時』の気象情報コーナーで，浸水害と洪水の
2つの危険度分布を重ね合わせた図が放送さ
れた。気象予報士は，朝倉市など広い地域が

図 9　大雨警報（浸水害）の危険度分布
（7 月 5 日午後 4 時 20 分）

（出典）気象庁資料
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危険度最高レベルの「濃い紫」になっているこ
とを伝えた（画像1）。この図は放送前の午後3
時半のデータを使ったものであった。

午後4時43分からは社会部の災害担当記者
が解説を行った（画像2）。記者は，「予想を大
きく上回る大雨が住民の準備が整わないうちに
降り，大変危険な状態になっている」と全体状
況を踏まえた上で，パソコンを使いながら，リ
アルタイムで表示されている洪水の危険度分布
を伝えた。解説の要点は以下の通りである。
▶ 朝倉市のほとんどの川が危険度最高レベル

の「濃い紫」で，どこで氾濫が起きていて

もおかしくないほどの危険な状況に
ある。

▶ 「濃い紫」の水位周知河川の佐田川は
まもなく氾濫危険水位に達する見込み
だが，上流域に大雨が降っているの
で，今後さらに水位が急上昇する可能
性がある。周辺には住宅もあり，溢れ
出すと浸水被害が広がるおそれがあ
る。

▶ 一級河川の筑後川に流れ込んでいる
小さな川についても急激に水位が上
昇し，危険が迫っている。

▶  安全確保の原則として，氾濫によってすで
に浸水している場合には，自宅ないしは自
宅近くの頑丈な建物の 2 階以上に退避する。
午後5時19分には，福岡県添田町を流れる

洪水予報指定河川「彦
ひこさん

山川」が同町桝田地区
で氾濫している映像が放送された。国土交通
省九州地方整備局の監視カメラが捉えた映像
である。彦山川は上流域で午後5時前に堤防
設計上の最高水位である「計画高水位」を超え
ていた。記者は危険度分布の図で彦山川を示
し，上流域で彦山川に合流する中小河川の水
位が急上昇していると解説した。

一般に本川に注ぐ支川が増水すると，本川
の水位が上がる。本川の水位が一定以上に高
くなると，支川の水が本川へと流れにくくなり
支川は溢れやすくなる。彦山川支流の中小河
川は「薄紫」ないしは「濃い紫」になっていた
から，こうした本川と支川の関係で上流域が非
常に危険な状態になっていることが明瞭に見て
取れた。

NHKでは，午後5時51分に大雨特別警報
が出された後も危険度分布の解説を続けた。

危険度分布によって，洪水災害の報道スタイ

画像 1　浸水害・洪水の危険度分布の解説

画像 2　洪水危険度分布の記者解説

（注）NHK 総合・気象情報

（注）NHK 総合・ニュース
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ルは大きく変わった。氾濫の危険を伝え
る場合，これまでは，大河川の水位と増
水している地点の映像（監視カメラ・ヘリ）
を組み合わせた，ピンポイント的なスタイ
ルが主流で，流域の個々の中小河川まで
キメ細かく伝えきれていなかった。中小河
川は水位の上昇が速く，短時間で川下に
濁流が押し寄せるが，水位や流量の観測
施設が整っていない場合が多く，状況が
把握しにくかった。

しかし，今回は危険度分布を使って流域全
体を対象とする面的な報道を行った。小さな
川であっても危険度が高ければ具体名を伝え
た。また，本川と支川の水の流れなど流域全
体を俯瞰した解説を行った。

午後3時半頃からNHKには，河川の増水
や住宅の浸水などの断片的な情報や映像が住
民や行政機関から寄せられていたが，それら
を洪水の危険度分布のリアルタイム解説と組
み合わせて伝えることで，個々の情報が全体
状況の中でどのように位置づけられるのかが
明確になった。

3. NMAPS による
   リアルタイム解説の高度化

今回の豪雨災害で，NHKは気象庁のホーム
ページで公開されている危険度分布を放送に
取り込んで伝えた。ホームページの画面をその
まま放送したために，河川名や市町村名が小さ
くてやや見づらかった。これからは，もっと視
聴者が理解しやすいようによりビジュアルな画
面に加工したものを放送する方針である。現在
は洪水の危険度分布と合成している浸水害の
危険度分布についても，今後は加工が検討さ
れよう。

画像などの加工にはNHKが近年開発した
NMAPS（News Mash up Advanced Probe 
System）が使われる。NMAPSは膨大で多様
なデジタルデータをリアルタイムで処理し，より
分かりやすく可視化する基盤システムである。
NMAPSを使うと，視聴者に見せたい部分を
見せたい大きさで描画できる。各種データに基
づく多様な解析を重ね合わせて（Mash up），
立体的に描画することも可能だ。NMAPSは
2014年10月の台風19号の際にはじめて使われ
た。この時は台風に伴う風の流れや強さ，土
壌雨量指数を地図に重ね合わせて立体的に可
視化した。今では，気象庁が配信する降水ナ
ウキャストや土砂災害警戒判定メッシュ情報
などのデータを更新のたびにリアルタイムで処
理し，ビジュアルに描画するのに使われている

（画像3）。
災害は大雨や洪水などの気象現象の激しさ

（誘因）と，地形や地盤，住宅の立地状況などそ 
れぞれの地域に固有の自然・社会条件（素因）
を“関数”として起きる。危険度分布など防災
気象情報は誘因の情報であり，土砂災害警戒
区域や浸水想定区域，河川の重要水防箇所 7） 

は素因の情報である。将来的にはNMAPS
によってさまざまな誘因と素因の情報を8K上

画像 3  NMAPS による土壌雨量指数の描画

（注）2016 年 6 月 24 日近畿地方向け放送
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にMash upして，リアルタイム解説に活用する
ことも検討されるようになるだろう。本格的な
Mash upの実績はまだないが，土砂災害警戒
区域と浸水想定区域はすでにNMAPSに実装
されている。

─Ⅴ─おわりに

今回の災害では，積乱雲の線状降水帯に
よって予測を上回る豪雨が突如として降り出し，
逃げる準備も整わないまま多くの方が亡くなら
れた。肉親を失い，家財も流されて途方に暮れ
ている方々も多い。新たな情報の危険度分布
はスタートしたばかりで，それほど多くの人が
急場に活用したとは考えにくいが，大雨特別警
報が発表されるかなり前から，事態が極めて
深刻化していることを的確に可視化していた。
情報が一人でも多くの命を救う「減災」に生か
されるためには，どのような事柄が必要なのだ
ろうか。豪雨災害に急きょ対応した今回は，そ
の点について検証する余裕がなかったが，今
後，掘り下げた調査研究を行い，論述したい
と考えている。

豪雨災害の多発によって防災気象情報は細
分化し，災害の切迫性の高まりを時間的・空
間的に可視化して伝える方向に向かっている。
それに伴って膨大で多種多様なデジタルデー

タが刻 と々配信されるようになってきている。
NHKはデジタルデータが示す流域の危機的状
況をリアルタイムで解説した。

リアルタイム解説は，最新のデータをよりグ
ラフィカルな画面に加工して，分かりやすく具
体的に伝えることを目指している。災害の危険
が迫る「いま」と「これから」を伝えるリアルタ
イム解説は災害報道で確実に比重を増していく
ことになるであろう。　     

 （ふくなが ひでひこ）

注：
1） 大雨警報と同様に大雨特別警報（土砂災害）と

同（浸水害）の区別があるが，本稿では簡略化
のため区別は表記しない。

2） 福岡県河川防災情報。
3） 内閣府調べ（2017 年 7 月 25 日午前 7 時現在）。

福岡・大分両県の住宅の損壊は 315 棟，浸水被
害は 1,394 棟に上っている。

4） 国土交通省によると，タイムラインとは「いつ」
「誰が」「何をするか」をあらかじめ時系列で整
理した防災行動計画のこと。

5） 水位周知河川とは，氾濫すると重大な被害が出
るおそれがあるが，流域面積が比較的小さいた
めに，洪水予報を行う余裕がなく，国や都道府
県が氾濫危険水位など水位を周知する河川。

6） 土壌雨量指数とは，降った雨が地中にどれだけ
溜まっているかを指数化したもの。大雨警報

（土砂災害）や土砂災害警戒情報の発表基準と
して使われている。

7） 重要水防箇所は堤防の高さや幅が不足し，氾濫
のおそれがある河川区間を示したもの。


