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RiverCastとは

◼リアルタイムでの防災利用を目的とした、クラウド型の洪水予測システム

◼30分毎に、15時間先までの水位変動を予測

3詳細は当社HPまで：https://www.weather.kke.co.jp/

全国15自治体50地点以上の
実証＆適用実績！

地整工事でも多数採用！



RiverCastの注目機能

4

15

3h

6h

15h



5

運用形式

◼水位予測結果は予報雨量の配信に合わせ、毎時20分頃、50分頃に更新
• 10:00時点の予測・・・ 10:20頃に更新（11:00-16:00の予測水位）

• 10:30時点の予測・・・ 10:50頃に更新（11:30-16:30の予測水位）

◼予測に用いるデータに欠測がある場合
• 観測水位、解析雨量が欠測：補間して予測を実施（欠測情報が表示、信頼性にはご注意ください）

• 予報雨量が欠測 ：予測しない

i. ご利用にあたって

対応ブラウザ
• Google Chrome ver.81以降
• Microsoft Edge ver.81 以降

※Windows10以降、Internet Explorerの開発
は終了しており、マイクロソフトの標準ブラウザは
Microsoft Edgeとなっております
※メール通知機能は、キャリアメール非対応

©2020 Google

© Microsoft 2020
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15時間予測に関する留意事項

◼6時間先までと7時間先以降では、予報雨量の解像度が大きくことなります。
7時間先以降は大まかな雨雲の傾向予測を基に水位予測を行うため、
水位予測結果に不確からしさが伴います。

◼一方で予測時間が近くなるにつれ、予報雨量の誤差が解消されることで
水位予測の信頼性も増していくため、常に最新の予測情報を参考にしてください。

i. ご利用にあたって

7～15時間先の予報雨量1～6時間先の予報雨量

出典：気象庁ホームページ （ https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/index.html ） 出典：気象庁ホームページ （ https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/index.html ）
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ii. ログイン方法と画面一覧

ログイン画面 メニューバー

概況監視

全地点の
水位グラフ各地点の

詳細情報

基準水位や
アラート設定

・PC、スマートフォン、タブレット等の
インターネット端末より、URLにアクセス

・パスワードとIDを入力しログイン

メニューバーアイコン

お知らせ ヘルプセンター アラート通知 ログアウト
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iii. 各画面の機能
ホーム画面

ホーム画面

背景地図の切り替え

ログアウト

全地点の現在水位
予測水位一覧

概況監視

将来
（30分毎に更新）

現在
（10分毎に更新）

超過確率グラフ
※降水確率のようなイメージ
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iii. 各画面の機能
ホーム画面

ホーム画面
概況監視

アラートメールの配信設定に準じて、
ポップアップで注意喚起！

クリックで、アラート内容を表示
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iii. 各画面の機能
グラフ画面

グラフ画面 現在水位と、15h先までの超過確率

①最新雨量・水位グラフ：直近15h分の観測値と15時間分の予測値

全地点の
水位グラフ

＋：10分毎の観測水位
（直近20分のみ）
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iii. 各画面の機能
詳細画面

地点詳細画面

グラフエリア 表エリア

各地点の
詳細情報

超過確率エリア
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iii. 各画面の機能
詳細画面

地点詳細画面
現在水位と、15h先までの超過確率

※グラフ画面の上部と同一

各地点の
詳細情報

•直近15h分：短時間豪雨時の監視に①最新雨量・水位グラフ

•直近30h分：台風や長雨時の監視に②履歴雨量・水位グラフ

•直近の水位予測傾向：予測のぶれ把握に③水位予想傾向グラフ

グラフエリア

タブをクリックすると、
グラフエリアに表示される
グラフの切り替えが可能

超過確率エリア
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iii. 各画面の機能
詳細画面

地点詳細画面

全てのグラフが、
ワンクリックで

ダウンロード可能

〇：観測値
色線：各時刻の予測線の重ね書き

予報雨量の誤差を考慮して
水位予測結果を表示

※台風の予報円のようなイメージ

凡例をクリックすると、
表示/非表示を切り替え

グラフエリア

②履歴グラフ：直近30h分のグラフ ③水位予想傾向グラフ
※直近の水位予測が、実際より高めだったのか、
低めだったのかを傾向を把握することが出来ます
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iii. 各画面の機能
詳細画面

地点詳細画面

現在

将
来

過去の観測水位は、
スクロールで3日分閲覧可能

※欠測時は括弧付きで補間値が表示
信頼性にはご注意ください

ワンクリックで、csvをダウンロード

表エリア

1時間ごとの予測水位と、
基準水位を超過する確率



15

iii. 各画面の機能
各種設定画面

各種設定画面
基準水位や
アラート設定

※本画面は管理者用
パスワードによる

閲覧制限があります
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iii. 各画面の機能
基準水位の登録

各種設定画面
基準水位の閾値、名称、

表示カラーの設定
※毎時20分・50分のタイミングで、

予測に反映されます

基準水位の名称
例：はん濫危険水位、
作業中止水位など

基準水位の閾値

基準水位の
表示カラー
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iii. 各画面の機能
メール配信の設定

※キャリアメールには対応しておりません。
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iii. 各画面の機能
メール配信の設定

各種設定画面

水位予測システム定期メール

予測地点A 水位観測所
日時 水位[m] レベル1超過確率[%] レベル2超過確率[%]
2019-08-15 13:30  5.69        - -
2019-08-15 14:30  5.98        30.0%                      20.0%
2019-08-15 15:30  6.14        40.0%                      30.0%
2019-08-15 16:30  6.32        50.0%                      40.0%

URL: https://console.rivercast.kke.co.jp

Mail

メールアドレスは新規登録時のみ
カンマ区切りで複数指定可能

例）abc@kke.co.jp, rivercast@kke.co.jp
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iii. 各画面の機能
メール配信の設定

各種設定画面

水位予測システムアラートメール

2020-07-07 09:30:00現在、地点Aにおける水位が
1時間後に2.5mを超える予測となりました。

Webサイトにて結果をご確認ください
URL: https://console.rivercast.kke.co.jp

Mail

水位予測システムアラートメール

2020-07-07 09:30:00現在、地点Aにおける水位が
1時間後に「レベル１」2.5mを超える確率が80%を超えました。

Webサイトにて結果をご確認ください
URL: https://console.rivercast.kke.co.jp

Mail

アラートメールを受信したい
条件、受信先の設定

※毎時20分・50分頃の予測タイミング
でアラート判定されます

※次ページの留意事項を
ご確認の上、アラート条件

を設定ください。

観測水位・予測水位・超過確率の
いずれか、または複数の項目に対して

独立に条件設定が可能
※設定しない項目は、空欄にしてください

※対象予測時間は1~15の整数値をご入力ください
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iii. 各画面の機能
メール配信の設定

各種設定画面

✉アラートメール配信設定における留意事項

◼観測水位設定、予測水位設定、超過確率設定のうちいずれかは必須です。

◼アラートメール送信後6時間以内は、同じ条件ではメールを送信しません。

◼対象予測時間は1~15の整数値をご指定ください。
◼例えば超過確率設定: Lv.1, 30%対象予測時間: 3時間を設定した場合、

1時間～3時間先予測のうち一つでも30%を超過すればアラートメールが送信されます。
4時間～15時間先予測で超過する予測があったとしてもメールは送信されません。

◼参考: https://www.weather.kke.co.jp/post/news-202104-05

◼アラートメールの配信設定に準じて、Web画面上でポップアップ表示がされます



◼Q1. 水位予測のグラフや表、地図が正常に表示されません。

A1. ブラウザの問題が考えられます。下記対応ブラウザでご利用ください。

◼Q2. 「情報の取得に失敗しました」というダイアログが出て、
別画面に遷移出来なかったり、表示されないことがあります。

A2. ブラウザのキャッシュの問題が考えられます。
ブラウザの更新ボタンをクリックするか、再度ログインし直すなどお試しください。

iv. Q&A
よくあるご質問

21
RiverCast HPにもよくあるご質問を公開しております。

https://www.weather.kke.co.jp/faq

Windows10以降、Internet Explorerの開発は終了しており、
マイクロソフトの標準ブラウザはMicrosoft Edgeとなっております。

Google Chrome ver.81以降 Microsoft Edge ver.81 以降

© Microsoft 2020© Microsoft 2020© Microsoft 2020©2020 Google



◼Q3.水位予測の背景にある水色の幅は何を示しているのですか？

A3. 天気予報の誤差を考慮した
水位予測の信頼区間を示しています。

過去の観測雨量と予報雨量の関係から
統計モデルを作成し、予報誤差を考慮した
アンサンブル計算を行っています。

◼Q4. アラートメール設定の際、超過確率と予測水位の使い分けが分かりません。

A4. 予測水位は、超過確率50％と同じです。
空振りを避けたい場合・・・50％より高い超過確率を設定ください。
見逃しを避けたい場合・・・50％より低い超過確率を設定ください。

例えば、頻繁に超えやすい閾値に対しては、アラートが頻繁に飛ぶことを
避けるため、超過確率80～90％など高めに設定頂くことを推奨しています。

iv. Q&A
よくあるご質問
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RiverCast HPにもよくあるご質問を公開しております。

https://www.weather.kke.co.jp/faq
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