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1. はじめに
1km 以下のメッシュの様々な降雨情報（以下詳細降雨情報と呼ぶ）は、近年の短時間降雨量の増大傾向とそれに
伴う防災面のニーズから開発・公開が進み、気象庁等の Web サイトで閲覧可能である。しかし、これらの情報を土
砂災害等の警戒避難支援情報として活用するためには、閲覧のみでなく情報を一元管理し、様々な情報と比較、重
ね合せなどの解析を行い、結果を共有する必要がある。
このため、本研究では幅広い人たちが利用可能なオープンソース GIS で詳細降雨情報の取扱方法を確立するとと
もに、災害フェーズに応じて必要な情報を柔軟に分析・表示し、土砂災害等の警戒避難判断の支援情報として活用
できるようにすることを目的とした。
(1) 詳細降雨情報とオープンソース GIS
a）詳細降雨情報
現在、気象予報会社を通じて入手可能な詳細降雨情報は、表 1.1に示す通りである。詳細降雨情報は、対象スケー
ルが小さいほど予測精度が上がる一方で予測時間は短くなっている。これを土砂災害等の警戒避難支援情報で活用
するためには情報を一元管理し、短時間での降雨情報と長時間の降雨情報、土砂災害の警戒程度（土壌雨量指数）
に関する情報等を柔軟に重ね合せて分析を行う必要がある。
表 1.1 詳細降雨情報

気象情報名

対象ｽｹｰﾙ

解析雨量

1km ﾒｯｼｭ

降水短時間予報

1km ﾒｯｼｭ

降水ナウキャスト

1km ﾒｯｼｭ

高解像度降水ナウキャスト

250m ﾒｯｼｭ

土砂災害警戒メッシュ情報

5km ﾒｯｼｭ

1

予測時間
降雨実績
6 時間先までの
各 1 時間毎
1 時間先までの 5
分毎
1 時間先までの 5
分毎
2 時間先の予測

更新時間
30 分間隔
30 分間隔
5 分間隔
5 分間隔
10 分間隔

b）オープンソース GIS
オープンソース GIS は、インターネットなどを通じてソースコードが無償で公開され、誰でもそのソフトウェ
アの改良、再配布が行える GIS ソフトであり、近年、機能・操作性が向上し急速に普及が進んでいる。代表的な
オープンンソース GIS を表 1.2に示す。表に示すとおり、様々なオープンソース GIS が開発・公開されており、目
的に応じて様々な GIS を選択して使用することができるようになってきている。
表 1.2 代表的なオープンソース GIS
種類

名称

特徴
・地図ﾃﾞｰﾀの編集・追加・削除が可能
ＱＧＩＳ
・GUIによる操作（比較的容易）
・ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝが豊富（高機能）
DESKTOP GIS
・地図ﾃﾞｰﾀの編集・追加・削除が可能
GRASSGIS
・衛生画像処理に強い
・WEBﾌﾞﾗｳｻﾞで操作可能
WEB GIS
OpenLayers
・ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾗｲﾝ・ﾎﾟﾘｺﾞﾝの入力編集可能
・大量のﾃﾞｰﾀを安定的に処理
空間 DataBase PostGIS
・SQL文で操作（GUIは要作成）
・ビューワーが必要
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2. 研究手順
研究は、大きく以下に示す 5 段階の手順で実施した。
（1） 配信データの変換
（2）各種データ型式とオープンソース GIS の最適化の検討
（3）土砂災害等の警戒避難支援情報としての活用の検討
（4）警戒避難支援情報提供機能の実装と検証
（5）報告書・マニュアルの作成
研究手順のフロー図を図 2.1に示す。

(1)配信ﾃﾞｰﾀの変換

(2)各種ﾃﾞｰﾀ型式とｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ
GIS の最適化の検討

(3)土砂災害等の警戒避難支
援情報としての
活用の検討

(4)警戒避難支援情報提供機
能の実装と検証

(5)報告書・ﾏﾆｭｱﾙの作成

図 2.1 研究フロー
次節以降に、それぞれの手順について詳述する。
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(1) 配信データの変換
気象予報会社から配信される詳細降雨情報は、高比率で圧縮されたバイナリデータ（GRIB2）である。これを、社
内サーバで受信して、GIS で取扱い可能なデータベース・ラスタ・ベクタ等の複数のデータ型式に変換した。
a）詳細降雨関連データの受信
詳細降雨関連の気象データは、内容、スケールによりデータ容量や配信タイミングが異なる。
受信した詳細降雨データとデータ容量の一覧を表 2.1に示す。
表 2.1 詳細降雨関連の配信データ一覧
データ名称
土砂災害警戒判定メッシュ
１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶ
降水ナウキャスト（５分）
高解像度降水ナウキャスト

内容

スケール

土砂災害警戒判定値
解析雨量
降水短時間予報値
降水短時間予報値
瞬間的な降水強度
５分間積算降水量

5km
1km
1km
1km
250m
250m

配信時刻
10分毎（*0分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
30分毎（14分、44分）
30分毎（19分、49分）
5分毎（*3分，*8分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

図 2.2 1 時間あたりの配信データ容量
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容量
(MB/h)
0.3
1
2
120
960
960

b）配信データの変換
配信データを社内サーバで取得し、社内作業環境にて複数のデータ型に変換を行った後、社内サーバで GIS デ
ータとして保管した。
配信データの変換手順イメージを下図に示す。
①
②
③

FTP 送信にて配信される気象データを社内サーバに取得する。
取得したデータを、降雨データ値(テキストファイル)に変換する。
降雨データ値（テキストファイル）を GIS データ型式（データベース型式、ラスタ型式、ベクタ型式）に
変換し、社内サーバに保管する。

図 2.3 配信データ変換手順
変換後の降雨データ値はデータ容量が大きくなり安定運用に不安がある。そのため、GIS でリアルタイムにデー
タを表示した場合の安定運用の指標として表 2.2に示す各データの変換時間、変換後のデータ容量、GIS での表示
時間等を評価した。さらに、安定運用が難しいと判断した場合には、データ使用の可否、データ変換範囲の絞り込
み等の検討を行った。
表 2.2

安定運用指標（配信データ→気象データ値の変換）

気象データ名称

配信データ
取得率(％)

土砂災害警戒判定メッシュ
１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶ
降水ナウキャスト（５分）
高解像度降水ナウキャスト
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データ
変換時間

変換後
データ容量

総合評価

対処等

(2) 各種データ型式とオープンソース GIS の最適化の検討
変換した複数のデータ型式と様々なオープンソース GIS との組合せのケースにおける機能、操作、表示について、
処理速度、操作の平易さ、表示の視認性等を指標として評価し、詳細降雨情報を一元管理・解析・共有する上で最
適なデータ型式とオープンソース GIS の組合せを検討した。
a）GIS データ型式の検討
(1)で変換した GIS データについて、その型式の違いによるデータ容量はベクタ型式＞データベース型式＞ラスタ
型式であるが、複雑な空間分析にはベクタ型式、データベース型式が適しているという特徴を持っている。そこで、
それぞれのデータ型式について、変換手順、変換速度、表示速度等から、望ましい使用方法を検討した。
下表に GIS データ型式の検討項目一覧表を示す。
表 2.3 GIS データ型式の検討項目一覧
GISデータ型式

データベース

ラスタデータ

ベクタデータ

特徴

変換手順

変換速度

表示速度

多次元データの保
持

総合評価
(使用方法)

通常のデータベースに空間情報を関係付
け、空間情報の操作が行えるリレーショナ
ルデータベース。データ容量はラスタより大
きく、ベクタより小さい。
縦横に規則正しく配列された「セル」を単位
としてモデリングされたデータで連続的に変
化する事象を表すのに適する。データ容量
は小さい。
地理情報をXYの座標で構成される図形で
表現したデータを、明確な位置や境界を示
す地物を表すのに適する。データ容量は大
きい。

b）GIS データ型式とオープンソース GIS の最適化の検討
変換した GIS データ型式とオープンソース GIS の組み合わせについて、表示速度、データ表示、機能性、操作性
等に基づき、望ましい使用方法を検討した。GIS データ型式とオープンソース GIS の組み合わせ検討項目一覧を表
2.4示す。
表 2.4
オープンソースGIS

GIS データ型式とオープンソース GIS の組み合わせ検討項目一覧

特徴

QGIS

・地図データの編集、追加、削除が可能
・GUIによる操作（比較的容易）
・プラグインが豊富（高機能）

Grass

・地図データの編集、追加、削除が可能
・衛星画像処理や水分析に強い

PostGIS

・大量のデータを安定的に処理
・SQL文で操作（GUIは要作成）
・空間データの視覚化機能が無い

データ型式

表示（読込み）
速度

データベース
ラスタデータ
ベクタデータ
データベース
ラスタデータ
ベクタデータ
データベース
ラスタデータ
ベクタデータ
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評価指標
視認性
機能性
（データ表示）

操作性

総合評価
（使用方法）

(3) 土砂災害等の警戒避難支援情報としての活用の検討
詳細降雨情報を土砂災害等の警戒避難支援情報として活用するため、自治体の防災担当職員を対象に災害対応フ
ェーズに応じた必要な情報をアリングし整理した。
a）現状の土砂災害警戒避難基準における気象情報の活用状況
ヒアリングに先立ち、現状の土砂災害警戒避難基準における気象情報の活用状況の事例を整理した。
表 2.5に土砂災害警戒・避難基準における気象情報の活用状況一覧を示す。
表 2.5 土砂災害警戒・避難基準における気象情報の活用状況一覧
気象情報名称

情報概要

地域単位
大雨による浸水・土砂災害などが発
生するおそれがあると予想したときに 予報と流域特性等を考慮して解析
発表
大雨による重大な浸水災害・土砂災
害などが発生するおそれがあると予 予報と流域特性等を考慮して解析
想したときに発表
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
高まった時に、避難勧告判断や自主
予報と流域特性等を考慮して解析
避難の支援のため、対象の市町村を
特定して、気象庁と都道府県が共同
で発表

警戒・避難基準・活用状況

メッシュ精度・予測時間帯

解析方法

更新時間

大島町

3～6時間前
短時間降雨に関しては、2～3時間前

適宜

注意喚起

市町村（東京特別区 3～6時間前
は区）を原則
短時間降雨に関しては、2～3時間前

適宜

避難準備情報
+強い雨→避難勧告

市町村

2時間前

適宜

避難指示

土砂災害警戒メッシュ情報

土砂災害警戒情報を補足する情報。
5kmﾒｯｼｭ毎に、土砂災害発生危険度
を5段階に判定した結果を表示。
2時間先までの土壌雨量指数を用い
薄い紫：予想で土砂災害警戒情報の
る
基準に到達
濃い紫：実況で土砂災害警戒情報の
基準に到達

5kmﾒｯｼｭ

2時間前

10分間隔

記録的短時間大雨情報

区域ごとの決定している数年に一度
程度しか発生しないような短時間の大 観測(地上の雨量計による観測)した
雨（80～120mm/ｈ）を、観測したとき り、気象レーダ等で解析
に、府県気象情報の一種として発表

市町村を原則として
まとめた、二次細分

－ (降雨実績)

適宜

-

大雨特別警報

台風や集中豪雨により数十年に一度
の降雨量となる大雨が予想され、若し
くは、数十年に一度の強度の台風や 予報と流域特性等を考慮して解析
同程度の温帯低気圧により大雨にな
ると予想される場合に発表。

市町村

3～6時間前、短時間降雨に関しては、2～3
適宜
時間前

-

大雨注意報

大雨警報

土砂災害警戒情報

降水短時間予報

降水ナウキャスト

市町村を原則として
まとめた、二次細分

予測時間

解析雨量により毎時間の降水量分布
が得られる、降水量分布を利用して降
過去の降水域の動きと現在の降水の
水域の移動速度を推定し、この移動
分布を基に、目先1～6時間までの降
1kmﾒｯｼｭ
速度を使って直前の降水分布を移動
水の分布を1km四方の細かさで予測
させて、6時間後までの降水量分布を
作成
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、
〃
1kmﾒｯｼｭ
さらに過去1時間程度の降水域の移
詳細降雨情報
動や地上・高層の観測データから求め
た移動速度を利用

高解像度降水ナウキャスト

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
気象レーダーの観測データを利用し
タ、ウィンドプロファイラやラジオゾンデ 250mﾒｯｼｭ
て、250m解像度で降水の短時間予報
の高層観測データ、国土交通省Xバン
ドレーダ（XRAIN）のデータも活用し、
降水域の内部を立体的に解析

Ｃbandレーダー

気象レーダーによる解析降雨実績

Ｘbandレーダー

〃

気象レーダーによる観測データの解析 1kmﾒｯｼｭ
-

250mﾒｯｼｭ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

6時間先までの各1時間毎

30分間隔

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

1時間先までの5分毎

5分間隔

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

30分先まで

5分間隔

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

－ (降雨実績)

5分間隔

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

－ (降雨実績)

１分間隔

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの閲覧のみ

現在活用している気象情報
今回研究で検討する気象情報

※東京都大島町の事例は 2014 年 10 月放送の NHK 報道番組を元に整理
表中右欄の東京都大島町の例に示す通り、警戒・避難基準としては大雨注意報、警報及び土砂災害警戒情報が使
用されており、今回の研究で検討する土砂災害警戒メッシュ情報、降水短時間予報、降水ナウキャスト、高解像度
ナウキャストについては警戒避難の参考情報としてインターネットでの閲覧に留まっている。
土砂災害警戒避難基準と気象情報の関係を図 2.4に示す。
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※③αはインターネットを参照している。
図 2.4 警戒避難での気象情報の活用事例
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b）ヒアリング調査
詳細降雨情報を土砂災害等の警戒避難支援情報として活用する方向性を確認するため、自治体の防災関係者への
ヒアリング調査を行った。
① 対象自治体でのヒアリング
ヒアリング対象自治体は、離島の事例として鹿児島県徳之島町と、山間地の事例として鳥取県若桜町とした。

鳥取県若桜町

鹿児島県徳之島町

図 2.5 ヒアリング対象自治体の位置
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徳之島町と若桜町の概要は以下の通りである。
徳之島町
面積：104.92k ㎡
人口：11,081 人（2015.12）
人口密度：106 人/km²

写真 2.1 徳之島町の土砂災害危険地区の状況





若桜町
面積：199.18k ㎡
人口：3,248 人（2016.2）
人口密度：16.3 人/km²

写真 2.2 若桜町でのヒアリングの状況

10

② ヒアリング内容
対象自治体の防災担当者に対して、東京都大島町の事例を示した上で注意喚起、避難準備、避難勧告、避難指
示のそれぞれの災害（警戒避難）フェーズに応じた気象情報の活用状況を、情報の取得、分析、判定の各段階に
分けてヒアリングした。また、現況の警戒避難体制の問題点と現在の PC の使用環境についてもヒアリングを行
った。ヒアリング内容を図 2.6、図 2.7に示す。

図 2.6 ヒアリング内容（1）
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図 2.7 ヒアリング内容（2）
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(4) 警戒避難支援情報提供機能の実装と検証
前節までに検討した土砂災害等の警戒避難支援情報提供機能を、オープンソース GIS を使用したシステムに実装
した。
実装したシステムの導入にあたり、オープンソース GIS を自治体内に導入し外部にアクセスする必要があるため、
自治体内の通信環境について以下に示すような項目を調査し、それに適合した通信方法を選択した。
▼システム設置時の調査項目
・オープンソース GIS のインストールに関するセキュリティ
・インストールする PCの性能
・通信環境
・他の警戒・避難情報システム及び情報連携・整合 等
実装したシステムを徳之島町の防災担当部署に設置し、以下に列挙する使用感・実用性等の効果を検証すると共
に課題を整理した。
▼使用感
・表示のわかり易さ
・操作の平易さ
・操作速度
・操作時間（拘束時間）等
▼実用性
・警戒避難支援情報提供機能の活用回数
・活用による避難行動の有無
・災害の発生状況（予測に対する実現象） 等

(5) 報告書・マニュアルの作成
研究の成果と課題を報告書に整理するとともに、詳細降雨情報を土砂災害等の警戒避難支援情報として活用する
ための方法、手順、注意点等をマニュアルにとりまとめた。
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3. 研究成果
(1) 配信データの変換
気象予報会社から配信される詳細降雨情報のバイナリデータを、GIS で取扱い可能なデータベース・ベクタ等の複
数のデータ型式に変換した。
a）気象データの取得
気象データの取得は、インターネットを介して 2015 年 10 月から開始した。なお、インターネットの接続は光通
信・1GB/ｓの通信速度で、社内 LAN は LAN ケーブル・100MB/s である。
2015 年 10 月から 2016 年 4 月初旬までの約半年間の各データの取得率を表 3.1に示す。表に示す通り、土砂災害警
戒判定メッシュ、高解像度降水ナウキャストで若干の取得漏れがあったものの、ほぼ 100%の取得率であった。また、
このデータの取得漏れとは別に、サーバーの電源の故障により 3 月末の 1 週間程データが取得できなかった期間があ
った。
表 3.1 取得状況一覧
データ名称

内容

土砂災害警戒判定メッシュ
１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶ
降水ナウキャスト（５分）
高解像度降水ナウキャスト

スケール

土砂災害警戒判定値
解析雨量
降水短時間予報値
降水短時間予報値
瞬間的な降水強度
５分間積算降水量

5km
1km
1km
1km
250m
250m

容量 取得状況 通信状態
(MB/h)
0.3
99.94% 取得漏れが15回（1回1件）
1 100.00% 良好
2 100.00% 良好
120 100.00% 良好
960
99.91% 取得漏れ3回（1回4,5件）
960
99.91% 取得漏れ3回（1回4,5件）

データ取得を行った約半年間における、データ容量の最大と最小を表 3.2に示す。データの最大容量は高解像度降
水ナウキャストの約 5GB/d であった。最大/最小比は、もっとも大きい降水ナウキャスト（5 分）で約 25 倍であった。
また容量が大きいデータの保存時間を確認したところ、１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶと高解像度
降水ナウキャストにおいて配信時刻と比べて 1 分間の遅延があった。
表 3.2 配信データ容量・保存時間
容量
データ名称
土砂災害警戒判定メッシュ
１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶ
降水ナウキャスト（５分）
高解像度降水ナウキャスト

内容
土砂災害警戒判定値
解析雨量
降水短時間予報値
降水短時間予報値
瞬間的な降水強度
５分間積算降水量

配信時刻

スケール

5km
1km
1km
1km
250m
250m

10分毎（*0分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
30分毎（14分、44分）
30分毎（19分、49分）
5分毎（*3分，*8分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）
5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

(MB/h)
0.3
1
2
120
960
960

データ容量（ＭＢ/d）
最大/最小 データ保存
最大
最小
比
時間
（2015/12/10） （2015/10/14）
0.79
0.589※
1.34 on time
14.46
1.76
8.23 1分遅延
92.51
10.38
8.91 1分遅延
2208.00
85.00
25.98 on time
4792.00
228.00
21.02 1分遅延
1643.00
102.00
16.11 1分遅延
※（2016/04/07）

配信される気象データの容量は最大約 5GB/d と大きいが、通常のインターネット環境で問題なく受信できること
が確認された。またデータ容量が大きい場合も保存時間の遅延は 1 分で、リアルタイム表示を行う場合でもほぼ影
響が出ない範囲であった。
一方で、機械トラブルや若干のデータ取得漏れも生じており、警戒避難支援情報システムとして運用する上では、
データ取得に関してアラート機能・バックアップ機能が必要であることが明らかとなった。
なお、本研究で使用したデータは気象予報会社から購入しており、1 か月約 10 万円程度の費用である。

14

b）配信データの変換
配信データは GRIB2 というフォーマットである。GRIB2 は、国際気象通報式 FM92 GRIB 二進形式格子点資料気象
通報式(第 8 版)1）の略称のバイナリデータであり、これを GIS で表示・解析するためには解読（デコード）処理を行
い、GIS で使用可能な形式に変換する必要がある。
本研究では、GIS で表示・解析が最も容易であると想定されるテキストデータに変換するために、GRIB2 をデコー
ド処理するツールとしてインターネットで公開されている「wgrib2」を使用し、変換されたテキストデータを
PostGIS（PosgreSQL）に格納した。なお、データ処理は DOS バッチを使用して自動化した。図 3.1に配信データの処
理フローを示す。

１．気象データ GRIB2 形式を取得する

２．「wgrib2」にて展開処理する

３．気象データテキストに変換する

４．PosgreSQL 機能で PosgreSQL にインサートする

５．PosgreSQL に格納される

図 3.1 配信データ変換処理フロー
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配信データの変換一覧を表 3.3に示す。変換に要した時間は、1km メッシュの解析雨量のデータでは、狭域（徳之
島町対象予報：約 86,000 レコード=北海道と同程度の範囲）で約 1 分程度、日本全域（8,060,000 レコード）で約 8 分
程度であった。また、1km メッシュの予報データでは 6 時制分データを保持しているため、狭域で 10 分程度、全域
で 48 分程度であった。
なお、高解像度ナウキャストのデータは、データ区分が細かく容量も大きいことから、本研究でのリアルタイム
表示の評価対象外とした。

表 3.3 配信データ変換一覧
データ名称
土砂災害警戒判定メッシュ

内容

スケール

配信時刻

データ容量（ＭＢ）
変換前
変換後

評価

全域

土砂災害警戒判定値

5km

10分毎（*0分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

0.004

0.827

1秒

3秒 表示対象

解析雨量

1km

30分毎（14分、44分）

0.24

19.70

1分35秒

8分39秒 表示対象

降水短時間予報値

1km

30分毎（19分、49分）

1.67

降水短時間予報値

1km

5分毎（*3分，*8分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

1.67

瞬間的な降水強度

250m

5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

26.07

５分間積算降水量

250m

5分毎（*2分，*7分 [* = 0, 1, 2, 3, 4, 5]）

11.21

１㎞メッシュ解析雨量・降水短時間予報ＧＰＶ

降水ナウキャスト（５分）

データ速度
狭域

高解像度降水ナウキャスト
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19.50×
6=117.03
19.50×
6=117.03
0.007×
24822=173.75
0.007×
24822=173.75

1分42秒×6＝
10分12秒
1分42秒×6＝
10分12秒

8分01秒×6＝
48分06秒
8分01秒×6＝
48分06秒

-

-

対象外

-

-

対象外

表示対象
表示対象

(2) 各種データ型式とオープンソース GIS の最適化の検討
a）GIS データ形式の検討
(1)で変換したデータを、更に各 GIS データ形式に変換し、変換手順、変換速度、表示速度、多次元データの保持
の可否を検討した。検討結果を表 3.4に示す。
GIS データ形式のうち、データベースは b)の配信データ変換で PosgreSQL に格納されており、変換の必要は無い。
また、ベクタデータは QGIS を介して変換を行う必要があるものの、その他の検討項目については、データベースと
大きな差はない。一方で、ラスタデータに関しては QGIS を介して変換を行う必要があり、複数データの保持も不可
能である。このことから、本研究ではラスタデータは使用しないこととした。
表 3.4 GIS データ形式の検討一覧
GISデータ形式

特徴

変換手順

変換速度

表示速度

複数データの保持

総合評価

データベース

通常のデータベースに空間情報を関
係付け、空間情報の操作が行えるリ
postgisデータとして変換済み
レーショナルデータベース。データ容量
はラスタより大きく、ベクタより小さい。

全域：1分未満
狭域：即時表示

保持可能

◎

ベクタデータ

地理情報をXYの座標で構成される図
形で表現したデータを、明確な位置や
全域：3分15秒 全域：2～3分
postGIS→QGIS読み込み→shpへ変換
境界を示す地物を表すのに適する。
狭域：5秒
狭域：即時表示
データ容量は大きい。

保持可能

○

ラスタデータ

縦横に規則正しく配列された「セル」を
単位としてモデリングされたデータで連 postGIS→QGIS読み込み→shp→ラスタ 全域：3分16秒 全域：1分未満
続的に変化する事象を表すのに適す へ変換
狭域：6秒 狭域：即時表示
る。データ容量は小さい。

保持不可

△
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全域：変換済
狭域：変換済

b）GIS データ型式とオープンソース GIS の組合せの最適化の検討
変換した GIS データとオープンソース GIS の組合せについて、表示速度、視認性、機能性、操作性を検討した。
検討結果を表 3.5に示す。
表中の一番上に記載した QGIS は代表的なオープンソース GIS であり、全ての評価指標で良好であった。PostGIS
はジオメトリデータが取り扱えるデータベースであり、大量のデータを安定的に処理できる点では気象データの取
扱いに向いているが、可視化機能がなく、他の GIS ソフトに依存する必要がある。このため最適な組合せとして、
PostGIS でデータ処理し、QGIS で表示・操作するシステムを選択した。
その結果、1km メッシュの詳細降雨情報及び、5km メッシュの土砂災害警戒判定情報について、(1)、b）狭域の配
信データをほぼリアルタイムで変換処理し、オープンソース GIS で表示することが可能となった。
なお、変換処理を行って GIS 表示した降雨データは、（一財）気象業務支援センターで販売している表示用プロ
グラムを用いてチェックし、数値の整合がとれていることを確認した。
表 3.5 GIS データ型式とオープンソース GIS の組合せ検討一覧
オープンソース
GIS

特徴

データ型式

QGIS

・地図データの編集、追加、削除が可能
・GUIによる操作（比較的容易）
・プラグインが豊富（高機能）

Grass

・地図データの編集、追加、削除が可能
・衛星画像処理や水分析に強い

PostGIS

・大量のデータを安定的に処理
・SQL文で操作（GUIは要作成）
・空間データの視覚化機能が無い

データベース
ラスタデータ
ベクタデータ
データベース
ラスタデータ
ベクタデータ
データベース
ラスタデータ
ベクタデータ

表示（読込み）
速度
○
○
×
×

評価指標
視認性
機能性
（データ表示）
○
○
○
○
×
○
×
○

※「－」評価対象外

図 3.2 PostGIS と QGIS の組合せによる表示例
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操作性
△
△
×
×

評価
（使用方法）
視認性・機能性は高い。
操作性は習熟が必要。

今回ラスタデータは使用し
ないため、検討しない。
表示機能がなく、単独で
使用できない。バックエン
ドしては非常に優良。

(3) 土砂災害等の警戒避難支援情報としての活用の検討
土砂災害等の警戒避難支援情報としての活用を検討するために、自治体の防災担当者にヒアリングを行った。
結果を以下に示す。
a）徳之島町ヒアリング
日時：2015 年 12 月 24 日
場所：徳之島町役場
ヒアリング対象：建設課 防災担当者 2 名
●ヒアリング結果
1.警戒避難体制の現況
①情報の入手先
・気象庁：自治体向け配信
・国交省：なし
・鹿児島県：県の防災システム
・ウェザーニュース
・注意報・警報は J アラートと連動しておりランプ、音等で表示されている。
②情報の取得・分析
・各情報からのデータの取り込みは行っていない。また独自分析も行っていない。
③情報の判定
・情報の判定は大島町と同様の基準だが、その後の雨の降り方を①で見つつ体感も大事にする。
・徳之島の大雨注意報等は天城町の観測所が基準で、徳之島町と異なっていることも多い。
・発令については、防災担当職員３名が情報①＋体感で判断→町長に進言する。
④市民への伝達
・防災無線
・登録メール
・一斉メール
2.警戒避難体制の問題点
①情報がばらばらで、違う画面を開いて見る必要がある。
②①の画面も徳之島の輪郭程度の地図しか提供されておらず、どの位置に雨が降るのか解りづらい。
3.ＰＣ環境
①インターネット通信：光環境
②ブラウザ：ＩＥ
③ＰＣ仕様 ・ＣＰＵ：Ｃｏｒｅｉ３ ・メモリ：３Ｇ ・ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７
④オープンソースのインストール：問題ない
⑤マイナンバーのセキュリティの関係でインターネットと接続しているＰＣは複数部署共有の１台のみ（役場内で
も３台程度）。
4.警戒避難システムへの要望
①詳細な地形図（道路・住宅・危険区域等）
②実績・予測の集計数値を見たい
③操作は画面上での地点選択
④広域の情報（特に台風時）→気象庁の情報がなければ表示できない。
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b）若桜町ヒアリング
日時：2016 年 2 月 1 日
於：若桜長役場 会議室
ヒアリング対象：町長、副町長、町土整備課課長他 18 名
●ヒアリング結果
1. 現在の警戒避難体制
①情報の入手先
・気象庁
・鳥取県システム
②情報の取得・分析
・各情報からのデータの取り込みは行っていない。また独自分析も行っていない。
③情報の判定
・気象庁の警報等
④市民への伝達
・防災無線等
2. 警戒避難体制の問題点
・若桜町は山間地で高齢者率が高く（65 歳以上 44%）、マサ土主体の斜面は最近山林の手入れが行き届いていない
ため荒廃が目立ち、豪雨の予報のたびに土砂災害が懸念される。
・町内でも場所によって雨の降り方が違っており、気象庁の警報等の情報だけでは警戒避難発令の判断がしづらく、
詳細な降雨メッシュ情報を活用したい。
・年数が経てば職員が退職していくため、土砂災害の経験を継承できない。どの規模の降雨で警戒避難情報を出し
ていくか、判断に迷うところである。
・詳細降雨情報（短時間降雨予測・降水ナウキャスト他）を自由に切り替えたい。
3.ＰＣ環境
通常の PCとインターネット環境
4.警戒避難システムへの要望
・システムを運用するための設備を知りたい。
・PC1 台ではなく、複数台数で画面を見ることは可能か。
・どの程度の降雨で災害が発生したか、過去のデータ解析は可能か。
・詳細降雨システムは、どのタイミングで開発され提供されるのか。また提供に際しては無料か。
・詳細降雨システムの操作は難しいと困る。ワンクリックで使えるくらいでないと使用が難しい。
・システム導入後のメンテナンスはあるのか。提供されたままでは問題がおきると対応できない。
・累積 300mm を超えれば土砂災害が発生する可能性が高くなることが、統計的に明らかになっている。累積雨量と
災害の関係のデータを蓄積することが重要。どの程度の雨で崩れるのか、あるいは崩れないのかという情報が蓄
積できれば、警戒避難の際の重要な判断情報となる。
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c）対象自治体が使用している降雨情報システム
対象自治体へヒアリングした結果、双方とも降雨情報はウェブ画面で確認していることが分かった。ここで、背
景図、降雨雨量である現況、過去、予測の表示、警戒警報の表示に着目し、既往の降雨情報システムを分析した。
既往の降雨情報システムの表示一覧を表 3.6に示す。また、徳之島で使用している既往の降雨情報システムの画面を
図 3.3、図 3.4示す。
表 3.6 既往の降雨情報システムの表示一覧
背景図の表示

背景図種類
ズームイン
図の詳細
ズームアウト
図の詳細
降雨情報の表示 現況（1kmﾒｯｼｭ）
過去（1kmﾒｯｼｭ）
予測（1kmﾒｯｼｭ）
降雨量集計機能
土砂災害警戒情報の表示

❶

a)徳之島町
白地図
プルダウンで地域を選択
市町村界線がわかる
鹿児島県全体
陸域境界線のみ
表示
12時間前まで表示
10～30分、1～6時間表示
指定箇所の降水量を棒グラフで表示
各警戒警報を文章で表示

b)若桜町
白地図
プルダウンで地域を選択
市町村界線がわかる
鳥取県全体
市町村界線がわかる
表示
24時間前まで表示
10～180分、1～72時間表示
指定メッシュの降雨一覧表と累積降雨量一覧を表示
表示なし

❹

❸
図 3.3 現況降雨情報を表示
各図のボタン、項目の凡例
① 現況ボタン
③ 予測ボタン
④ ズームイン、ズームアウトボタン
「鹿児島、九州、沖縄・奄美」より
選択

図 3.3 徳之島で使用している降雨情報システム画面（現況降雨情報）
❺
❷
図 3.4 過去降雨情報を表示（別サイト）
各図のボタン、項目の凡例
② 過去ボタン
⑤ ズームイン、ズームアウトボタン
「全県、鹿児島・日置、出水・伊佐、
川薩・姶良、甑島、指宿・川辺、曽
於、肝属、種子島地方、屋久島地方、
北部、東部、南部、十島村」より選択

図 3.4 徳之島で使用している降雨情報システム画面（過去降雨情報）
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d）警戒避難支援情報提供機能の課題とニーズの整理
徳之島町と若桜町のヒアリングや既往の降雨情報システムを検討した結果、両自治体とも詳細降雨情報の活用状
況としては Web ブラウザ等での閲覧のみで、詳細な降雨位置の特定や実績・予測の累積雨量の把握が難しく、警戒
避難判断が難しいとの意見であった。
これらの結果から、現状の警戒避難支援情報の課題と警戒避難支援情報提供システムの機能のニーズを以下に整
理した。
① 現状の警戒避難支援情報の課題
・降雨位置の詳細が不明
・別画面で複数の情報の確認が必要
・予測・実績雨量の集計表示が見難い
② 警戒避難支援情報提供システムの機能のニーズ
・詳細地形図の表示機能
・複数情報の同時表示機能
・予測・実績降雨集計機能
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(4) 警戒避難支援情報提供機能の実装と検証
これまでの検討結果を基に、土砂災害等の警戒避難支援情報提供機能を実装した、オープンソース GIS のシステ
ムを構築した。さらに、構築したシステムを 6 月末～8 月の期間、鹿児島県徳之島町に設置して、使用感や実用性を
検証した。
a）警戒避難支援情報提供機能の実装
(3)、d）で整理したニーズに対応した機能について、以下に示す方法で実装することとした。
警戒避難支援情報提供システムの機能のニーズと実装方法
i） 詳細地形図の表示機能 → 国土地理院提供の基盤地図情報を GIS データに変換し表示
ii） 複数情報の同時表示機能 → 詳細降雨情報、土砂災害警戒情報をレイヤ（画層）として加工し、一画面に表示
iii） 予測・実績降雨集計機能 → 詳細降雨情報の実績・予測の累積雨量をグラフで表現
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b）オープンソース GIS による警戒避難支援情報提供システムの構築
警戒避難支援情報提供システムは、システムを設置する鹿児島県徳之島町での通信環境とこれまでの検討結果を
踏まえて、以下のように構築した。
① 警戒避難支援情報提供システムの通信方法と使用端末の設定
システムを設置する徳之島町では、町役場の LAN でマイナンバー情報を取り扱っており、インターネットと
接続するＰＣを制限している。このため、警戒避難支援情報提供システム用に、町役場のインターネット回線と
は別の回線を使用する必要があった。そこで、離島でインターネットに接続が可能な Wi-Fi（無線）ルータを通
じて PC 端末を接続することとし、docomo の Wi-Fi ルータを選定した。
選定した Wi-Fi ルータの主な仕様は以下の通りである。





機種名：Wi-Fi STATION N-01H
キャリア：docomo
最大通信速度：下り・300Mbps 上り・50Mbps
同時接続台数：Wi-Fi 最大 10 台

② 警戒避難支援情報提供システムの構成
システム構成は、配信される気象データ（詳細降雨データ）を社内サーバ側で受信してテキストデータに変換後、
DB（PosgreSql）へインサートして、サーバで DB を保持し、表示する端末 PC 側では QGIS から端末側の無線 LAN・
Wi-Fi ルータによりインターネットを介して社内サーバで保持されている詳細降雨の DB へ接続するものとした。
警戒避難支援情報提供システム構成の概要を図 3.5に示す。

気象データ配信
詳細降雨データ

社内サーバ

・データ変換(Text 化)
・Text データ保存

PostGIS(PosgreSql)
・DB の保持

アクセス

インターネット
（VPN）

無線 LAN
Wi-Fi ルータ

・QGIS

図 3.5 警戒避難支援情報提供システム構成の概要
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③ 警戒避難支援情報提供システムの表示
警戒避難支援情報提供システムに表示するデータは、データの変換速度や警戒避難支援情報提供システムのニー
ズの検討を踏まえて、ⅰ)詳細地形図、ⅱ)土砂災害警戒基準メッシュ（土壌雨量指数）、ⅲ)実績（レーダー解析）
雨量、ⅳ) 6 時間までの予測降雨（短時間降雨予測）、ⅴ）60 分までの予測降雨（ナウキャスト）とした。
表示する情報について、(3)でヒアリングを行った徳之島町で使用している既往システムの画面と合わせて以下に
詳述する。
i） 詳細地形図の表示
徳之島町で使用している既往システムはズームイン、ズームアウト機能はなく地域を「鹿児島、九州、沖縄・
奄美」から選択する。そのため詳細な地図の表示はできない。一方、本システムでは国土地理院提供の基盤地図
情報を詳細地形図として表示させた。詳細地形図は、縮尺に応じて表示する情報を選択し、GIS での操作性と視
認性を高めるように設定した。また、国土数値情報で公開されている土砂災害危険箇所のデータも詳細地形図上
で重ね合せた。既往システムの画面と本システムの画面を比較を図 3.6～図 3.9に示す。

図 3.6 徳之島町既往システムの画面表示（初期表示画面）

図 3.7 詳細地形図の画面表示（ズームアウト）
25

徳之島

図 3.8 徳之島町既往システムの画面（沖縄・奄美）

図 3.9 詳細地形図の画面（ズームイン）
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ii） 土砂災害警戒基準メッシュ（土壌雨量指数）の表示
徳之島町で使用している既往システムは、すべての注意報、警報、特別警報を文章で表示している（図 3.10参
照）。一方、本システムではデータベース（PosgreSql=PostGIS）より土砂災害警戒基準メッシュ（土壌雨量指数）
データを QGIS で表示させている（図 3.11参照）。データの大きさは 5kmメッシュで、データ更新は配信と同じ 5
分間隔で行い、最新情報のみ表示した。

図 3.10 徳之島町既往システムの画面（警戒情報）

図 3.11 土砂災害警戒基準メッシュ（土壌雨量指数）の画面
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iii） 解析雨量の表示
徳之島町で使用している既往システムは、地域を選択し現況ボタンを押下することで画面が切り替わる（図
3.12参照）。また、現況と予測の画面は同じである。一方、本システムではデータベース（PosgreSql=PostGIS）よ
り解析雨量データを QGIS で表示させた（図 3.13参照）。データの大きさは 1km メッシュで、累積雨量の表示の
ため 24 時間のレイヤを作成し、現在から過去 18 時間分を保持した。データ更新は、配信と同時に 30 分間隔で行
った。

図 3.12 徳之島町既往システムの画面

図 3.13 解析雨量の画面
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iv） 6 時間までの予測降雨（短時間降雨予測）の表示
徳之島町で使用している既往システムは現況と同様に地域を選択し、1～6 時間後予測ボタンを押下することで画
面が切り替わる（図 3.15）。一方、本システムではデータベース（PosgreSql=PostGIS）より 6 時間までの予測降雨
（短時間降雨予測）データを QGIS で表示させた（図 3.14参照）。データの大きさは 1km メッシュで、6 時間の予測
データを保持しているため実績降雨のデータと合せて予測＋実績で 24 時間の累積雨量が表示できるようにした。更
新は、配信と同時に 30 分間隔で行った。

図 3.14 徳之島町既往システムの画面（6 時間後予測降雨）

図 3.15

6 時間後予測降雨（短時間降雨予測）の画面
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v） 60 分までの予測降雨（ナウキャスト）の表示
徳之島町で使用している既往システムは現況、1～6 時間予測とは別のサイトになる（図 3.16を参照）。表示エリ
アを選択し 10 分間降雨量を押下、観測時刻選択で時間を選ぶことで画面が切り替わる。一方、本システムではデー
タベース（PosgreSql=PostGIS）より 60 分までの予測降雨（ナウキャスト）実績（レーダー解析）雨量データを QGIS
で表示させた（図 3.17参照）。データの大きさは 1kmメッシュで、配信は 5 分間隔であるが、変換時間による表示遅
延と画面の煩雑さを避けるため、更新は 10 分間隔で行った。

図 3.16 徳之島町既往システム画面（30 分後予測雨量（別サイト））

図 3.17 60 分後予測降雨（ナウキャスト）の画面
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④ 警戒避難支援情報提供システムのグラフ機能
本システムでは、QGIS の「アクション機能」を用いて、対象降雨情報の保持しているデータから累積雨量を
表示することができる。「アクション機能」は Python 等のプログラム言語に対応したプログラム実行機能で、図
3.18に示すデータレイヤ（画層）のプロパティにプログラムを書き込み、対象のデータレイヤを選択した状態で、
アクション機能のアイコン（図 3.19に示す赤枠のボタン）を選択し、画面上の表示したい位置（1km メッシュの
番号）を押すことにより実行される。

図 3.18 アクション機能のダイアログ

図 3.19 アクション機能の実行ボタン位置
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本システムでは、図 3.20に示すように現時点から過去 18 時間の累積雨量、図 3.21に示すように現時点から 6 時間先
までの予測降雨（短時間降雨予測）と累積雨量をグラフ表示させており、実績雨量と予測雨量を合せて、任意地点
の 24 時間累積雨量を把握できる。

図 3.20 解析雨量と累積雨量グラフ画面

図 3.21 6 時間までの予測降雨（短時間降雨予測）と累積雨量グラフ画面
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c）警戒避難支援情報提供システムの検証
① 警戒避難支援情報提供システムの設置
構築した警戒避難支援情報提供システムを「詳細降雨システム（試用版）」として、2016 年 6 月 27 日～8 月末の
期間、鹿児島県徳之島町総務課（防災担当部署）へ設置した。システムの設置状況を写真 3.1に示す。

写真 3.1 警戒避難支援情報提供システムの設置状況
② 警戒避難支援情報提供システムの検証
警戒避難支援情報提供システムの検証のため、2016 年 8 月 21 日に「詳細降雨システム（試用版）」を使用してい
る担当職員にシステムの使用感、機能性、実用性についてヒアリングを行った。その結果を以下に示す。
i） 使用感
・表示のわかり易さ：既往のシステムよりも詳細な位置が判別できる。
・操作平易さ：既往のシステムは１クリック操作可能であるため、それと比較するとやや複雑である。
・操作速度：データ通信を無線で行っているためか、既往のシステムよりも操作（表示）速度は遅い。
・操作時間（拘束時間）等：既往のシステムはスマートフォンでも閲覧できるため、比較すると操作時間は長い。
ii） 機能性
・複数情報の同時表示機能：災害対応時に有効だと思われるが、現在のところその機会がない。
・累積雨量のグラフ表示機能：災害対応時に非常に有効だと思われるが、現在のところその機会がない。
iii） 実用性
・警戒避難支援情報提供機能の活用回数：実際に、期間中に大きな降雨が無く、活用していない。
・活用による避難行動の有無：同上
・災害の発生状況（予測に対する実現象）等：同上
ヒアリングの結果、担当職員は災害対応となっていない通常時においては、スマートフォンで手軽に閲覧できる
既往のシステムで降雨の概況を確認していた。
「詳細降雨システム（試用版）」の詳細な地形図表示、複数情報の同時表示機能、累積雨量のグラフ表示機能は、
災害対応時の判断、説明資料としては有効であろうという評価を得たが、徳之島町ではシステムを設置している期
間中に大きな降雨に見舞われる状況がなかったため、災害対応時においての有効性については実証できなかった。
一方で、「詳細降雨システム（試用版）」は通信環境の制限から Wi-Fi 接続で PC 端末１台のみの閲覧となったた
め、操作速度（表示速度）や、操作時間（拘束時間）は既往のシステムに劣るとの評価であった。また、操作の平
易さにおいても、既往システムよりもやや複雑であるとの評価であった。
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③ 報告書・マニュアルの作成
i） 報告書の作成
研究の成果と課題を本報告書に整理し、とりまとめた。
ii） マニュアルの作成
マニュアルは詳細降雨情報を用いて、警戒避難支援情報提供機能を持ったシステムを構築する方法と注意点等
を、以下に示す 2 段階に分けてマニュアルを作成した。
・オープンソース GIS を用いた気象データの変換、表示マニュアル
・詳細降雨情報システム操作マニュアル
作成したマニュアルは付録として巻末に付した。

4. まとめ（課題と今後の発展性）
本研究において、1km メッシュの実績降雨（レーダー解析）、6 時間までの予測降雨（短時間降雨予測）、60 分
までの予測降雨（ナウキャスト）、土砂災害警戒基準メッシュ（土壌雨量指数）の詳細降雨情報の配信データを
データベース化し、オープンソース GIS で一元管理・表示させることができた。またこれらの情報と詳細な地形
図との重ね合わせや、実績と予測の累積雨量をグラフ表示する機能を実装した警戒避難支援情報提供システムを
地方自治体の防災担当部署へ設置し、実用性を検証した。
ここで本研究成果の総括として、既往システムと本研究で開発したシステムを表示内容で比較を行った（表 4.1
参照）。
既往のシステムの背景図は、白地図で表示され、ズームイン、ズームアウト方法は市町村界線が変わる程度で
ある。これに対して本研究で開発したシステムは、背景図に国土地理院提供の基盤地図情報に加え土砂災害警戒
地区を表示することもできる。降雨情報の表示は、既往のシステムでは降雨情報の表示毎に画面を切り替える必
要があるが、開発したシステムでは画面を切り替えずに、土砂災害警戒情報を含めて同時に表示することが可能
である。降雨量累計機能の表示は、既往システムでも実績降雨のグラフ等が表示されるが、システムでは実績降
雨に加え、累計降雨もグラフで表示される。
表 4.1 既往システムと本システムの比較
背景図の表示

背景図種類
ズームイン

b)若桜町

本研究システム

白地図

白地図

建物、道路、水崖線、等高線等

プルダウンで地域を選択

プルダウンで地域を選択

自由に場所を特定できる

市町村界線がわかる

市町村界線がわかる

建物まで詳細に表示

鹿児島県全体

鳥取県全体

自由に場所を特定できる

陸域境界線のみ

市町村界線がわかる

自由に設定できる

現況（1kmﾒｯｼｭ）

表示

表示

表示

過去（1kmﾒｯｼｭ）

12時間前まで表示

24時間前まで表示

18時間前まで表示

予測（1kmﾒｯｼｭ）

10～30分、1～6時間表示

10～180分、1～72時間表示

10～60分、1～6時間

降雨量集計機能

指定箇所の降水量を棒グラフで表示

指定メッシュの降雨一覧表と累積降雨量一覧を表示

指定メッシュの降雨量と累積降雨量をグラフで表示

各警戒警報を文章で表示

表示なし

土砂災害警戒情報を5Kmメッシュで表示

図の詳細
ズームアウト
図の詳細
降雨情報の表示

a)徳之島町

土砂災害警戒情報の表示

本システムの実証実験の結果、詳細な地形図表示、複数情報の同時表示機能、累積雨量のグラフ表示機能は災
害対応時の判断、説明資料としては有効であろうという評価を得た。一方で、通信環境の制限もあり、操作速度
（表示速度）や操作時間（拘束時間）は既往のシステムに劣るとの評価を受け、操作の平易さにおいても既往シ
ステムよりもやや複雑であるとの評価であった。
今後は、課題として挙げられた操作速度（表示速度）、操作時間（拘束時間）や操作性について、サーバや通
信環境、ユーザーインターフェイスに改善を加えて、より使いやすいシステムとしていく必要がある。また、現
在 PC を対象にしているシステムを、WebGIS を用いて再構築することで、モバイル端末でも同様に一元管理され
た情報が閲覧できるようになり、幅広い人たちがより手軽に詳細降雨情報を利用できるようになると考えられる。
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付録
(1) オープンソース GIS を用いた気象データの変換、表示マニュアル
(2) 詳細降雨情報システム（試用版）操作マニュアル
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オープンソース GIS を用いた気象データの
変換、表示マニュアル
1. はじめに
気象データは GRIB2 形式に圧縮されたバイナリーファイルのため、データベ
ースに入れる際はテキストデータに展開する必要がある。
今回は wgrib2 というツールを使用してテキスト展開を行い、PostGIS のテー
ブルへデータをインポートしている。その後、PostGIS テーブルと QGIS を接続
し、直接テーブルを表示できるように設定している。
本マニュアルでは 1km メッシュ解析雨量データを例に、変換から表示まで一連
の流れを記載する。
wgrib2 を使用した際の注意点として、データ値にずれが生じる。そのため、
気象業務支援センターでデータ購入の際に付属されるツールを使用し、データの
レベル値のリストを確認し正しい値に置き換える必要がある。
開発で使用した PC 環境情報を以下に記載する。また実行、表示する PC とも
にメモリは４GB あればストレスなく表示が可能である。
【PC 環境情報】
OS
: Windows8.1
メモリ：16GB
HDD ：500GB

2. 準備
2.1. 気象データの入手
① 気象業務支援センター
(http://www.jmbsc.or.jp/hp/online/f-online0.html)よりデータを購入
する。
② データフォーマットは気象庁のサイトより入手する。
1km メッシュ解析雨量データの場合、技術情報第 193 号 2)を参照する。

2.2. QGIS のインストール
① 入手先
QGIS サイト（http://www.qgis.org/ja/site/）より「ダウンロード」ボタン
を押下する。
1

「Windows 版のダウンロード」項目より使用する OS に合わせてダウンロードする。

② 任意のフォルダへインストールする。
インストールフォルダはデフォルトのままでよい。

2.3. PosgreSQL のインストール
① 入手先
PosgreSQL ダウンロードサイト
（http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgd
ownload#windows）より OS に合わせてダウンロードする。

② 任意のフォルダへインストールする。
インストールフォルダはデフォルトのままでよい。
③ インストール中の DB 内での管理ユーザ(posgres)のパスワードを決め入
力する。（PostGIS インストール時に使用する）
④ 「Completing the PosgreSQL Setup Wizard」で「Stack Builder
may be used …」にチェックを入れ「Finish」ボタン押下で終了する。

2

2.4. PostGIS のインストール
① プログラム一覧の PosgreSQL にある「Application Stack Builder」を
実行する。
② ダウンロード、インストール先を選択する。
ダウンロード、インストールフォルダはデフォルトのままでよい。
③ プルダウンより「PostgreSQL … on port 5432」を選択する。
④ インストールするアプリケーションを選択する。
「Spatial Extensions」→「PostGIS 2.1 Bundle …」を選択する。
（インストールした PosgreSQL の 32/64bit に合わせる。）
⑤ インストール終了時にサーバ接続を行う。
2.3.③で指定したパスワードを入力し接続させる。
⑥ 気象データ用のデータベースを作成する。

2.5. wgreb2 のダウンロード
① National Weather Service サイト
(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/)より
「FTP directory」→「by ftp」
、
「by http」→「Windows7」→「wgrib2.exe」
をダウンロードする。
（最新版があれば wgrib2.exe の後にバージョンが入る。ダウンロード後、
ファイル名を wgrib2.exe に変更しておく）
② 同時に windows で実行するための DLL をダウンロードする。
「cyggcc_s-1.dll」、「cyggfortran-3.dll」
、「cyggomp-1.dll」
、
「cygwin1.dll」
③ 実行の際は①、②を同じフォルダに置く。
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3. 各処理の設定、表示方法
3.1. wgrib2 の設定
① 展開したい気象データの準備をする。
1km メッシュ解析雨量データ
（Z__C_RJTD_20160404033000_SRF_GPV_Ggis1km_Prr60lv_ANAL_grib2.bin）

② wgrib2 の実行方法
「wgrib2.exe␣展開するファイル名␣-text␣展開後ファイル名␣
-no_header」
※␣(スペース)、-text(テキスト)、-no_header(ヘッダなし)
例として、以下のフォルダ構成の場合を記載する。

実行すると以下のように展開するファイルの情報も表示される。

展開後のファイルは左図のように数値が取り出される。

③ ファイル情報の表示
「wgrib2.exe␣展開するファイル名」
上記で展開するファイル情報のみ表示される。
表示内容は②の実行後と同じである。
※wgrib2 で展開した場合、データ値にずれが生じるため、1.で記載したツー
ル等を使用し、レベル値を確認した上で正しい値に置き換える。
※1km メッシュ解析雨量は１ファイルのみ格納されているが、予測データな
ど、複数データが含まれる場合がある。③でファイル情報の表示と気象庁
のデータ情報を確認の上、実行する。
※wgrib2 の詳しい内容は 2.5①に記載されているサイトを確認する。
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3.2. PostGIS の設定
① PosgreSQL を起動の確認を行う。
② 起動後、オブジェクトブラウザより「サーバグループ」→「サーバ」→
「PostgreSQL…（localhost:5432）をクリックしつながることを確認
する。(つながると赤い×がなくなる。)
③ 気象データを入れるテーブルを作成する。
QGIS では位置情報を持たないテーブルは表示できないため、あらかじめ
位置情報のあるテーブルを作成しておく。次頁※を参照。
④ コマンドプロンプトを起動し、「psql」と入力し実行する。
パスワードは何も入れず、リターンキーを入力。

上記のようにならない場合、path が切れていないため追加する。
追加方法）
コントロールパネル→システム→システムの環境設定→「詳細設定」タブ
より「環境変数」ボタンを押下する。
システム環境変数にある変数「PATH」に「PosgreSQL のインストール
フォルダ\bin」を追加する。
追加後、コマンドプロンプトより再度実行する(コマンドプロンプトは
再度立ち上げ直してから実行する)。
⑤ 3.1 で wgrib2 よりファイル展開したデータファイルをテーブルに入れ
る。
「psql -U ユーザ名 -d データベース名 -c "copy テーブル名 from
stdin csv encoding 'SJIS'" < 3.1 で指定したファイル名」
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※ 展開後のデータは南西を起点とし東方向へ、北方向で折り返す順序で作成
されている。テーブルを作成する際はデータの取り込み順序を間違えない
よう注意する。

参考資料：技術情報第 193 号

1km メッシュ解析雨量データは 8,601,600 件作成される。
◀8601600

◀2560

1 2 3
6

3.3. QGIS の設定と表示
① PostGIS の接続を行う。
左図のアイコンを押下する。

② PostGIS のテーブルを追加するウィンドウが表示される。
「新規」ボタンより「新規 PostGIS 接続を作成」が表示される。
↓PostGIS テーブル追加

↓新規 PostGIS 接続を作成
赤枠を入力する。
名称：テスト(何でもよい)
ホスト：licalhost
ポート：5432
データベース名：test(作成した DB 名)
ユーザ名：test(作成したユーザ名)
パスワード：作成したパスワード
上記を入力後、
「接続テスト」ボタンを押下
し接続ができることを確認する。
左図が表示された
ら接続に成功。
「OK」ボタン押下
で PostGIS テーブ
ル追加画面に戻る。
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③ PostGIS テーブル追加画面の上部から先に登録した名称を選択し、
「接続」
ボタンを押下する。
下図は②で作成した接続先「テスト」に接続した結果となる。

④ 接続ができるとテーブル名が表示される。
上図の場合、public スキーマーの「point」テーブルを追加する。
⑤ 表示するテーブル名を選択し「追加」ボタンを押下することで、QGIS に
テーブルが表示される。
下図は「point」テーブルが表示された結果となる。
表示されたテーブルは、QGIS で自動的に配色される。
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初期表示の配色は見づらいため、テーブルのプロパティから色を変更する。

カラムの値を分けることにより細かい設定もできる。
上図の指定をした場合、下図のように表示される。

日本地図等様々な GIS データを追加表示することが可能である。
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下図は本研究で表示している 1km メッシュ解析雨量データである。
雨量値も細かく分類しており、背景図に基盤地図情報を表示している。
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詳細降雨システム(試用版)操作マニュアル
1.システムの起動
①デスクトップ上の「詳細降雨システム」のアイコンをクリックしてフォルダ
内の「詳細降雨システム.qgs」をダブルクリックする。

1

２.画面表示の見方
① 画面表示の見方
システムの表示情報は画面左のウインドウに表示され、それぞれの表示情報を
レイヤ（画層）と呼ぶ。レイヤは大きく「背景図」、
「実績降雨」、
「予測降雨」に
グループ分けされている。

それぞれのレイヤの左端の「＋」ボタンでグループに含まれるレイヤが展開され、
「－」ボタンで集約される。また「＋」
「－」ボタンの右にある□のチェックボッ
クスをマウスでクリックすることで、レイヤの表示・非表示の選択ができる。

2

② 実績降雨
「実績降雨」は過去１時間の降雨を約 1km メッシュで示しており、0 時～23 時
のレイヤに分かれている。
「実績降雨」は、更新された時間を含み過去 18 時間の
データが保持される（８時更新の場合、前日の 15 時まで）。
データ更新は 30 分間隔だが、データ記載時刻と配信時刻に若干の遅延がある。
通常、正時のデータは 25 分頃、30 分のデータは 55 分頃の更新となる。

「実績降雨」は降雨量を 1mm/h 未満～80mm/h 以上の 9 階級に分けて色分
けしており、「予測降雨」も含めて全て同様の階級区分となっている。

3

③予測降雨
「予測降雨」は「6 時間までの予測降雨」と「60 分までの予測降雨」にグル
ープ分けしている。

「6 時間までの予測降雨」は、1 時間毎の予測降雨を約 1km メッシュで示して
おり、1 時後～6 時後のレイヤに分かれている。
データ更新は「実績降雨」と同様である。
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「60 分までの予測降雨」は 10 分毎の予測降雨（１時間換算値）を約 1km メッ
シュで示しており、10 分後～60 分後のレイヤに分かれている。
データ更新は 5 分間隔だが、更新のタイミングには若干の遅延が生じる。

④データ更新時刻
対象のレイヤを選択し、右クリックの「属性テーブルを開く」で「属性テーブル」
が表示される。「setdade」項目のデータ値を確認することで、現在表示されて
いるデータの更新日時がわかる。これはすべての降雨情報で同様である。
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３.降雨数値データの表示
降雨数値データを表示するためには、対象のレイヤを選択、
「ラベルオプション」
のアイコンを押下し、「レイヤラベリング設定」の「このレイヤのラベル」のチ
ェックボックスにチェックする。

画面上にメッシュ毎の降雨量（mm/h）が表示される。
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４.画面の操作
画面の拡大・縮小や移動を行うには「パンとズームの操作」のボタンを押下し
マウスで操作する。

画面の拡大・縮小はマウスのホイールで操作ができる。また画面の移動は、
ポインタを画面上におき、左ボタンでドラッグする。
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５.降雨グラフの表示
降雨グラフは「実績降雨」と「6 時間後までの予測降雨」で表示可能である。
それぞれのグループレイヤの先頭に降雨グラフ用のレイヤがある。表示したい
レイヤを指定し、アクションボタンの右の下矢印「折れ線と棒グラフ」を選択
する。降雨グラフを表示したいメッシュをクリックするとグラフが表示される。

実績雨量は、横軸に時間、縦軸に降雨量のグラフが表示される。
棒グラフは１時間の降雨量、折れ線グラフは更新時刻の 18 時間前からの累積雨
量となる。
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「6 時間後までの予測降雨」の場合も同様の操作である。

なお、グラフタイトルはメッシュ番号を表している。また、縦軸の目盛りはそれ
ぞれのデータの最大値で可変するので、グラフの見方に注意する。

グラフを印刷する場合は、保存ボタンを押下し、「名前を付けて画像ファイルを
保存」を行う。保存された画像をプリンタで印刷をする。
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Various rainfall information which is expressed by less than 1 squarekirometer of mesh (It
is called in-depth rainfall information in the following sentence.) are developed and opened
to the public for needs of disaster prevention due to increasing short-term precipitation
recent years. Now we can browse this in-depth rainfall information on the website of the
Meteorological Agency. However, to utilize in-depth rainfall information as support
information on warning and evacuation decision on landslide disasters, it is necessary to unify
management of information and to share analysis results by comparing and overlaying with
various information as well as browsing on websites.
Therefore this study intended to establish a handling method of in-depth rainfall information
on open source GIS which is available for wide range of people, and to utilize to these
information as support information on warning and evacuation decision by analyzing and
displaying necessary information on every phase of disaster flexibly.
First, we converted in-depth rainfall information which was delivered as binary data (GRIB2
format) to text data by an open tool "wgrib2” to enable real-time processing of GIS (DB) data
building of area as large as Hokkaido (80,000k ㎡).
Next, we determined combinations of data formats and open source GIS applications, and then
we enabled management unifying, analyzing and sharing of in-depth rainfall information by a
combination of PostGIS (spatial DB) and QGIS.
Concurrently, we conducted an interview research on disaster prevention persons in charge
of local governments in solitary islands and mountain area to compile necessary contents and
functions on a warning and evacuation decision support system. And the results showed a problem
that the existing system is difficult to switch base maps and displays freely and needs of
specifying of location of rainfall and calculating cumulative rainfall and predicted rainfall
totals.
After that we built a trial version of the system which implemented functions of displaying
actual and predicted rainfall information by 1 squarekirometer mesh and landslide risk advisory
by 5 squarekirometers mesh on detailed background topographical map and drawing graphs of
actual and predicted cumulative rainfall which was based on results of an interview research
and discussions on the interim report of this project. We installed the system and validated
it practicality for period between the end of June and August, 2016 at Tokunoshima Town in
Kagoshima Prefecture. As a result, we got evaluation that the system improved visibility and
functionality than an existing system.
This system which has been developed by using open source GIS as a platform enables to introduce
to all organizations to which in-depth rainfall information is delivered and to analyze and
to share information flexibly which can choose displayed information according to purposes
of warning and evacuation decision support etc.
KEYWORDS: in-depth rainfall information, open source GIS, warning and evacuation
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第 2015-19号 オープンソースGISによる詳細降雨情報の一元管理と土砂
森義将・日本ミクニヤ株式会
災害等の警戒避難支援情報への活用に関する研究

法、手順、注意点をマニュアルにとりまとめた。
【研究成果】
詳細降雨情報の変換では、高圧縮されている
バイナリデータ（GRIB2形式）を公開されてい
るツール「wgrib2」でテキストデータに変換す
ることにより、北海道と同程度の範囲（80,00
0k㎡）のGIS(DB)データ構築をほぼリアルタイ
ムで処理できるようにした。
データ型式とオープンソースGISの組合せの
検討では、GIS(DB)データとPostGIS、QGISの組
合せにより、詳細降雨情報の一元管理・解析・
共有を可能にした。
警戒避難支援システムに必要なコンテンツ
と機能の整理では、離島と山間地の地方自治体
の防災担当者に対するヒアリングにより、既往
のシステムでは詳細な背景図が表示されない
ことや画面の切り替えが自由に行えないこと
が課題として挙げられ、降雨位置の特定と累積
雨量・予測雨量の集計に関する要望が多いこと
が判った。
以上の検討や中間報告での協議を踏まえて、
詳細な地形図を背景に1kmメッシュの実績と予
測の降雨情報、5kmメッシュの土砂災害危険度
判定を表示し、実績・予測の累積雨量をグラフ
化する機能を実装した試行版のシステムを構
築した。さらに構築したシステムを徳之島町に
2016年6月末～8月の期間設置して、実用性を検
証し、既往のシステムよりも災害対応時での視
認性、機能性が優れているとの評価を得た。
【研究の新規性】
詳細降雨情報を管理・解析・共有するツール
として、特殊なPC環境を必要とせず幅広い人た
ちが使用可能なオープンソースGISを用いてい
ることに、本研究の新規性がある。
【研究成果の活用】
詳細降雨情報が配信されている組織では、オ
ープンソースGISを使用した本システムの導入
が可能であり、目的に応じて重ね合わせる情報
を選択し、柔軟に解析・共有することができる。

【研究目的】
1km以下のメッシュの様々な降雨情報（以下
詳細降雨情報と呼ぶ）は近年の短時間降雨量の
増大傾向と、それに伴う防災面のニーズから開
発・公開が進み、気象庁等のWebサイトで閲覧
可能である。
しかし、これらの情報を土砂災害等の警戒避
難支援情報として有効に活用するためには、閲
覧のみでなく情報を一元管理し、様々な情報と
比較、重ね合せなどの解析を行い、結果を共有
する必要がある。
このため本研究では、幅広い人たちが利用可
能なオープンソースGISを対象に、詳細降雨情
報の取扱方法を確立するとともに、災害フェー
ズに応じた必要な情報を自由に解析・表示する
ことにより、土砂災害等の警戒避難判断の支援
情報として活用できるようにすることを目的
とした。
【研究手順】
研究手順は最初に、気象予報会社から配信さ
れる詳細降雨情報のバイナリデータ（GRIB2形
式）をテキストデータに変換し、その後オープ
ンソースGISで取扱い可能なDB等のデータ形式
に変換した。
次に、変換した複数のデータ型式と様々な
オープンソースGISとの組合せを、処理速度、
操作の平易さ、表示の視認性等を指標として評
価し、詳細降雨情報を一元管理・解析・共有す
る上での最適な組合せを検討した。
これらの作業と平行して、警戒避難を支援す
るシステムとして必要なコンテンツと機能を
整理するために、災害フェーズごとに必要な情
報を地方自治体の防災担当者にヒアリングす
るとともに、ハードウェア・ソフトウェア・通
信環境等の使用環境を調査した。
以上の調査・検討結果を踏まえて、警戒避難
支援のコンテンツと機能を実装した試行版の
システムを地方自治体の防災担当部署に設置
して、実用性を検証した。
最後に、研究の成果と課題を報告書に整理す
るとともに、詳細降雨情報を土砂災害等の警戒
避難支援情報として活用するための方
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