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Ⅰ．研究計画の概要
■プログラム名： 気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革
■プロジェクト名： 気候変動に伴う極端気象に強い都市創り
■中核機関名： 独立行政法人 防災科学技術研究所
■総括責任者名（役職）： 岡田 義光（理事長）
■研究代表者名（所属・役職）: 眞木 雅之（観測・予測研究領域長及び水・土砂防災研究ユニット長）
■研究実施期間： 平成 22 年度～26 年度（5 年間）
■研究総経費： 総額 532.4 百万円 （間接経費、環境改善費込み）
■参画機関名: 独立行政法人 防災科学技術研究所、気象研究所、国土技術政策総合研究所、東洋
大学、一般財団法人日本気象協会、北海道大学低温科学研究所(2011～)、独立行政
法人 情報通信研研究機構(2012～)、独立行政法人 電子航法研究所(～2011.7)、株
式会社 東芝(2010 のみ)
■協力機関名: 独立行政法人 電子航法研究所(2011.8～)、大阪大学大学院、京都大学防災研究所、
日本大学、防衛大学校、山梨大学、中央大学、電力中央研究所、東京都環境科学研
究所、東京消防庁、江戸川区役所、横浜市役所、藤沢市役所、南足柄市役所、JR 東
日本防災研究所、JR 東海、株式会社 大林組、株式会社 東芝、
奈良女子大学、松山大学、長崎大学、千葉工業大学、電気通信大学、東京学芸大学、
東京工業大学、大妻女子大学、釜慶大学、コロラド州立大学、オクラホマ州立大学、サ
イバネットシステム株式会社、河川情報センター
■社会実証対象地域名: 東京都、江戸川区、横浜市、藤沢市、南足柄市
１．プロジェクトの目的・内容・目標
気候変動により増加が懸念される極端気象に強い都市創りのため、理学・工学・社会学の研究者で
構成される研究チームにより、首都圏に稠密気象観測網を構築して極端気象の発生プロセス、メカニズ
ムを解明し（課題１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」、以下「稠密観測」）、現象を早期に
検知しエンドユーザーに伝達する「極端気象早期検知・予測システム」を開発し（課題２「極端気象の監
視・予測システムの開発」、以下「監視・予測」）、関係府省・地方公共団体・民間企業・住民との連携のも
とで社会実験を行う（課題３「極端気象に強い都市創り社会実験」、以下「社会実験」）。開発したシステム
は他の都市域へも適用できることを示すとともに社会実験から提起される諸問題を議論し、関係府省や自
治体への提言としてまとめることにより社会の変革を図る。
２．研究の趣旨
局地豪雤、竜巻など、都市域における極端気象に伴う災害が頻発している。この問題に対処するた
め、極端気象の予測精度の向上、的確な情報伝達手法の開発を行うとともに防災担当者の協力の下で
社会実験を行い、極端気象に強い都市創りを目指すものである。
３．実施計画
○平成 22 年度：観測準備およびシステム設計と構築
課題１「稠密観測」：Ｘバンド MP レーダネットワーク、現業観測等を活用した予備観測実験の実施、、
稠密観測網にための Ku バンド高速走査レーダの製作、GPS 受信機・航空機搭載観測機器等の購入、観
1

測データのデータセットの作成とそのためネットワークシステムの構築、データ解析のためのシステムの構
築、C バンドＭＰレーダの高機能化を行う。
課題２「監視・予測」：Ｘバンド MP レーダネットワーク及び現業観測の情報に基づき、早期の監視・予
測技術の開発を開始するとともに、「極端気象早期検知・予測システム」および極端気象データベースの
基本設計を行う。
課題３「社会実験」：気象情報のユーザー（地方自治体、鉄道、建設現場、学校、個人等）が緊急時
において、どのタイミングにどのような情報を必要としているかを明らかにするための調査を実施する。ま
たその結果を活用して、ユーザー指向の情報伝達システムの基本設計を行う。また社会実験の対象機関
に、Ｘバンド MP レーダによるリアルタイム観測情報から配信するモニター画面を配布し、高度気象情極端
気象の報報の利活用について検討を開始する。
○平成 23 年度（2 年目）：試験観測の実施とシステム構築
課題１「稠密観測」：稠密気象観測網による試験観測を実施し、プロセス・メカニズム解明のための解
析と、観測データセットの作成を開始する。
課題２「監視・予測」：課題３の成果を活用し、監視・予測技術の開発を開始するとともに、「極端気象
早期検知・予測システム」の製作および情報配信試験を行う。また、極端気象データベースを製作する。
課題３「社会実験」：社会実験の対象機関に、稠密観測情報を試験配信し、高度気象情報の利活用
について更なる検討を行う。
○平成 24 年度～平成 25 年度（3～4 年目）：社会実験の実施
課題１「稠密観測」：稠密気象観測網による観測を実施し、プロセス・メカニズム解明のための解析を
行う。
課題２「監視・予測」：稠密観測網による観測データを活用し、高精度な予測情報に基づく「極端気
象早期検知・予測システム」の配信実験を行う。また台風等による大規模災害が予測される場合は、極端
気象データベースにもとづき、過去の類似の災害を抽出し、社会実験対象機関に対して注意喚起実験を
行う。
課題３「社会実験」：社会実験の対象機関に、稠密気象観測に基づく予測情報を提供し、各機関に
おいてその社会実験を実施する。その結果を検討し、問題点・課題を抽出する。
なお、平成 24 年度末には、各課題のそれまでの成果を取りまとめるとともに、問題点・課題を抽出し、
平成 25、26 年度の計画に反映させる。
○平成 26 年度（5 年目）：社会実験の継続と成果とりまとめ
課題１「稠密観測」：稠密気象観測網による観測の解析結果をもとに、極端気象の発生機構につい
て物理的概念モデルを提示する。
課題２「監視・予測」：稠密観測網による観測データを活用し、高精度な予測情報に基づく「極端気
象早期検知・予測システム」の配信実験を行うとともにその高度化を図る。
課題３「社会実験」：社会実験の結果を分析し、情報伝達による被害軽減効果を検証するとともに、
問題点・課題を明らかにし、極端気象に強い都市創りについての資料をまとめる。
４．実施体制
地震，火山，風水害などの防災研究に十分な実績と研究体制を有する防災科学技術研究所が中核
機関として全体を統括する。課題１「稠密観測」は気象庁気象研究所が責任機関となり、防災科学技術研
究所等の 10 機関が参画し、極端気象の稠密観測を実施してその実態を解明する。課題２「監視・予測」
は防災科学技術研究所が責任機関となり、気象庁等の４機関が参画して「極端気象早期検知・予測シス
テム」を開発する。課題３「社会実験」は東洋大学が責任機関となり、東京都等の４か所の地方自治体及
び３社の民間企業において社会実験をおこなう。中核機関では、研究運営委員会、研究連絡会議を設
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置し研究全体の進捗管理、各課題間の調整を図る。
５．地域の特性と自治体の役割
自治体として、東京都は人口約 1300 万人に達する超巨大都市である。「東京消防庁」では災害時の
初動体制強化の為、専用の X バンド MP レーダ情報閲覧サイトを開設・運営し、必要な機能を順次追加し
ている。現在は、一定以上の降雤が検出された場合アラート音が鳴動するとともに、サイト上に一定以上
の降雤が検出された消防署名が表示される機能が追加されている。東京消防庁が構築した防災 GIS と連
携できているため、X バンド MP レーダ情報、過去の浸水実績、河川水位情報及び土砂災害危険個所等
を同一地図上で確認できる。海抜ゼロメートル地域を抱える「東京都江戸川区」では内水氾濫の危機管
理に極端気象の早期検知・予測情報の利用を検討し、webGIS「えどがわマップ」に X バンド MP レーダ雤
量情報を重ねて表示できる機能を実装した。急峻な山地をかかえる「横浜市」では、中小河川の管理、特
に親水公園における警報に高精度の雤量情報の利用を検討し、18 の親水拠点に 20 基の警報システム
を設置し、運用している。現在は運用実績の収集を行っている。一方、急激に都市化が進んでいる「藤沢
市」では IT を利用した浸水域の監視と情報伝達について社会実験をおこない、住民参加型の防災情報
コミュニケーション・プラットフォームである「e-コミふじさわ」に、X バンド MP レーダ雤量情報のテストペー
ジを開設した。また、リアルタイム性を高めた浸水危険度予測システム構築を行っている。「南足柄市」で
は、急激な河川の増水による被害を軽減するため、防災行政無線放送を使い住民や来訪者等へゲリラ
豪雤などの情報を提供するシステム構築を検討し、専用端末「X-NET ディスプレイ」を利用し、職員が常
時 X バンド MP レーダ雤量情報を閲覧できる状況となっており、防災への利用法について検討を行って
いる。
６．社会システムとの関連性
世界をリードする環境先進都市創りを目指して、極端気象現象の予測技術とＩＴを駆使した監視体制
を完成させ、極端気象による危機に対して、防災機関や国民が準備対応を行うための、十分な精度と余
裕時間を与える情報を提供し、死者・負傷者を現状より大幅に減らす安全・安心都市を構築する事が必
要である。更に、開発したシステムを他の都市域へ適用することも必要である。そのためには、所轄省庁
である国土交通省との連携が必須となる。また、緊急地震速報のゲリラ豪雤版や竜巻版とも言える、「緊
急ゲリラ豪雤速報」や「緊急竜巻速報」等のアラートメールや情報収集メールやテレビ等の情報発信・収
集システムを整備するためには、国土交通省の枠を越えて、内閣官房・内閣府や地方公共団体や民間
通信会社などとの連携・検討も必要となる。なお、本プログラムでは所管省庁である国土交通省の国土技
術総合研究所と気象庁気象研究所、あるいは日本気象協会が参画機関として参加しており、また、民間
企業（JR 東日本、JR 東海、大林組）や東京都環境科学研究所が協力機関として参加しており、この目的
を達成する体制が整っている。
７．採択時コメント
本提案は、人的被害をもたらし社会的に問題となっている局地的豪雤を検知して予測する重要な研究
プロジェクトであり、人的構成や内容などとともに、理学・工学・社会学的に総合的な形で進めている点が
高く評価できる。また、研究遂行に必要な多くの関係機関が参画しており、大規模な実証実験が可能で、
市民への情報配信などによる意識改革も期待できる。
実施に際しては、参画する機関が多岐にわたっているので、３つの取組課題を総合的に取りまとめるた
めに、個々の機関との連携を進め、研究代表者の強いリーダシップを発揮することを期待する。また、課
題管理が円滑に行われるよう、補助金額が尐額である機関を中心に参加機関数の集約を図ることが望ま
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れる。
Ⅱ．ミッションステートメント
（１）課題の概要
高度に発達した交通網や通信網を有し，数百万以上の人々が生活する大都市には、台風、集中豪雤、
落雷、突風などの激しい気象擾乱に対して脆弱性が常に内在している。今後の気候変動に伴って懸念さ
れる局地的大雤（いわゆる「ゲリラ豪雤」）の多発化や巨大台風の発生は都市型災害の被害を甚大化する
可能性が高く、局地的大雤・強風などの極端気象の監視・予測技術の確立は急務である。本研究では、
理学・工学・社会学の専門家からなるチームにより、極端気象のメカニズム解明及び災害が発生する前に
情報を伝達する「極端気象早期検知・予測システム」を開発する。開発にあたっては、情報発信元と情報
の受け手との間の情報理解のギャップを解消するため社会科学（災害情報学）の立場から調査を行い、
地方自治体防災担当者や住民等の情報ニーズを解明し、同システムに取り入れる。開発された同システ
ムは地方自治体・民間企業・教育機関・住民との連携のもとで社会実験を行い、情報精度や伝達手法、
利用について検証を行う。関連分野の専門家からなる委員会において、社会実験から提起される諸問
題・課題を議論し、関係府省庁、地方自治体、一般住民等への提言としてまとめる。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
1) 極端気象の発生メカニズムの物理的概念モデルを提示するとともに、気象庁の防災情報の高度
化に利用可能な極端気象の予測技術を開発する。
2) 極端気象による災害が発生する前に、市町村内の地区スケールに情報を伝達する「極端気象早
期検知・予測システム」を完成させる。
3) 過去の極端気象をデータベース化する。
4) 地方自治体、消防、鉄道、建設現場の防災担当者及び学校や個人が、どのタイミングでどのよう
な災害情報を必要としているかを社会実験を通じて解明し、その結果を「極端気象早期検知・予
測システム」に反映させる。
5) 開発したシステムは他の都市域での利用が可能であることを示す。

（３）実施期間終了後の取組
開発するシステムは、平成 25 年度から大都市圏と为要な地方都市で実運用が開始される国土交
通省のＸバンドマルチパラメータレーダネットワークを利用することを想定している。開発したシステム
は、本課題で対象とならなかった分野での社会実験を実施するために引き続き防災科学技術研究所
で試験運用する。参画機関である国交省国土技術政策総合研究所は開発されたシステムを各地方
整備局水災害予報センターへ実装する取組を行う。一方、参画機関の気象庁は本研究の成果を取り
入れ、顕著気象に関する気象情報の高精度化を、民間気象会社は社内での実運用に向けた取組を
行う。
（４）期待される波及効果
1) 開発された「早期検知・予測システム」は、X バンドマルチパラメータレーダ観測網が展開される３
大都市圏および 8 か所の为要地方都市域での利用が期待される。
2) 開発されたユーザー指向の情報伝達方法は極端起用のみならず様々な自然災害情報の伝達
に利用できる可能性がある。
3) 「極端気象早期検知・予測システム」の有効性が確認されれば、その製品化、実運用化は民間気
象会社等に委ねられ、製品化による経済効果が期待される。
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Ⅲ．所要経費
１．プロジェクト全体の所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費

22 年度

１．設備備品費

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

備考

77.4

16.4

14.2

5.0

5.0

２．人件費

5.8

19.7

20.8

3.5

3.5

（１）事業担当職員

5.0

14.0

15.5

（7 名）

（7 名）

（10 名）

（ 名）

（ 名）

0.8

5.7

5.3

（3 名）

（6 名）

（10 名）

（ 名）

（ 名）

３．事業実施費

67.7

1117.4

137.1

145.4

140.7

（１）消耗品費

16.2

21.0

14.2

109.7

110

2.7

7.2

12.8

1.2

1.2

（３）その他

48.9

89.2

110.1

34.5

29.5

４．間接経費

39.9

－

－

46.2

44.8

－

8.3

7.6

－

－

190.9

161.8

179.8

200.1

（ 0.7 ）

（ 0.4 ）

（２）補助者

（２）旅費

５.環境改善費
計
(内、自己資金)
補助対象外経費

0

（ 0.2

0

）

（ 0

0

）
90

194.0 総計 926.6
（ 0

） （ 1.3

90

）

総計 1,106.6

２．研究グループ別の使用区分
補助対象経費（単位：百万円）
研究グループ１

研究グループ２

研究グループ３

研究グループ４

設備備品費

98.5

6.5

3.1

0

108.1

人件費

19.9

15.0

9.0

2.3

46.3

157.5

128.1

21.3

15.2

322.2

5.9

0.5

0.7

48.7

55.8

281.8

150.1

34.1

66.3

532.4

事業実施費
間接経費、
環境改善費
計

【設備備品名：購入期日、購入金額、設備備品を購入した研究グループ】


Ku バンドレーダ：平成 22 年 9 月、50.2 百万円、気象研究所
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計

Ⅳ．自己評価
１．進捗状況
東日本・太平洋沖地震の津波による被災（仙台空港に駐機中の航空機（電子航法研究所所有）が
全壊）のために、一部の観測計画を変更（有人航空機観測から無人(無線)航空機観測へ変更）せざるを
得なかったが、各研究課題は計画通り順調に進んでおり、中には計画以上の成果があがっているものも
ある。研究代表者のリーダーシップのもと連絡協議会やワーキンググループが機能しており、各課題間の
連携がはかられている。2012 年度から開始した社会実験では既に実用化の目処がたった機関もある。ま
た新たな協力機関の参画により他地域への発展も期待される。首都圏を対象にした実証研究は世界的
に注目を得ており、WMO への国際研究プロジェクト化の取り組みもなされている。結論として、本プロジェ
クトは着実に研究成果をあげており、今後、更なる発展が期待できる。
２．研究プログラムの有効性
【プロジェクトの研究目標】
本プロジェクトは､現在の技術では予測が困難とされている、ゲリラ豪雤や竜巻などの極端現象をもたら
す積乱雲について、首都圏に設置した稠密観測網によりその発生過程、発生メカニズムを解明し､それら
の観測データを用いた極端気象の早期検知・予測システムを開発し、社会実験を通じて開発したシステ
ムを社会に定着させることである（下図参照）。
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【要素技術・システム開発の内容】
本プログラムでは、課題１「稠密観測」、課題２「監視・予測」、課題３「社会実験」の３課題に分かれて要素
技術・システムの開発を行っている。
課題１「稠密観測」（「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」）
内容：【先端的観測システムと気象学研究者による極端気象現象解明】(1)新たな観測技術の開発・実用
化(気象研、情報通信機構、北大低温研、東芝、阪大院)、(2)稠密観測によるメカニズム解明(気象研、
防災科研、電子航法研、気象協会、山梨大、北大、中央大、防衛大、電中研)、(3)統計的解析(気象研)
※下線が参画機関。
担当参画機関： 気象庁気象研究所（責任機関）、情報通信研究機構(2012～)、(株)東芝(2010 のみ)、防
災科学技術研究所、北海道大学低温科学技術研究所(2011～)、電子航法研究所(～2011.7)
担当協力機関： 大阪大学大学院、防衛大学校、山梨大学、中央大学、電力中央研究所、千葉工業大
学、電気通信大学、東京学芸大学、東京工業大学、釜山大学、コロラド州立大学、オクラホマ州立大学
課題２「監視・予測」（極端気象の監視・予測システムの開発）
内容：【エンドユーザーとの双方向のやりとりを通じた極端気象の監視・予測システムの開発】(1)発生予測
手法の開発(防災科研、気象研、国総研、電子航法研)、(2)監視・予測システムの開発と運用(防災科研、
気象協会、京大防災研)、(3)データベースの構築(防災科研)

※下線が参画機関。

担当参画機関： 防災科学技術研究所(責任機関)、日本気象協会、気象庁気象研究所、国土技術政策
総合研究所、電子航法研究所(～2011.7)
担当協力機関： 電子航法研究所(2011.8～)、京都大学防災研究所、奈良女子大学、北海道大学理学
部、サイバネットシステム(株)
課題３「社会実験」（「極端気象に強い都市創り社会実験」）
内容：【社会実験を通じたシステムの定着】(1)４つの分野での社会実験(東洋大、防災科研、気象協会、
都環研)①救助活動[東京消防庁]、②危機管理[江戸川区、横浜市、藤沢市、南足柄市]、③社会基盤
[JR 東日本、JR 東海、大林組]、④教育・生活[住民・学校等一般の人々(都環研、東洋大)]、(2)解析と問
題点の抽出(東洋大、日大)

※下線が参画機関。

担当参画機関： 東洋大学(責任機関)、防災科学技術研究所、日本気象協会
担当協力機関： 大阪大学大学院、日本大学、松山大学、長崎大学、大妻女子大学、東京都環境科学
研究所、東京消防庁、江戸川区役所、横浜市役所、藤沢市役所、JR 東日本、JR 東海、(株)大林組、河
川情報センター
【社会実証の内容】
(1)【救助活動】自治体関係
（東京消防庁）「目的」：短時間で突発的に最大短時間降雤量を記録する局地的大雤（ゲリラ豪雤）等に
対する情報収集手段を開発し、水防活動に活用する。「最終年度成果目標」：上記の目的に必要な機能
を有する東京消防庁専用の「MP レーダ情報閲覧サイト」を開設・維持管理、運用する。
(2)【危機管理】自治体関係
（東京都江戸川区）「目的」：江戸川区は利根川の最下流域に位置し、ほぼ区内全域が低平地となって
いる。そのため水害対策として早期の避難が重要な地域となっていることから、豪雤情報等を、区民にわ
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かりやすく提供する手段について検討をおこなう。「最終年度成果目標」：webGIS「えどがわマップ」に、
MP レーダ降雤情報を表示する機能を追加し、試験的に区民に情報を提供する。その結果について評価
する。
(横浜市)「目的」：河川の親水拠点を対象に、水位の急上昇による水難事故を防ぐために、親水拠点警
報システムの運用に X バンド MP レーダ雤量情報を利用する手法を検討し、親水拠点の安全管理を高度
化する。「最終年度成果目標」：X バンド MP レーダ雤量情報に基づき運用できる親水拠点警報システム
を、モデル親水拠点に 1 基設置し、試験的運用を開始する。
(藤沢市)「目的」：近年の短時間豪雤に伴う都市域での浸水リスクの増加、道路のアンダーパス部や地
下室の急激な浸水による死亡事故等の浸水被害軽減を目的に、浸水範囲や浸水深をリアルタイムで予
測するシステムを開発する。「最終年度成果目標」：リアルタイム浸水情報を汎用性のある世界標準様式
に変換し、インターネットを通じて、自治体や一般市民に公開する。
（南足柄市）急激な河川の増水や地階の浸水による被害や土砂災害を軽減するため、防災行政無線
放送を使い、住民や来訪者等へ、ゲリラ豪雤などの情報を提供するシステムの構築を検討する。「最終年
度目標」：X バンド MP レーダ雤量情報を利用したゲリラ豪雤などの情報を提供するシステムを構築する。
現行の発報基準に X バンド MP レーダ鵜用を利用し運用の高度化を図る。戸個別受信機を利用したゲリ
ラ豪雤情報の提供方法を検討する。
(3)【社会基盤】民間企業
(JR 東日本)「目的」：X バンド MP レーダ降雤観測を活用して、鉄道運行の安全性向上や運転規制によ
るダウンタイム削減による効率性恒常が図れるか検討し、具体的な利活用方法の構築を目指す。「検討
項目」：降雤時の列車運転規制への適用。浸水反乱予測警報への活用。「最終年度成果目標」：今後の
X バンド MP レーダ観測雤量の情報提供の状況（リアルタイム性、カバーエリアの拡大、精度・品質の保
持）に応じて、鉄道運行上の参考気象情報あるいは運転規制・浸水警備警戒などの実務への導入を検
討する。
(JR 東海)「目的・最終年度成果目標」：X バンド MP レーダ情報を列車運行管理に利用する際の適用性
について検討する。
(大林組)「目的」：建築現場の安全性の向上と関連し、X バンド MP レーダによる雤量・風情報の閲覧を
通じて、データ内容の把握、それらの解釈と難易度、安全管理への活用に際する適用性と課題を明らか
にする。「最終年度成果目標」：建築現場における施工時安全性向上を支援する情報としての、活用法の
最適化を目指す。
(4)【教育・生活】住民・学校等一般の人々
(都環研)「目的」：ゲリラ豪雤時の極端気象現象について、X バンド MP レーダシステムや地上気象観測
データを活用した防災・環境教育を実践し、学校（都立高校）等の地域防災力の向上を図ることによって、
気候変動に伴う極端気象に強い都市創りに貢献する。「最終年度成果目標」：極端気象情報の利用者と
して、都立高校等の学校の教職員や生徒を対象に、緊急時においてどのような情報を必要としているか
を調査・文責し、利用者に応じた災害情報の伝達方法を検討する。
(東洋大学)「目的」：地域防災力の向上のため、エンドユーザーである一般人を対象として、稠密気象
観測及びその結果を用いた短時間予測システムの予測結果を住民に伝達する社会実証および、それに
関する調査を行う。「最終年度成果目標」：住民のニーズに合った情報内容、伝達手段を見出し、国土交
通省・気象情報会社等が、今後も永続的に情報提出する体制を作る。
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【制度的隘路の抽出と克服】
以下、前出図(p.6)の 3 つの隘路についてこれまで得られた成果について説明する（詳細は V 研究成果を
参照）。下記の隘路①と隘路②は为に【技術的隘路】である。隘路③が【社会制度的隘路】に関係する。
【隘路①：現状の技術では予測が困難】


研究用観測機器と現業観測機器を用いた稠密観測網を首都圏に構築し､40 名を越す研究者が極
端気象をもたらす積乱雲の実態解明をおこなっている。過去の豪雤事例や 2011 年に開始した集中
観測からいくつかの新しい知見が得られている。



ランダムに発生していると思われていた積乱雲は、東京湾から内陸に進入する海風前線沿いで発生
していることが C バンドドップラーレーダの非降水エコーの観測からわかった。海風前線はドップラー
ライダでも検出されており、今後の解析から、積乱雲の発生初期の実態解明が期待される。



2008 年 8 月 5 日の東京都豊島区雑司が谷付近で発生したゲリラ豪雤の事例解析から、高度 4km 付
近に形成される降水コアが発見された（Kim et al. 2012）。そして、降水コアが“落下”することにより地
上の降雤が強まることがわかった。降水コアは新しい概念であり、本研究では「上空で発生・発達す
る降水の核」と定義している。



2012 年 5 月 6 日につくばで発生した竜巻は気象研究所の C バンド二重偏波レーダや国交省 X バ
ンド MP レーダ,電力中央研究所の X バンド MP レーダでも検出されており、詳細な解析が進行中で
ある。

【隘路②：情報の精度、伝達の的確さ】


要素技術①：ゲリラ豪雤の早期検知技術の鍵として降水コアの検出に焦点をあてた研究を進めてい
る。上空の降水コアを検出することができれば、かなりな確度で地上の降水量をリードタイムは 10 分
程度で予測することが可能であろう。これは緊急地震速報のゲリラ豪雤版と言っても良い。降水コア
が落下する様子は、高速スキャンが可能な Ku バンドレーダでも捉えられている。現在、降水コアの
自動検出、追跡アルゴリズムの開発とともに、GPS ネットワーク、高頻度観測 MTSAT、雲レーダ、MP
レーダネットワークなどから求まる様々な情報を用いて検出された降水コアが災害をもたらすようなゲ
リラ豪雤に発達するのかどうかを予測する技術の開発を進めている。



要素技術②：鉛直方向に積算した雤水量すなわち鉛直積算雤水量（VIL）の変化からゲリラ豪雤の
直前予測の可能性がでてきた。いくつかの事例解析を通じて、地上の降水の始まりに対して 5～10
分前に VIL が先行するという現象が確認されている。これは、VIL の変化は上空の降水コアの発生・
発達を反映していることを示唆する。VIL は降水コアに比べて扱い易いパラメータであり､従来のナウ
キャストの手法を利用できる。VIL を用いたゲリラ豪雤のナウキャスト手法を 2012 年に完成させ、2013
年には実証実験をおこなう。



要素技術③：降水コア、VIL を利用したゲリラ豪雤の早期検知はリードタイムが約 10 分程度である。
防災対策としてより長いリードタイムが必要な場合には、データ同化手法を用いた数値予報が有効
である。本研究では従来のドップラー速度に加えて、GPS ネットワークによる水蒸気情報、ドップラー
ライダ情報の同化にも着目して研究を進めている。



2013 年からは WMO 国際共同プロジェクトとしてナウキャスト、データ同化手法の研究を加速する。

【隘路③：プロジェクト終了後の継続性】
上述したように、新たな観測技術開発により積乱雲の実態が明らかになりつつある。また、ゲリラ豪雤の
早期検知技術やデータ同化による予測研究が着実に進みつつある。本プロジェクトではこれらの研究成
果を社会へ実装することを最終目標として社会実験をおこなう。これまで抽出された制度的隘路､今後想
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定される制度的隘路は以下の通りである。
１）研究成果の社会実装の前提として､国土交通省 X バンド MP レーダのデータが、継続的にリアルタイム
で政府機関や公的機関のみならず、民間企業にも伝達される必要がある。プロジェクト開始当時はその
流通経路が未定であったため、地方自治体等が MP レーダデータを活用するために必要な設備投資が
できない状況が発生していた。データの流通については第１回の総合科学技術会議「社会戦略委員会」
で指摘した。
２）本プロジェクトで先行して実施している社会実験を通じて MP レーダデータが防災力を向上させ、生活
の質を高めることが実証されつつあり、広範囲でのデータ流通の必要性が認識され始めている。総合科
学技術会議「社会戦略委員会」での指摘等を受け、国土交通省は、2012 年度に地方自治体や民間コン
サルタント会社などを対象に MP レーダ雤量情報だけではあるが、リアルタイムで提供し有効活用を図る
ための社会実験を開始した。これにより、本プロジェクトの最終目的であるプロジェクト終了後の継続性が
確実になりつつある
３）情報の多様化、詳細化、リアルタイム化に伴い､伝達手段､情報のわかりやすさ、利用機関における担
当者の育成、伝達の担い手などが問題になってくると予想される。
４）以下、本プロジェクトで実施している社会実験の为な事例について概説する（詳細はⅦ付録 B 研究成
果を参照）。


本格的な社会実験は 2012 年から開始されるが、先行して進めている東京消防庁での X バンド MP
レーダ情報の利用は、プロジェクト終了後の継続性がほぼ確実となっている。



X バンド MP レーダデータを用いたゲリラ豪雤情報は試験的に携帯電話へ配信されている。ユーザ
が設定したエリアに指定基準以上の雤が観測された場合にメールが自動配信される。X バンド MP レ
ーダの更新時間間隔と同期して 1 分毎の豪雤情報が配信される点が特徴である。今後，前述した
VIL を用いた直前予測情報の配信も計画している。



プロジェクトスタート時の社会実験を実施する機関に加えて、南足柄市や日本気象予報士会が新た
に社会実験の協力機関として参加する。今後、社会実験の成果が出てくれば、様々な分野､首都圏
以外の地域で協力機関が増えてくると期待したい。



東洋大では新たな情報の効果を評価するために、MP レーダ情報の配信前でアンケート調査を実施
した。配信前の調査結果はⅦ付録 B にまとめられている。

３．実施体制等の有効性
本プロジェクトには計 25 の機関と 100 名を越す研究者・技術者・実務者が参加している。採択時のコメ
ントにあったように、研究代表者の強いリーダーシップのもと各課題間の連携をはかりプロジェクト全体を
推進する必要がある。このため､V-5 に示したように各機関の代表者を構成員とする連絡協議会をこれま
で 6 回開催し各課題の進捗状況や研究計画について議論している。技術的な問題点は各課題の下に設
けられたワーキンググループ（課題１「稠密観測」、課題２「監視・予測」、課題３「社会実験」ワーキンググ
ループ）で議論し解決している。プロジェクト参加メンバー間の情報発信の場としてコンテンツマネジメント
システムの一つである MODx を用いたホームページを作成している。このホームページは自由に書き込
みが可能である。このように､各参加機関の間での連携がはかるための体制は有効に機能している。また、
これまでに運営委員会を 2 回開催し、プロジェクトの進捗状況の報告、実証結果の議論、等を実施し、問
題点の抽出－提言、成果の社会への定着、等を検討した。
４．実施期間終了後の継続性・発展性
・実施体制


国土交通省が運用するＭＰレーダネットワークは継続的に運用されるので、本研究課題で構
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築された「極端気象監視・予測システム」の活用により、引き続き高度な気象情報の利用が
継続される。


稠密気象観測によって得られたデータはデータセット化され、海外の協力機関を介して国際
的な気象予測研究に供される。

・資金計画


中核機関である防災科学技術研究所においては、運営費交付金研究により極端気象予測シス
テムの更なる高度化を図っていく。



協力機関である地方自治体等においては、極端気象監視・予測システムを継続的に利活用す
るためのシステム構築が望まれる。

・成果の活用・展開（政策への反映）


本研究課題により、ＭＰレーダデータの防災力向上への有効性が示された。この成果をふま
え、ＭＰレーダデータの府省や官民の枠を越えた幅広い流通および高度な防災情報の適切な
利用方法について、政策に反映されていくことが見込まれる。

・波及効果


本研究課題でＭＰレーダデータの防災力向上への有効性が示された。同様の極端気象監視・
予測システムは、国土交通省ＭＰレーダネットワークがカバーする多くの都市においても活
用可能であり、今後同様のシステムが全国に普及していくことが期待される。



本研究課題の社会実験の結果は、高度な気象情報活用の利点や障害となる点を明らかにしつ
つあり、先行的な事例として他の地方自治体等防災機関においても参考となる情報が提供さ
れる。
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V．研究成果
１．採択コメントへの対応
採択コメントにおいて「①実施に際しては、参画する機関が多岐にわたっているので、３つの取組課題を
総合的に取りまとめるために、個々の機関との連携を進め、研究代表者の強いリーダーシップを発揮する
ことを期待する」「②課題管理が円滑に行われるよう、補助金額が尐額である機関を中心に参加機関数の
集約を図ることが望まれる」の２つの指摘があった。
コメント①に対応するため、各サブ課題の下にワーキンググループを設けて参画機関・協力機関の研究
進捗状況を随時、相互に確認するとともに、連絡協議会を開催して各課題間の情報交換を図った。また
プロジェクトの研究発表会として「レーダ研究会（H23.11.9-10）」「極端気象に関するワークショップ
（H24.3.16）」を開催した。さらに日本地球惑星科学連合大会において「都市における極端気象」のセッシ
ョンを２回、日本気象学会において「都市における極端気象のメカニズム解明」のスペシャルセッションを１
回、それぞれ開催した。開催状況は以下の通りである。これにより機関間の連携が強まるとともに、研究代
表者のリーダーシップが浸透したと思われる。
会議の実施回数
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

連絡協議会

２回

３回

課題１「稠密観測」WG

２回

２回

課題２「監視・予測」WG

２回

３回

課題３「社会実験」WG

２回

３回

研究会

なし

２回

地球惑星科学連合スペシャルセッション

なし

１回

１回

気象学会スペシャルセッション

なし

なし

１回

１回

またコメント②に対応するため、申請時において 17 機関であった参画機関を７機関に集約し、残りを協
力機関に位置づけて、効率的な運営を図った。
２．ミッションステートメントに対する達成度
(1)目標・計画の達成度
①「極端気象の発生メカニズムの物理的概念モデルを提示するとともに、気象庁の防災情報の高度化に
利用可能な極端気象の予測技術を開発する」について


東京都に展開した約３km メッシュの稠密気象観測網により、2011 年 8 月 7 日の積乱雲の発生・発達
の観測に成功した。この結果、夏季に無秩序に発生すると思われていた孤立積乱雲が、実際には
海風前線や隣接する積乱雲からの冷気外出流といった非降水性の収束ラインに伴って発生してい
ることが初めて示された。これは積乱雲発生の新しい物理的概念モデルである。



高い時空間分解能（時間分解能１分、距離分解能数 m）を有する Ku バンドレーダが整備され、2012
年 5 月 6 日に鉛直渦を伴う積乱雲を捉えることに成功した。高分解能レーダで鉛直渦を捉えた稀有
の例であり、極端気象発生メカニズムの解明につながるデータが得られている。



首都圏における稠密 GPS 観測網、ドップラーライダー観測、X バンド MP レーダネットワーク、C バン
ド偏波レーダ観測により、2011 年 8 月 26 日の豪雤を始めとする様々なデータが得られており、極端
気象のメカニズム解明研究が順調に進んでいる。



これらの稠密観測データを同化し、数値予報の初期値を作成する方法について研究が進められて
おり、その成果は気象庁においても利用可能である。特にドップラーライダーのデータ同化は非常
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にユニークであり、極端気象の予測技術の高度化が期待できる。


緊急地震速報の豪雤版というべき豪雤５分前予測の開発が進んでいる。鉛直積算雤水量（VIL）を
用いた予測手法で概ね良好な結果が得られており、平成 25 年度からの実証実験に向けて整備が
進められているところである。



以上のように順調に進展しており、課題終了時には確実に目標を達成できる。

②「極端気象による災害が発生する前に、市町村内の地区スケールに情報を伝達する「極端気象早期検
知・予測システム」を完成させる」について


市区町村以下の「消防署所轄域スケール」で豪雤情報を伝達するシステムが完成し、東京消防庁に
おいてすでに活用されている。



豪雤の予測情報を文字情報で伝達する「ナウキャスト文字情報」配信システムが完成した。開発中の
豪雤５分前予測と組み合わせることにより、緊急的な豪雤情報伝達が可能となる。



地理情報システム（GIS）のデータ形式の１つである WMS 形式により、レーダ観測画像を配信するシ
ステムが完成した。これにより、地方自治体が現在使用している GIS 地図情報にレーダ観測画像を
重ねることが可能になり、通常利用しているシステムに情報を掲載することが可能となった。



以上の通り、本目標はすでに概ね達成されている。

③「過去の極端気象をデータベース化する」について


台風災害データベース、土砂災害データベース、MP レーダ画像データベースが構築され、それぞ
れインターネットで公表され、すでに当該分野の研究者に利用されている。



以上の通り、本目標はすでに概ね達成されている。

④「地方自治体、消防、鉄道、建設現場の防災担当者及び学校や個人が、どのタイミングでどのような災
害情報を必要としているかを社会実験を通じて解明し、その結果を「極端気象早期検知・予測システム」
に反映させる」について


東京消防庁において、本プロジェクトで開発された豪雤・強風情報システムを活用し、その結果を庁
内アンケートにより分析した。その結果、降雤情報のみならず被害発生予測の必要性が指摘され、
極端な降雤発生時にはアラームを鳴らすなど、そのためのシステムの改善を図っている。



建設現場の気象担当者に情報を試験配信し、風速の分布が役に立ったこと、また建設現場におい
ては単純で分かり易い情報提供が望まれることが指摘された。



以上、本目標の一部はすでに達成されているが、社会実験が平成 24 年度から開始される地方自治
体もあり、最終的な達成にはプロジェクト終了期間までを要する。

⑤開発したシステムは他の都市域での利用が可能であることを示す。


本プロジェクトで開発されたシステムは X バンド MP レーダのデータを基本としており、同レーダが展
開されている都市域においては、利用可能なシステムである。したがって本目標は概ね達成されて
いる。

(2)当初計画どおりに進捗しなかった理由


予定されていた航空機による水蒸気場の３次元観測は、電子航法研究所が所有する航空機が東日
本・太平洋沖地震の津波で被災し使用不能となったため、実施を中止した。その代替として無人航
空機による気象観測技術の実用化研究に着手した。



その他の課題については予定通り進捗している。
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(3)研究目標の妥当性について


2008 年の東京雑司が谷での下水道事故、神戸市都賀川での鉄砲水を契機として都市における局
地豪雤への意識が高まっていた。さらに 2012 年のつくば市の竜巻災害などにより、都市における極
端気象監視・予測の重要性はさらに増していることから、極端気象に強い都市創りを目標とした研究
目標の設定は妥当であるといえる。



国土交通省が X バンド MP レーダを全国に展開しつつあるところであり、地方自治体等の防災現場
におけるその活用が喫緊の課題であることから、本プロジェクトで開発されつつある極端気象監視・
予測システムは先駆的なシステムとして今後の活用が見込まれ、研究計画が妥当であったと言え
る。

３．研究成果の概要
(1)要素技術・システム開発
・サブ課題１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
(a)新たな観測技術の開発・実用化
①Ku バンドレーダ
高い時間空間分解能（時間１分、距離数 m）で降水現象を観測できる Ku バンドレーダを製作し、成蹊大
学（東京都武蔵野市）に設置して試験観測を開始した。レンジサイドローブ、反射強度のバイアス、データ
ノイズの問題について補正方法を開発し、データ取得が可能な状況となった。
②C バンド二重偏波レーダ
X バンドレーダよりも減衰の影響を受けにくい気象研究所の C バンド二重偏波レーダについて、長パル
スと短パルスの干渉による虚像を除去し、近距離における観測精度を改善するための２周波対応回路の
開発を行った。
③有人・無人航空機観測
電子航法研究所の実験用航空機に露点式湿度計をはじめとする気象測器を取り付け、積乱雲周辺の
水蒸気場の観測を行う予定であったが、東日本・太平洋沖地震の津波により航空機が被災して使用不能
となったため、この観測計画は中止された。代替策として無人航空機による気象観測技術の実用化研究
に着手した。
(b)極端気象の観測解明
①ドップラーライダーで観測された都市大気の構造
ドップラーライダーとは近赤外光を利用して空気の移動速度を計測する測器であり、レーダと比較して
雤が降っていなくても計測できる利点がある。北海道大学が所有するドップラーライダーを東京工業大学
（東京都目黒区）に設置して観測を行ったところ、日中に大気境界層において網目状構造やストリーク構
造が見られることがわかった。また情報通信研究機構（東京都小金井市）のドップラーライダー観測では、
2010 年 7 月 5 日東京都北区の豪雤において、雤域に南東風が流れ込む様子を克明に捉えた。
②Ku バンドレーダが捉えた積乱雲
成蹊大学（東京都武蔵野市）に設置した Ku バンドレーダにより、鉛直渦を伴う積乱雲（2012 年 5 月 6 日）
や、線状降水系に伴う積乱雲（2011 年 11 月 20 日）など、高い時間空間分解能で積乱雲の発達が捉えら
れた。
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③2010 年 7 月 5 日豪雤の解析
2010 年 7 月 5 日に東京都で豪雤が起こり、石神井川が氾濫した。豪雤の原因となった積乱雲の構造を
３台の C バンドドップラーレーダ（羽田、成田、柏）を用いて解析し、上昇流速度やレーダエコーの構造を
調べた。その結果、積乱雲はエコー頂６km で背が低く、最大上昇流も 7m/s 程度であったにもかかわらず、
反射強度が 54dBZ に達する強いエコーが出現していたことが明らかとなった。
④2011 年 8 月 26 日豪雤の解析
2011 年 8 月 26 日に関東地方で発生した豪雤が、気象庁 C バンド二重偏波レーダで捉えられた。最大
150mm/h を超える降水強度において、比偏波間位相差（KDP)を用いた降雤推定が地上の観測値とよく一
致し、極めて高い精度を示した。
⑤2011 年 8 月 12 日の豪雤のシミュレーション
2011 年 8 月 12 日に東京都と埼玉県の県境付近に豪雤をもたらした積乱雲について、気象庁非静力学
モデル（NHM）を用いたシミュレーションを行い、海風の侵入に伴う収束域の形成など、環境場の特徴が
よく再現できた。
⑥稠密地上気象観測
東京都杉並区を中心としたエリアに約３km 間隔で、稠密な気象観測網を展開し、積乱雲の発生・発達
過程を調べた。その結果、夏季において無秩序に発生すると考えられていた孤立積乱雲が、海風前線
や冷気外出流のような非降水性の収束ラインが関与して発生することが明らかになった。
⑦稠密 GPS 水蒸気観測
国土地理院が運用する GPS 観測網である GEONET に、海ほたるを始めとする東京湾周辺に臨時観測
点を加えて、稠密な GPS 観測網を首都圏に構築した。また解析手法として可降水量のみならず、大気の
非一様性の強さを示すパラメータを導入した。その結果、海陸風の変動に対応する東京湾周辺の水蒸気
変動を捉えるとともに、GPS の捉えた水蒸気勾配が地上風の収束域によく対応していることがわかった。
⑧大気境界層観測
首都圏の４か所でラジオゾンデ観測を行うとともに、板橋区にシンチロメータ、小金井市に超音波風速
計を設置して都市部（板橋区）と郊外（小金井市）における正味放射と顕熱フラックスを比較した。その結
果、都市部の方が 200W/m2 程度顕熱フラックスが大きいことが明らかとなった。
⑨X－NET による観測
研究機関等の所有する６台の X バンドレーダをネットワークで繋ぎ、リアルタイム処理することにより５分
間隔、500m メッシュで雤量や風の分布を監視し、サブ課題２のシステムを通して利用者に配信した。また
これまで困難であった山岳域における降雤推定手法を開発した。
(c)統計的解析
16 年間のアメダス資料を使って、短時間強雤（10 分間および１時間降水量の１位～10 位値）を調べたと
ころ、短時間強雤は緯度が低いほど強いことに加え、西日本太平洋側の山岳の南東側で強いという地形
効果が見いだされた。
・サブ課題２「極端気象の監視・予測システムの開発」
(a)極端気象の発生予測手法の開発
①豪雤直前予測手法の開発
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これは緊急地震速報の豪雤版を目指した研究で、雤粒が上空から地上に落下するまでの時間を利用
して、猛烈な雤が降る５分前に警戒情報を作成する試みである。鉛直積算雤水量（VIL）を活用し、14 事
例について検証を行ったところ、多くの事例で地上の雤量計よりも VIL が先行するという肯定的な結果が
得られた。
②強風ナウキャスト手法の開発
複数台のドップラーレーダをネットワーク化し、データをリアルタイム処理することによって雤域の風ベクト
ルが得られる。この風の分布から強風域を検出し、その移動から１時間先までの強風予測を行う方法を開
発し、その試験を行った。良好な事例では１時間後の風速を上手く予測できた。ただし雤域以外はドップ
ラー速度が得られないため空白域が生じており、今後データ同化等の手法を活用して空白域の無い予
測を行うことが課題として残されている。
③稠密気象観測データの同化技術の開発
離散的な気象観測データを、物理的に矛盾が無いように格子点データに変換し、数値予報の初期値と
して利用できるようにすることをデータ同化と呼んでいる。サブ課題１の稠密気象観測によって得られたデ
ータを同化し、予測精度がどの程度向上するかの検討を行った。特筆すべき成果としてはドップラーライ
ダー動径風のデータ同化手法が開発されたことで、この手法により局地豪雤の予測精度の向上が期待で
きる。また GPS による水蒸気場の同化についても肯定的な結果が得られている。
④都市域における河川水位予測手法の開発
2008 年に神戸市都賀川で発生した水害以降、都市域での中小河川における水害が大きな社会問題と
なっている。横浜市においても、河道に市民が入ることのできる親水公園を多く抱えており、その安全管
理が重要な問題となっている。この問題を解決するため、横浜市の複数の河川（早渕川、いたち川、今井
川、相沢川）において水位計による観測を実施し、河川水位の急上昇について実態を調査した。その結
果、上流から下流まで同時に水位が上昇する例があること、また降雤強度と水位の上昇速度に明確な相
関が見られないことがわかった。
⑤航空機の飛行経路予測における要件導出
航空機分野の将来像として、気象要素の時間変化を考慮した４次元航法の実現とその支援システムの
開発が望まれている。本テーマはそのための基礎研究として、航空機の飛行経路の精密予測において
必要となる気象要素の要件を検討した。2011 年 8 月 26 日の豪雤時において羽田空港の離着陸データと
気象要素のデータを照合し、風速が急変した時刻と滑走路運用を切り替えた時刻、および着陸機に対す
るその影響を報告した。
(b)極端気象の監視・予測システムの開発と運用
①ナウキャスト文字情報配信システムの開発
屋外での作業者や、一般個人に緊急的な豪雤情報を伝達するため、X バンド MP レーダに基づく豪雤
の現況や予測情報を、文字情報としてメール配信するシステムを開発した。利用者は対象エリアや警戒
基準を設定することができる。システムそのものは平成 23 年度に完成しており、今後、本プロジェクトで開
発される豪雤直前予測情報等の社会実験を本システムを介して行う予定である。
②X バンド MP レーダ情報配信システムの開発
従来の気象レーダよりも分解能が高く、更新頻度の多い X バンド MP レーダ情報は、地方自治体等にお
ける防災活動に役に立つと思われる。X バンド MP レーダの情報を、地理情報システム（GIS）のデータ形
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式の１つである WMS に変換し、配信するシステムを作成した。これにより、地方自治体等が日常で使用し
ている地図情報に、X バンド MP レーダ情報を重ねることが可能になった。地方自治体が提供するハザー
ドマップに MP レーダ情報を重ねることが可能になるとともに、レーダ情報を参照するための新たなシステ
ムを導入する必要がなくなり、地方自治体におけるレーダ情報のさらなる活用が期待される。
(c)極端気象のデータベース構築
①台風災害データベース
1951 年以降日本に被害をもたらした台風について、台風の経路、最大風速、中心気圧等の気象要素、
および被害情報をデータベース化し、検索できるシステムを作成した。このシステムの活用により、例えば
台風が接近しつつある状況において、過去の類似台風を検索して被害の程度を調べ、防災担当者に参
考情報として提供することが可能となった。
②土砂災害データベース
過去に発生した斜面崩壊や土石流の痕跡を空中写真から読み取り、データベース化する作業を行った。
1989 年 8 月 1 日の富津市・君津市付近の豪雤、および 1972 年 7 月 12 日の神奈川県山北町の事例に
ついて判読し、データを順次 Web 公開している。
③MP レーダ画像データベース
国土交通省 MP レーダネットワークが試験運用を開始した 2010 年 7 月以降の１分間隔のすべての画像
を収集し、利用者が容易に検索できる画像データベースを作成した。
(2)社会実証
・社会実証の概要
稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明による新しい知見の応用と、開発された極端気象の監
視・予測システムの定着を目的に、４つの防災分野を対象に社会実証実験を行った。
救助活動分野では、短時間で突発的に最大時間降雤量を記録する局地的大雤（ゲリラ豪雤）等に対
する情報収集手段を開発し、水防活動に活用することを検討した。
危機管理分野では、参画機関の自治体が進める危機管理に「極端気象早期検知・予測システム」を応
用することで、研究成果の早期的な社会実装を支援した。
社会基盤分野では、極端気象による水害によって産業活動を支える社会基盤整備が直接的および経
済的に被る経済被害を軽減するための手法を検討した。
教育・生活分野では、地域防災力の向上のため、エンドユーザである一般人を対象とした防災情報の
高度利用方法の検討と、将来的な防災リーダーの育成に資する防災教育について検討を行った。
・社会実証の成果
救助活動（東京消防庁）
水防活動態勢の早期準備と監視警戒の強化を目的に、東京消防庁専用の X バンド MP レーダ情報閲
覧サイトを開設・運用している。毎年、所轄の消防署へのアンケート調査により、必要な機能を順次追加し
た。現在、一定以上の降雤が検出された場合アラート音が鳴動するとともに、サイト上に一定以上の降雤
が検出された消防署名が表示される機能が追加されている。また、東京消防庁が構築した防災ＧＩＳと連
携させ、MP レーダ情報詳細な地域情報（過去の浸水実績、河川水位情報及び土砂災害危険個所等）を
同一地図上で視覚的に確認できる。今後は、アラート鳴動（警報）基準等の検証および水防活動態勢の
準備に必要なリードタイムを検証する。東京消防庁専用の MP レーダ情報閲覧サイトは既に実用化レベ
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ルとなっている。
危機管理（自治体関係）
江戸川区では、X バンド MP レーダ雤量情報を適切に区民に伝達する方法を検討する目的で、情報提
供ツールとして既に活用している webGIS「えどがわマップ」に、X-MP レーダ雤量情報を重ねて表示でき
る機能を実装した。今後、教育機関など限定ユーザに試験公開し、アンケート調査等により効果の検証を
実施する。既存の「えどがわマップ」を利用するので、これまでの維持・管理・運営の範疇で継続利用がで
きる。
横浜市では、ゲリラ豪雤対策の一環として親水拠点に設置している警報システムの運用基準に、X バン
ド MP レーダ雤量情報を取り入れる手法検討を開始した。平成 22 年 8 月 1 日より 18 の親水拠点に 20
基の警報システムを設置し、運用している。現在は運用実績の収集整理段階であるが、今後は、過去の
発報事例について、現状の警報システムの妥当性を確認する。また、X バンド MP レーダ雤量情報を利用
した運用方法について検討を行う。平成 25 年度には、X バンド MP レーダ情報に基づき運用できる親水
拠点警報システムをモデル親水拠点に設置して、試験的運用を開始する予定である。現在設置済みの
警報装置は、発報システムをカスタマイズすることで運用方法を変更できるので、X-MP レーダ情報に基
づく運用基準が構築できれば、既存の警報装置が利用できる。
藤沢市では、住民参加型の防災情報コミュニケーション・プラットフォームである「e-コミふじさわ」を活用
した、X バンド MP レーダ雤量情報の提供のテストページを開設した。また、藤沢市南部を対象に、MP レ
ーダを活用した浸水危険度予測システムを導入し、試験運用を開始した。さらに、リアルタイム性を高め
た浸水危険度予測システムにより、市町村の防災担当者に試験的に情報提供を実施した。今後は、浸水
危険度予測システムの対象エリアを藤沢市全域に拡張するほか、システムの予測精度を高め、一般市民
への情報提供や浸水被害低減活動を支援する手法について検討を行う。
南足柄市では、防災行政無線の個別受信機の設置率が高い(45%)メリットを活用し、防災行政無線の個
別受信機を利用したゲリラ豪雤情報の提供手法を検討する。平成 23 年度までに専用端末「X-NET ディ
スプレイ」を利用し、職員が常時ＸバンドＭＰレーダ雤量情報を閲覧できる状況となっており、防災への利
用法について検討を行っている。平成２４年度は、市民の防災意識アンケート調査を実施し、先回(H12.2
月）との比較から市民の防災意識の変化を調査するほか、過去の防災行政無線放送から事例を選択し、
X-MP レーダ雤量情報が利用できた場合に現行の運用方法と比較して、どのようなメリットがあるのかを確
認する。市民への情報提供手段としては、既存の防災行政無線と個別受信機を利用するので、継続的
に利用が可能である。
社会基盤（民間企業）
ＪＲ東日本では、鉄道運行の安全性向上や運転規制によるダウンタイム削減による効率性の検証と、鉄
道事業への利活用方法を検討している。このうち浸水氾濫予測警戒への活用については、河川と鉄道
交差部の洪水に対して、MP レーダー観測による降雤モニタリング、及び、雤水が流下・集中する水量や
浸水深さ及びその発生タイミングの把握といった観点での検討を行った。また、降雤時運転規制への適
用性について、鉄道雤量計との比較分析や MP レーダ雤量情報の空間的情報に着目した活用方法お検
討を行った。今後は、さらに事例検討を行うとともに、鉄道運行上の参考気象情報あるいは運転規制・浸
水警備警戒などの実務への導入を検討する予定である。
ＪＲ東海では、従来レーダよりきめ細かな MP レーダの雤量情報を運行管理に利用する際の適用性を検
討するため、何らかの運転規制（運転中止、徐行など）となった降雤事例について、地上雤量計と、Ｘ－
ＭＰレーダ雤量、気象庁雤量および解析雤量との比較検討を実施している。MP レーダがカバーする範
囲では、一般に精度が高い雤量情報が得られることから、平成２３年度に新たに配信された地域を含めて、
継続して地上雤量計との比較検証事例を増やしていく予定である。
大林組では、建設現場の安全性の向上と、安全管理への活用に際する適用性を検討する目的で、都
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内の高所建設現場を対象に、悪天候接近時の注意喚起や建設作業員への情報提供、東京都レーダー
（東京アメッシュ）などの既存情報との比較検討を行った。今後は、実施現場を選択し現場員によるレーダ
ー情報の web 上での閲覧（適用現場：都内１～２か所候補）や、現場状況（立地条件や鉄骨の組み立て
時、あるいは仕上げ時などの建設段階）の変化に応じた適切な注意喚起タイミングの検討を行っていく。
教育・生活（住民・学校等一般の人々）
都環研では、学校の教職員や生徒を対象にした災害情報の伝達方法と、防災教育に関する検討を目
的として、都立武蔵丘高校の高校生に向けた防災教育ツールとして X-MP レーダとデジタル百葉箱のデ
ータを用いた降雤状況提供システムを構築したした。また、都立高校 2 校においてゲリラ豪雤等局地的極
端現象の概要と X-MP レーダ、デジタル百葉箱のしくみ、データの確認方法等講義を行った。今後は、高
校に設置している気象観測装置の後利用について検討を行うほか、あわせて構築した防災教育ツール
をもとに高校生に対し、防災教育を実施する。
東洋大学では、稠密気象観測及びその結果を用いた短時間予測システムの予測結果を住民に伝達す
る社会実証を目的としている。これまでに、一般市民のうち気象情報利用者(有料気象会社・東京アメッシ
ュ他、163 人） を対象にしたウェブ調査プレ調査、気象情報へのニーズが高いと考えられる 10 カテゴリー
の人（5026 人）を対象にウェブ調査、とくに興味深いと思われる 3 カテゴリー(6 人)を対象にした面接調査
を実施し、リアルタイム降雤情報のニーズを探った。その結果、全体としては、「日常的生活の質を高め
る」という利用法を挙げた人が多いこと、趣味や仕事に合わせて様々な利用法があることがわかっている。
また本調査からは、予測情報、現在地点のほか任意地点での情報などの情報提供形態に関する希望が
あることが分かった。今後は、出水期間(4 か月間)を対象とした尐数モニターとスマホを利用した調査、情
報弱者を対象にした情報提供等について検討する。また、社会的に認知を広げるための方策を検討す
る。
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４．各研究グループ（サブテーマ）の研究成果
（１）稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明
１）グループリーダー
山田芳則（気象庁気象研究所）
２）参画機関、協力機関
(a) 参画機関
気象研究所、北海道大学、（独）情報通信研究機構、（独）電子航法研究所、（独）防災科学技術研究
所、（一財）日本気象協会
(b) 協力機関
気象庁、気象衛星センター、千葉工業大学、大阪大学、電気通信大学、成蹊大学、東京学芸大学、東
京家政大学、山梨大学大学院、中央大学、防衛大学校、電力中央研究所、東芝、東京都
３）目標
(a)新たな観測技術の開発・実用化
極端現象の解明には、積乱雲の構造をその一生にわたって解明することが是非とも必要である。しか
し、積乱雲内には一般に強い鉛直流や電荷が存在し、その周辺では気流等が大きく乱れていることを考
慮すると、積乱雲の構造の解明にはリモートセンシングデータに大きく依らなければならない。さらに、積
乱雲の空間スケールはおよそ 10 km と小さく、しかもその時間的変動が大きいため、時間空間的に高分
解能の観測システムが必要である。このような背景のもと、本課題では、Ku バンドドップラーレーダと固体
化 C バンド偏波レーダによる観測技術の開発を行う。また、積乱雲の発生過程の解明には、積乱雲が発
生する環境場の 3 次元的な観測が是非とも必要である。この目的のため、有人・無人航空機による大気
状態の観測技術の開発を行う。
① 高い時間空間分解能 （時間分解能は 1 分、距離分解能は数 ｍ） を有する Ku バンドレーダを整備
し、極端気象解明のために実用化を目指す。このレーダは、基本的に大阪大学と住友電工が近年開発し
た新しいレーダである。
②固体化 C バンド偏波レーダーを用いて、地上観測等による観測・校正を行うと共に偏波パラメータに基
づいた顕著な降水現象に適した観測アルゴリズムを開発する。
③ 首都圏稠密観測網周辺において電子航法研究所が保有する実験用航空機または無人航空機によ
り極端気象発生の背景場（気象擾乱発生前）について、上空の湿度分布をはじめとした 3 次元大気場の
観測実験を実施し、極端気象の発生メカニズムを解明する。
(b)極端気象の観測解明
最新の観測システムと既存観測システムを結集して首都圏を対象とする稠密気象観測を実施し、多数
の積乱雲を観測する。それによって、環境場、積乱雲の発生要因、発生・発達・衰弱までのプロセスを理
解した上で、データ解析、数値モデル再現実験等により災害をもたらす積乱雲、及び災害をもたらさない
積乱雲の発生・発達・衰弱メカニズムを解明するとともに、課題２で使用するデータセットを作成する。
(c)統計的解析
アメダスなどのルーチンデータに基づき，強い降水の地域性や時間変化の統計的特性を明らかにす
る。
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４）成果
(a)新たな観測技術の開発・実用化
本研究で開発・実用化に向けて取り組んでいる観測技術として、Ku バンドレーダ、C バンド固体素子二
重偏波レーダ、航空機観測がある。
【Ku バンドレーダ】
Ku バンドレーダは、大阪大学及び住友電工（株）によって近年開発された波長 2ｃｍの小型気象レーダ
である。その外観を図-1 に、为な仕様を表-1 に示す。本レーダの大きな特徴の一つは高速のスパイラル
スキャンが可能な点である。従来の気象レーダでは三次元的なデータを取得するのに 5～10 分間の時間
が必要であったが、本レーダでは約 1 分で取得できる。この性能は、変化の激しい積乱雲や局地的大雤
の内部構造や発達メカニズムの詳細を調べるのに有効な機能である。 しかし、Ku バンドレーダは開発か
ら間もなく、観測実績が尐ないことから、一度気象研究所（茨城県つくば市）において予備観測及びパラ
メータ調整等を行った。その後、2011 年 9 月に成蹊大学（東京都武蔵野市）の校舎屋上に設置し、首都
圏における観測を開始した。Ku バンドレーダによる積乱雲の観測例は(b)極端気象の観測解明で紹介す
る。

図-1 Ku バンドレーダ及び東京都武蔵野市における観測環境
【C バンド固体素子二重偏波レーダ】
C バンド固体素子二重偏波レーダは、送信波の挟帯域化・低スプリアス化を通じて電波の有効利用を
図ることを目的とした総務省の研究開発プロジェクト『クライストロン送信機デジタル波形成型技術及び固
体素子等を用いたレーダ技術の研究開発』によって開発された。図-2 に外観写真を示す。本レーダの特
徴として、送信に個体化素子を用いていることがある。これにより、送信波の高い安定性と狭帯域性が確
保され、より均一な観測データの取得が可能となった。また、レーダシステムの維持管理費の低減、固体
化送信機の持つ冗長性による高い可用性、小型軽量化による施設費の低減などの利点がある。これらは、
いずれも将来のオペレーショナルなレーダとして魅力的な点である。一方、問題点もいくつかある。固体
化レーダは最大出力が低いため、パルス圧縮技術を用いる。その際、FM 変調された長パルスと無変調
の短パルスを発射するため、両パルス間の干渉により虚像が発生する。本研究では、長パルスと短パル
スのそれぞれの送信波の周波数を、付与された送信周波数帯域幅の中で僅かに離すことで、干渉のレ
ベルを格段に落とすことに成功した。別の問題として、パルス圧縮処理によってレンジサイドローブと呼ば
れる虚像が発生することがある。このような虚像に対しては完全に除去することは理論上不可能であるが、
信号処理等によって実用上支障がない程度に低減することができた。本レーダによる観測例については
(b)極端気象の観測解明で紹介する。
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図-2 Ｃバンド固体素子二重偏波レーダーの外観
【航空機観測】
航空機観測は積乱雲が発生する背景場（気温・水蒸気の場と風向・風速の場）を観測する手段として
大きな期待があったが、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により実験用航空機が全損し、有
人航空機観測を断念せざるを得なかった。その代替案として、無人航空機による気象観測技術の実用化
研究に着手した。図-3 に機体の外観を示す。機体はフジインバック製のタンデム型双発機で、全長 3 m、
全幅 4.6 m、重量 35 kg、巡航速度 100-120 km/h、滞空時間４時間の性能をもつ。表-2 は搭載する気象
センサー（明星電気 RS-06G）の仕様である。ラジオゾンデと同じ精度で気温と湿度を測定することができ
る。この他に、機体には差圧センサーと絶対圧センサーが搭載されており、対機速度と気圧を測定するこ
とができる。水平方向に円を描いて飛行することにより、対機速度から風速を求めることも可能である。墜
落の危険を避けるため、予備のエンジンを搭載しているほか緊急時にはパラシュートを開くことができるよ
うになっているが、平成 24 年 3 月 25 日に茨城県北茨城市での試験飛行中、積乱雲通過による天候の急
変によって墜落した。同様の墜落事故を避けるためには、原因の究明と対策とともに飛行中の天候の監
視強化が必要である。

図-3 使用する無人航空機の外観および試験飛行の様子（平成 24 年 3 月 24 日）
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(b)極端気象の観測解明
気象研究所(茨城県つくば市)に設置した Ku バンドレーダによる予備観測を 2011 年 4 月～8 月に実施
し、観測パラメータの最適化、反射強度などの品質の確認・調整、レンジサイドローブ軽減対策を行った。
その後、首都圏で発生・発達する積乱雲の時空間構造を捉えるため、2011 年 9 月に、Ku バンドレーダを
成蹊大学（東京都武蔵野市）に設置し、現在まで降水観測を行っている。観測は、 距離方向 2.38 m、
ビーム幅 3 度、 観測半径約 20 km、 時間解像度は約 1 分で、 スパイラル走査でボリュームスキャンを行
った。
Ku バンドレーダ及び他観測機器の観測配置を図‐4 に示す。Ku バンドレーダ観測範囲内の西側には
地上気象観測網が位置し、夏季の風上側にあたる南西には、ドップラーライダの観測網 （大岡山、羽
田） が存在する。これにより、Ku バンドレーダ観測範囲内で発生した積乱雲の発生環境場、また積乱雲
発生のトリガーとなる海風前線・冷気外出流の把握が可能となった。
図 5 に Ku バンドレーダの観測例を示す。図は 2011 年 11 月 20 日に観測された線状降水帯内の積乱雲
を３次元的に表示した図であるが、降水帯内の積乱雲 (Cb_B) の発生初期からの発展が１分毎に見事に
捉えられている。Cb_B 内部、高度 4 ｋｍ付近に降水コアが発生し（図-5b）、 その後 4～6 分程度で、 そ
の降水コアが地上へ到達する様子がわかる（図-5ｆ）。この例は、Ku バンドレーダが持つ高い時間分解能
の有効性を示す例である。一方、Ku バンドレーダはレンジ方向に極めて高い空間分解能を持つ。2012
年 5 月 6 日に首都圏を通過した、発達した積乱雲が、Ku バンドレーダでは鉛直渦を伴う積乱雲が時間的
にも空間的も連続的なデータが観測することができた。

図-4 Ku バンドレーダ (東京都武蔵野市) とドップラーライダ (3D-CDL、 羽田 1 号機、 2 号機) の観
測配置図。赤丸は、 地上気象観測網、 黒四角はアメダス、 青三角は、 板橋特別観測点を示す。
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図-5 Ku バンドレーダで捉えた積乱雲の３次元構造の時間発展（１分毎）。等値面は、 32 dBZ・38 dBZ
の反射強度、 等値線は、 高度 0.5 km の反射強度を示す。
【MRI-C レーダ】
局地的大雤による被害を軽減するためには、その実態(空間・時間スケール、降水強度、発生高度など)
を把握する必要がある。地上に設置する雤量計では設置台数に限りがあるため、空間分解能が不足する。
一方、気象庁の現業の単偏波レーダでは、広い空間を高い時間分解能で観測できるものの、降雤減衰
や粒径分布の変化による影響が大きく、激しい強雤時には降水強度や雤水量を十分な精度で推定する
ことができない。本研究では、降雤減衰や粒径分布の変化の影響を抑えることが可能な、気象研究所の
C バンド固体素子二重偏波レーダー（以下，MRI-C レーダ）を用いて、東京都周辺で発生する局地的大
雤を対象として高い時間・空間分解能で観測・解析を行なっている。これまでに、実施した事項は以下の
通りである。
1) 偏波パラメータを用いた降雤減衰の補正・降水強度の推定手法の導入
2) 激しい強雤事例に対する、降雤減衰の補正・降水強度の推定手法の性能評価
3) 激しい強雤をもたらした積乱雲の事例調査
4) 2011 年 7 月～11 月の期間における、積乱雲に伴う降水事例の観測
図-6 から図-７に MRI-C レーダの観測例を示す。示した事例は、2011 年 8 月 26 日午後，首都圏は練馬
で 1 時間雤量 90.5mm が観測された雷雤事例である。図 6 はそのときの降雤強度の分布である。従来の
Z-R 関係式からは求められなかった局所的な降雤が、偏波パラメータを用いた手法により見事に捉えられ
ている。推定した雤量は地上に設置したディスドロメータによる観測値と良くあっていた。この雷雤の鉛直
構造を見るために、RHI スキャンデータを用いて雤水量の解析をおこなった。図-７は，板橋サイトで
100mmh-1 を超える降水が始まる 15:16 における雤水量 W(Kdp-Ze)の鉛直断面である。板橋サイト上空に
は高度 4km にかけて 4gm-3 を超える雤水量が分布している。非常に強い降水の前に、上空に多量の雤水
量が蓄積していることがわかる。なお、このとき気温が 0℃になる高度は約 4.5km であった。これよりも上空
では降水粒子の多くは雪やあられなどの固形となっているはずであるが、今回の解析では下層と同様の
雤水量推定を適用した。今後、降水粒子が雤なのか雪・あられなのかを判別し、より精度の良い雤水量
（あるいは雪水量）の推定を行う必要がある。

図‐6 従来の手法で反射強度から推定した降水強度分布、（右）偏波パラメータを用いて推定した降水強
度分布の例。2011 年 8 月 26 日 15:21JST。
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図-７ 2011 年 8 月 26 日 15:16JST における、MRI-C レーダの RHI 観測に基づく雤水量の鉛直分布。図
中の 52km 地点（△）にディスドロメータを設置した板橋サイトがある。
【地上気象観測】
水平スケールが小さく時間変化が速いため観測そのものが難しい局地的大雤やそれをもたらす積乱雲を
詳細に観測することを目的として、東京都内に高密度の地上気象観測網を構築した。配置図を図-8 に示
す。杉並区を中心としたエリアに約 3km 間隔に 12 機の観測装置を設置している。地上気象観測網の広
がりは孤立積乱雲の代表的スケールの 10km 四方で、観測に必要な最小限を確保している。周辺の高層
建物の影響の尐ない場所にあり、また建物の屋上に設置する際、できる限り地上高 20-25m 程度に観測
高度を揃えられるよう、設置場所を精査した。またなるべく一様な空間分布にするため正三角形の頂点に
位置するように配置している。

C1
B1
A1

D1

C2

地上気象観測装置

L1

光学式ディスドロメータ
（H24は全か所整備予定）

D2

B2

Kuバンドレーダー

C3

A2

雷放電位置標定装置

D3
L2

B3

C4

0

10km

図-8 地上気象観測網の配置図(アルファベットと数字の組は地点 ID)。
夏季に見られる孤立積乱雲は対流不安定の下、いたるところ無秩序に発生し発達する群というイメー
ジがあった。今回、地上気象観測網による熱力学的な詳細観測と非降水エコーによる追跡により、その発
生・発達には、海風前線、隣接する積乱雲からもたらされた冷気外出流といった、非降水性の収束ライン
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が重要な役割を果たしていることがはじめて示された。このことは、将来的に積乱雲の発生・発達、ひいて
は局地的大雤を個別に短期的に予測できる可能性を示唆した重要な成果であると考えられる。
【GPS 水蒸気観測】
国土地理院は全国に 1,200 点以上の観測点からなる GNSS 観測網(GNSS Earth Observation Network:
GEONET)を連続運用している。本研究では、首都圏に豪雤をもたらす水蒸気変動を解明するため、
GEONET を補完するよう、東京湾周辺を中心に５点の GNSS 観測点を設置し、2011 年 7 月から観測を開
始した。
東京湾内、及び周辺に GPS 点を５点設置し、国土地理院の GEONET 等と共に PWV 分布を解析した
結果、夏季海陸の温度差によって生じる海陸風の変動に対応する東京湾周辺の水蒸気変動を捉えるこ
とができた。GPS 解析から得られる情報から、大気の非一様性（水平一様性からのずれ）の強さを示すパ
ラメータ（水蒸気勾配、高次の非一様性）を提案した。以上の結果は、GPS による水蒸気非一様成分の解
析が、豪雤に先行する指標として利用できる可能性を示唆するものである。

図-9 GPS 観測点配置、格子状の陰影は 2008 年 8 月 5 日 12
時の気象庁降水ナウキャスト解析値．色付きの丸印は GEONET
【ドップラーライダー観測】
北大・低温研では、予測が困難とされている極端気象の発生・発達
のメカニズムを解明することを目的として、平成 23 年度にドップラーラ
イダーを東京都目黒区にある東工大・大岡山キャンパスに移設して、
観測を開始した（図-10）。観測したデータは、2 時間毎の仰角-0.5 度
の VAD 画像）、1 時間毎の地上 50～1700m までの風の時間高度断面
（VAD 法で計算）、1 分間毎の各種気象要素（ヴァイサラの WXT）、オ
ゾン濃度とエアロゾル濃度（神栄テクノロジー（株）のセンサーステーシ
ョン）の時系列データを作成し、ホームページからパスワード付きで常
時閲覧できるようにした。それ以外に、マイクロ波放射計（Radiometer
Physics Gmb 社製 HATPRO）で測定した可降水量、積算雲水量、気
温と湿度の高度分布や、複数の監視カメラを用いて１分間毎に雲画

図-10

東工大屋上に組み

立てた観測用コンテ
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ナ。

像を撮影しかつ合成雲画像も作成している。
海風前線と冷気外出流は積乱雲の発達のトリガーとなることが知られている。ドップラーライダは降雤レ
ーダが捉えられない晴天大気を観測することができる。図-11 はドップラーライダが捉えた海風前線と冷
気外出流である。

海風前線通過 2011年9月22日12時

冷気外出流通過 2011年9月6日20時
雨
域

図-1１ 東京でも観測された、海風前線（上）と冷気外出流（下）。そ
れぞれ、左が S/N 比で右がドップラー速度の水平分布。観測半径は
4km。
図-12 は、平成 22 年 7 月 5 日に、東京の小
金井における実験で取得されデータの一部
である。図中の灰色の部分は X バンド MP レ
ーダーで観測された降雤域を示すものである
（レーダーデータ提供：MP レーダコンソーシア
ム）。暖色系の色は観測点（ライダー）から遠ざ
かる風、寒色系の色は近づく風の成分を示し
ている。このように、降雤域に風が流れ込む様
子が克明に捉えられる。ライダーは、エアロゾ
ルなどの微粒子をターゲットとした計測を行う
ので、このように、降雤や雲が無い領域の気
流を克明に把握することが出来、雲形成以前
から形成初期を含む下層の気流を把握するう

図-12 平成 22 年 7 月 5 日に観測された例（MP
レーダによる降雨域観測データとの関連図）
。
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えで非常に有望な観測ツールであることが示された。
【ゾンデ観測】
積乱雲の発生環境場の把握と、都市効果の解明
を目的とした，ゾンデ観測および大気境界層観測を
おこなった。2011 年 7 月～10 月にかけて，首都圏の
4 地点においてラジオゾンデ観測を実施した．測定
地点は気象研究所/高層気象台（つくば市），浮間
水再生センター（北区），情報通信研究機構（小金
井市），防衛大学校（横須賀市）である（図-13）。
ゾンデ観測および大気境界層観測により，首都圏
における降水時の環境場と大気境界層構造に関す
るデータを取得し，東京都区部では境界層高度が
周辺よりも高いことが確かめられるなど，新らしい知
図-13 ゾンデ観測の位置。

見が得られた．また，観測結果と数値実験との事例

解析から局地的大雤の発生機構に関する考察を行った．今後，首都圏における観測データさらに蓄積し，
首都圏の大気境界層構造の特性と降水との関わりをさらに調べるとともに，他の稠密観測データや数値
的手法も活用しつつ首都圏における極端気象の発生環境の解明を進めていく．
【X-NET】
X-NET は関東にある研究所、大学が所有する X バンドの研究用レーダをネットワークで結び、リアルタ
イムで雤と風の３次元分布を求めるネットワークである。その情報およびその情報を用いた予測情報は後
述する社会実験の中で利用される。2010 年および 2011 年の夏季において、X-NET のレーダ観測網は
降雤量その他のデータを取得できた。本プロジェクトの多くの気象測器で観測された 2011 年 8 月 26 日の
強雤事例についての観測例を図―15 に示す。

X-NET で観測された 2011 年 8 月

図-14 X-NET を構成する研究用レーダの

図-15

位置と観測範囲

26 日に関東で発生した対流系によっても
たらされた強い降水の観測例。
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(c) 統計的解析
16 年間のアメダス資料を使って，短時間強雤（10 分間および 1 時間降水量の各地点 1 位～100 位値）
の分布を統計的に調べた。その結果，短時間強雤は緯度が低い地域ほど強いことに加え，西日本太平
洋側の山岳の南東側で強いという地形効果が見出された。また，10 分間降水量に関しては関東平野の
西部でも強雤の頻度が高い傾向がある。このことは首都圏で短時間強雤が起こりやすいことを示唆する
が，統計期間が短いためさらなる検証が必要である。
より長期間の変動を見るため，気象官署 92 地点における 1951～2010 年の 10 分間・1 時間降水量デー
タから，極端降水の長期変動特性を調べた。その結果，1980 年代以降, 10 分間降水量や 1 時間降水量
の年最大値が有意に増加している (図-16)。しきい値以上の降水頻度（例えば 10 分間に 15mm 以上，1
時間に 40mm 以上）など，図-16 に示すもの以外の極端指標についても有意な上昇が認められ (図は省
略), それは全国的に, かつ初夏～秋の各季節を通じて存在する。気温の長期変動と対比すると，極端
降水の増加が見られる 1980 年代以降は気温の上昇が顕著になった期間と一致する。極端指標と気温の
各 5 年平均値の間には 0.8 前後の正相関があり, 気温上昇に伴う水蒸気量の増加が降水の強化をもたら
したことが示唆される。気温変化 1℃当たりの年最大 10 分間降水量の増加率は 8.6±3.6% , 年最大 1 時
間降水量は 6.7±4.6 %であり, それぞれ飽和水蒸気量の増加率 (6%/℃程度) とほぼ同じか若干大きめ
である。

図-16 1951～2010 年の(a) 年最大 10 分間降水量 (全国の気象官署 92 地点の平均値),
(b) 年最大 1 時間降水量 (同), (c) 年平均気温 (全国 17 地点の平均値で, 平年値から
の偏差). 点線は 1981～2010 年を対象にした 1 次回帰.
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（2）極端気象の監視・予測システムの開発
１）グループリーダー
三隅良平（防災科学技術研究所）
２）参画機関、協力機関
参画機関： 防災科学技術研究所、気象研究所、国土技術政策総合研究所、日本気象協会
協力機関： 京都大学防災研究所、電子航法研究所
３）目標
(a)極端気象の発生予測手法の開発
稠密観測から得られるデータを処理し、極端気象を早期に検出・予測する技術を開発する。具体的に
は、以下の開発を行う。
①豪雤直前予測手法の開発
②強風ナウキャスト手法の開発
③稠密気象観測データの同化技術の開発
④都市域における河川水位予測手法の開発
⑤航空機の飛行経路予測における要件導出
(b)極端気象の監視・予測システムの開発と運用
市町村内の地区スケールで、緊急に防災情報を伝達する「極端気象早期検知・予測システム」を開発し、
社会実験で適用する。具体的には、以下の開発を行う。
①ナウキャスト文字情報配信システムの開発
②X バンド MP レーダ情報配信システムの開発
(c)極端気象のデータベース構築
過去に発生した類似の災害を検索し、事前の防災対策の参考となる極端気象データベースを構築する。
具体的には以下のデータベースを構築する。
①台風災害データベース
②土砂災害データベース
③X バンド MP レーダ画像データベース
４）成果
(a)極端気象の発生予測手法の開発
【鉛直積算雤水量（VIL）を用いた予測手法】
X バンド MP レーダの観測データから、ある場所における地上からエコー頂までの雤水量を足し合わせ
た鉛直積算雤水量(Vertically Integrated Liquid water content：VIL、図-16)を推定する手法を提案し、
2008 年以降に発生した 14 個の豪雤イベント時における VIL の振る舞いを調べ、豪雤直前予測指標とし
ての VIL の有効性について検討した。
VIL と地上雤量計による観測データとの比較は、雤量計を含むメッシュの VIL 値を用いて時系列的に
行われた。図-17 は比較結果の一例を示す。全解析対象イベントの約 6 割の地点において、VIL は地上
雤量に対し有効なリードタイムを持っていることが確認できた。ただし、リードタイムの幅は 5 分から 15 分程
度と変動があった。また、事例によってリードタイムの確実性が異なり、全地点において顕著なリードタイム
を持つ事例と、わずかなリードタイムしか確認できなかった事例に分かれていることも判明した。
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表-1 解析対象となる豪雤イベントのリスト

図-17 VIL の概念図

図-18 VIL と地上雤量計の時系列比較。(a)2008 年 8 月 5 日事例；(b)2010 年 7 月 5 日。
【降水コア検出による予測】
突発的に発生する豪雤の監視および直前予測手法の一つとして、上空に形成された強い雤域(降水コ
ア)を、地上に豪雤がもたらされる前に検出することが有効であると考えられる。たとえば Kim et al. (2012)
は、2008 年 8 月 5 日に雑司ヶ谷豪雤をもたらした積乱雲内で、降水コアが高度約 3km から 6km で形成さ
れ、5 分から 25 分かけて地上に降下したことを報告した。そこで本研究では、X バンド MP レーダ(以後、
MP-X)の 3 次元データを用いて、降水コアを自動検出する方法を検討した。
本研究では、レーダデータとしてこれまで一般的に扱われていたレーダ反射強度ではなく、MP-X で得
られる観測パラメータから算出される雤水量（Liquid water content: LWC）によって降水コアを定義した。
LWC の算出には Kim et al. (2010)の方法を用いた。LWC の閾値を最大値（3 次元データに含まれる値よ
りも大きい値、例えば 6 g m-3）から最小値まで徐々に下げていき、等値閉曲面の出現や結合の情報を追
い、他の閉曲面と結合する直前の閉曲面領域を降水コア領域とした。ただし、体積が 2km3 以下の閉曲面
領域は降水コアと判定せず除外した。この方法を、2008 年 8 月 5 日の雑司ヶ谷豪雤事例に適用して降水
コアを自動検出し、Kim et al. (2012)の詳細な解析結果と比較した。
図-17 は 12:00 の LWC の 3 次元分布を等値面で、検出された降水コアの重心位置を球でプロットしたも
のである。積乱雲を囲む白い線で示したボックス領域に、豪雤に最も寄与していた降水コア(赤球)を含む
4 つの降水コアが検出された。また積乱雲の発生と発達における为要な時間を含む 11:30 から 12:45 の
期間の降水コア自動検出結果と Kim et al。 (2012)の詳細な解析結果を比較すると、概ね一致していた。
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特に降水コア発生時の自動検出率は高く、図-19 に示した豪雤に寄与した降水コアも、11:30 の早い段階
で自動検出されていた。また図-19 に矢印で示した降水コアは、降雤が地上に到達する前(11:55)から検
出されており、地上の豪雤を数分でも早く探知する方法として、降水コアの検出が有効であることが確認
された。

図-19 2008 年 8 月 5 日 1200JST における LWC の 3 次元分布(等値面)と降水コアの重心位置(球)。
【強風ナウキャスト】
突風被害軽減に資するため、数十分から 1 時間程度先までの強風の短時間予測を目的として、強風
ナウキャスト手法を研究開発し、手法のさらなる高度化について検討を行った。強風ナウキャスト手法は、
1) 移動ベクトル算出、2) 強風域の時間外挿、3) 地上風速の推定、の手続きを経て 1 時間先までの強
風域の場所と出現時刻を予測する手法である。
複数台の X バンドレーダから得られる風速場データの蓄積が進んだことから、本手法の予測対象となる
強風時の観測データを抽出し、予測精度の検証を行った。強風事例は、気象庁の「竜巻等の突風データ
ベース」に登録されている事例、もしくは気象官署およびアメダス地点において最大風速（10 分平均）が
20m/s を超えた事例のどちらかの条件を満たすことを基準に抽出した。2010～2011 年の 2 年間を対象に
抽出したところ、合計で 4 事例しかなく、さらに突風データベースに記載されている時刻において周辺の
気象官署あるいはアメダス地点で強風が観測されていない事例もあった。局地的な強風現象は水平スケ
ールが小さく地上気象観だけでは捉えきれないことを示唆しており、X バンドレーダによる面的な観測の
必要性が明白である。一方、複数の地点で強風が観測され、比較的広範囲に強風域が存在する事例も
あった。いずれの事例についても、対象日は降雤が観測されており、雤域の存在が不可欠な強風ナウキ
ャスト手法による予測の可能性は認められる。
(b)極端気象の監視・予測システムの開発と運用
【携帯メール雤量情報】
Ｘバンドマルチパラメータレーダ（以下、X-MP レーダと呼ぶ）から得られる雤量情報を利用した携帯電
話向け雤量警戒情報システムを構築した。この携帯電話向け警戒メールは、個人（一般住民）がどのよう
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な防災情報をどのタイミングで必要としているかを解明するために、いつでもどこでも情報を手軽に受信
できる伝達手段として、平成 23 年 9 月に社会実験用の試験運用を開始した。Ｘ-ＭＰレーダは雤量を高精
度で高分解能（250m メッシュ）、更に高頻度（１分更新）に観測できるため、突発的に発生、成長し局所的
に多量の降雤をもたらす、いわゆる“ゲリラ豪雤”に対する迅速な防災対策に有効とされている。本警戒情
報システムは行政区や市域スケール内のＸバンドＭＰレーダ雤量情報を常に監視しており、登録者が指
定した判定雤量に達した時にナウキャスト文字情報として警戒メールを伝達する。（図-20）

図-20 雤量警戒情報システム構成（概略図）
豪雤発生時は警戒メールにより注意喚起を発信し（push 型）、さらに Web 閲覧による各種レーダ画像の
詳細、推移及び周辺の状況を確認することができる（pull 型）。 監視する要素は、雤域の発生と成長を常
時捉える現況雤量(mm/h)、雤
域移動の外挿法による予測雤

警戒メール

全域レーダ画像

量(mm/h)、及び 60 分間積算の
累積雤量(mm)から成る１時間
先までのナウキャストである。
登録者が設定したエリア内
のメッシュにおいて各雤量（現
況、予測、累積）のいずれかが
判定雤量に達した時に、その
表題と各雤量のメッシュ内最大
値を表記した警戒メールが登
録者宛に送信される。詳細な
情報を確認するには、メールに
記載の URL にアクセスして、全
域レーダや拡大レーダの各画
像と併せて気象警報の発表状
況と内容を閲覧できる。他に予
測雤量と累積雤量の全体と拡
大の各レーダ画像があり、これ
らは相互に選択して画面遷移
図-21 警戒メールとレーダ画像（例）
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拡大レーダ画像

をすることができる。
【ＷＭＳ形式による配信】
ＷＭＳとは Web Map Service の略で、この形式のデータは異なる GIS ソフトで表示できる利点がある。近
年、多くの地方自治体が Web GIS を用いて様々な地図情報（自治体の管理する施設やハザードマップ
等）を住民に提供しており、X バンド MP レーダの情報を WMS 形式で配信すれば、普段自治体担当者や
住民が使っている Web 地図にレーダ情報を重ねて見ることができる。防災科学技術研究所に X バンド
MP レーダの画像を WMS 形式で配信するサーバを構築し、江戸川区が運用している「えどがわマップ」お
よび藤沢市が利用できる「e コミュニティふじさわ」に表示できるようにした（図-22）。この方法は、(1)市が提
供している様々な地図情報とレーダ雤量を重ねることができる、(2)普段使っているシステムに無理なく X
バンド MP レーダ情報が付加される、(3)地図上での拡大・縮小が自在に行える、というメリットがある。

図-22 江戸川区が運用する「えどがわマップ」（左）および藤沢市が活用している「e コミュニティふじさわ」
に X バンド MP レーダ雤量情報を表示させた例。
(ｃ)極端気象のデータベースの構築
極端気象のデータベースとして、台風災害データベース、土砂災害データ、国土交通省 X バンド MP レ
ーダネットワークの画像データベースを構築している。
【台風データベース】
台風災害データベースには、1951 年以降において日本に被害をもたらした台風とその被害情報が登
録されている。台風に関する情報として、台風番号、台風名称、GLIDE 番号、台風経路情報、中心気圧、
中心付近の最大風速、概要、台風経路図、海面気圧図、衛星画像図、降水分布図が登録されている。
台風番号は気象庁が用いている台風番号であり、西暦年号の下 2 桁とその年の台風の発生順に付けた
2 桁の番号を組み合わせた番号である。GLIDE 番号は、アジア防災センターが運用している世界災害共
通番号である。台風災害に関する情報は、被災地名、発生日時、被害状況である。被害状況は、被害の
種類を項目別に、人的被害、住家被害、非住家被害、農業関係被害、林業関係被害、水産関係被害、
公共土木被害、文教施設被害、文化財・観光施設被害、医療衛生施設被害、商工関係被害、ライフライ
ン等被害、その他と区分している。さらに細目を設定しており、細目毎に件数、被害額、状況が登録され
る（表-2）。その他の情報として、台風や台風災害に関する資料、ホームページのリスト、各都道府県の防
災担当部局に関するリストが登録されている。
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表-2 被害の種類
区分

細目

人的被害

死者・行方不明者、負傷者

住家・非住家被害

全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、非住家

農業関係被害

農地、農業施設、園芸施設、畜産、畜産施設、農作物、その他

林業関係被害

林道、林地、その他

水産関係被害

魚船、漁港、栽培漁協施設、その他

公共土木被害

河川、道路、橋梁、砂防、港湾、下水道、公園、その他

文教施設被害

学校、幼稚園、保育園、社会教育施設、体育施設、その他

文化財・観光施設被害

神社仏閣、観光施設、その他

医療衛生施設被害

医療施設、衛生施設、その他

商工関係被害

商業関係、工業関係、その他

ライフライン等被害

水道施設、電力施設、ガス施設、電話施設、鉄道、その他

その他
過去に発生した台風災害にかかわる被害の状況を知ることは、今後発生する台風災害を軽減するた
めの重要な情報となる。発生した台風災害の被害状況は、国や地方自治体の関係機関において取りまと
められ、報告書が作成されている。これらの報告書は各都道府県の図書館などに保存されている。近年
では、各機関が公開しているホームページ上に掲載され閲覧できる場合もある。台風災害を調べるため
には、国や地方自治体などが作成した台風災害の被害状況が記載されている報告書や資料を収集する
必要があるが、これらの報告書や資料は、各機関毎に発行されるため散在しており、収集作業は非常に
煩雑であり、容易ではない。そこで、長期にわたり継続的に発行されている資料として、気象庁による気
象要覧（1951～2002）、総務省消防庁による被害状況資料（1999～）を、また地方自治体による被害報告
書や新聞記事などを収集し、台風に関連する災害による被害件数を抽出し、データベースを作成してお
り、データの更新を継続して行っている。作成したデータベースは、誰でもいつでも閲覧できるようにする
ため、インターネットで公開を行っている。
【土砂災害データベース】
土砂災害データベースは豪雤による大規模な土砂災害の後に撮影された空中写真を判読することに
より作成する。判読対象とした土砂災害は、1989 年 8 月の千葉県富津市と君津市周辺の豪雤災害、1972
年 7 月の神奈川県山北町の豪雤災害、1978 年 9 月の茨城県高萩市・日立市の豪雤災害である。
【MP レーダ画像データベース】
MP レーダ画像データベースは国土交通省の X バンド MP レーダの１分毎の降雤分布図を蓄積したデ
ータベースである。 このデータベースでは、地域、年月を選択することで、カレンダー表示で、日毎、時
刻毎に降水の有無を概観でき、時刻選択画面で時刻を選択することで、1 時間分の 1 分間降水強度の動
画を閲覧することができる。図-23 は地域選択画面である。上記 11 地域から、任意の地域を選択するとそ
の地域の年月日選択画面が現れる。画面には年月を選択する欄がある。週間分、日毎に、毎正時の 1 分
間降水強度画像が表示されるので、何月何日何時に降水が存在するかどうか、概観できるようになって
いる。2011 年８月を選択した画面から、 ８月 26 日を選択すると、その日の２４個の毎正時の 1 分間降水
強度画像が表示される。例えば、15 時の画像を選択すると、15 時 00 分から 59 分までの 1 時間分の 1 分
間降水強度画像の動画（図-24）が表示される。
過去の降水画像を用いた MP レーダ画像データベースを使用することにより、降水の存在する日時を
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容易に見つけ出すことができ、1 分毎の降水の変化の状況を容易に知ることが可能となった。降水事象検
出の支援ツールとして有用となると考えられる。

図-23 地域選択画面

図-24 1 分間降雤強度表示例
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（3）極端気象に強い都市創り社会実験
１）グループリーダー
中村 功（東洋大学）
２）参画機関、協力機関
参画機関： 東京消防庁、東京都江戸川区、神奈川県横浜市、藤沢市、南足柄市、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、
大林組、東京都環境科学研究所、東洋大学、日本大学、防災科学技術研究所
協力機関： 都立武蔵丘高校
３）目標
(a)救助活動
短時間で突発的に最大時間降雤量を記録する局地的大雤（ゲリラ豪雤）等に対する情報収集手段を開
発し、水防活動に活用する。具体的には、水防活動態勢の早期準備および監視警戒の強化のため、以
下の開発を行う。
① 東京消防庁専用の MP レーダー情報閲覧サイトを開設。
② MP レーダー情報閲覧サイトに必要な機能を追加。
(b)危機管理
課題 2 で開発された「極端気象早期検知・予測システム」を活用し、それぞれの自治体が進める危機管
理に応用することで、研究成果の早期的な社会実装を支援する。具体的には、以下の社会実験を行う。
① 江戸川区：、区民にわかりやすく提供する方法について検討する。具体的には、区民に情報を提供
する目的で既に運用している webGIS「えどがわマップ」に、解像度が高く(250m ﾒｯｼｭ）情報の更新間
隔の短い（1 分～5 分）MP レーダ降雤情報を重ねて表示し、その利用性について検討を行う。
② 横浜市：河川の親水拠点を対象に、ゲリラ豪雤などによる水災に配慮した警報システムの運用に、X
バンド MP レーダによる高精度な降雤情報を利用することを検討する。
③ 藤沢市：住民参加型の防災情報コミュニケーション・プラットフォームである「e-コミふじさわ」に、X－
MP レーダ情報を提供する。また、MP レーダ雤量情報を活用し、リアルタイムで市区町村内の詳細な
浸水危険度を計算し、街中の浸水状況の監視と合わせて、リアルタイム浸水危険度情報の浸水被害
軽減への活用方法を検討し、その実用化による具体的な浸水被害軽減策案を検討する。
④ 南足柄市：防災行政無線の個別受信機を利用した情報提供方法を検討する。具体的には、既存の
南足柄市防災情報システムを利用し、ゲリラ豪雤情報を提供するシステムを構築する。
(c)社会基盤
日本の産業活動を支える社会基盤整備を対象として、近年の極端気象がもたらす災害による直接的被
害および経済的被害を軽減するための手法を開発する。具体的には以下の社会実験を行う。
① ＪＲ東日本：空間的に稠密な降雤観測情報を獲得できる X バンド MP レーダー降雤観測を活用して、
鉄道運行の安全性向上や運転規制によるダウンタイム削減による効率性の向上が図れるか否かを検
証し、鉄道事業への利活用方法の考案を行う。
② ＪＲ東海：X バンド MP レーダ雤量情報を、新幹線などの運行管理に利用する際の適用性について、
検討する。
③ 大林組：建設現場の安全性の向上と関連し、X バンド MP レーダーによる雤量・風情報の閲覧を通じ
て、データ内容の把握、それらの解釈と難易度、安全管理への活用に際する適用性と課題を明らか
にする。
(d)生活・教育
地域防災力の向上のため、エンドユーザである一般人を対象とした防災情報の高度利用方法の検討と、
将来的な防災リーダーの育成に資する防災教育について検討を行う。具体的には以下の社会実験を行
う。
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① 都環研：極端気象情報の利用者として、学校の教職員や生徒を対象に、緊急時においてどのような
情報を必要としているかを調査・分析し、利用者に応じた災害情報の伝達方法を検討する。
② 東洋大学：極端気象に強い都市づくりをめざして、稠密気象観測及びその結果を用いた短時間予測
システムの予測結果を住民に伝達する社会実証および、それに関する調査を行う。
４）成果
本研究では４つの分野で極端気象に強い都市創りに向けた社会実験を実施する。本格的な社会実験
は平成２４年度からであるが、一部の分野ではすでに社会実験が開始しており具体的な成果出始めてい
る。これまでは技術的な問題点の抽出と解決を中心におこなってきた。今後、社会実験が本格化するに
あたって、社会的制度の隘路の有無が議論されることになる。以下､これまでの为な成果について述べ
る。
(a)救助活動
【東京消防庁における社会実験】
４ つの分野のうち救助活動（東京消防庁）では既に社会実験を開始しておりその成果が出始めている。
その理由として、本プロジェクトが開始される前の平成 21 年度に防災科学技術研究所と東京消防庁の間
で締結した「防災情報の連携協力に関する覚書」がある。この覚え書きの中で、水防活動への MP レーダ
情報の利活用がうたわれており、平成２２年度には、防災科学技術研究所内のサーバに東京消防庁専
用の MP レーダ情報閲覧サイトが開設された。当初、この情報は研究用レーダが稼働する暖候期のみで
あったが、平成２３年度からは国土交通省の X バンド MP レーダ情報を併用することにより通年情報となっ
た。また、平成 22 年度末に実施したアンケート調査結果から、実施消防署等の要望を反映した機能充実
が図られている（図 24）。東京消防庁からの研修生２名が防災科学技術研究所に滞在し、システムの高
度化作業を担当している。MP レーダ情報閲覧サイトの具体的な機能としては、任意の点の過去の雤量
情報、強風情報､動画表示、一定以上の降雤が検出された場合アラート音が鳴動するとともに該当する
消防署名が表示される警報機能、ＭＰレーダ観測範囲外の広域雤量情報､東京消防庁が構築した防災
ＧＩＳとの連携などが挙げられる。現在、MP レーダ情報と詳細な地域情報（過去の浸水実績、河川水位情
報及び土砂災害危険個所等）について、同一地図上で視覚的に確認することができる。

図 24 東京消防庁専用のＭＰレーダ閲覧サイトの各種機能
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(b)危機管理
【江戸川区】
危機管理の分野には東京都江戸川区、神奈川県藤沢市、横浜市、南足柄市が参加している。前３者
は本プロジェクト発足当時からの協力機関であるが、南足柄市は平成２３年度からの参加である。社会実
験の共通テーマは都市型水害対策であるが、具体的な内容は自治体毎によって異なる。江戸川区では
平成 23 年度に江戸川区土木部内に設置された専用端末「X-NET ディスプレイ」を利用し、職員が常時レ
ーダ雤量情報を閲覧しながら防災への利用法について検討を行っている。また、江戸川区が運用してい
る「えどがわマップ」（図 25）に X バンド MP レーダ画像を重ねて表示する機能追加が終了し、平成 24 年
度は、区民への情報公開を視野に入れて、教育関係者を含めた限定ユーザに試験的に公開し、アンケ
ート調査等により効果や望ましい情報伝達のあり方について検討を行っている。

図-26 X バンド MP レーダ画像が表示された「えどがわマップ」の例
【藤沢市】
藤沢市では、浸水被害の軽減のためのきめ細かなリアルタイム浸水予測を活用したソフト対策を進め
ている。これまで、藤沢市南部において、MP レーダを活用した 10ｍ格子の 10 分毎の１時間先までの詳
細な浸水危険度予測システムを導入し、試験運用をおこなった。藤沢市での社会実験を通じて、詳細な
浸水危険度予測システムの実用化を図るには以下の課題が有ることも分かり、現在、藤沢市全域を対象
とした簡易かつ詳細な浸水危険度予測手法の検討および同システムの試作を行っている。
(1) 藤沢市全域を対象に、均一な安定した浸水危険度予測情報が出せること。
(2) 浸水危険度計算結果のみでなく、分かり易いリアルタイムの浸水状況の把握が必要なこと。
(3) リアルタイムの浸水危険度情報を市の防災情報通信システムで活用できること。
(4) 導入する浸水危険度予測システムおよび街中の浸水監視システムが安価で、維持管理が簡単な
ものであること。
詳細な浸水危険度情報を既存の大雤警報、洪水予警報などの防災情報と補完させて、ソフト的な被害
軽減策の向上を図るには、市の各部署の横断的な情報共有と連携に基づく取り組みが必要であり、実用
化のための社会実験を更に継続し、具体的な初動の被害軽減策を構築する必要であろう。
【南足柄市】
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南足柄市では、江戸川区と同様に、平成 23 年に専用端末「X-NET ディスプレイ」を市役所に設置し、
職員が常時レーダ雤量情報を閲覧しながら防災への利用法について検討を行っている。南足柄市は各
戸への防災無線の普及が進んでおり（図 26）、防災無線をいかに活用するかが大きなテーマである。
(1) 市民の防災意識アンケート調査（H24.6 月頃配布予定）を実施し、先回(H12.2 月）との比較から市
民の防災意識の変化を調査する。
(2) 過去の防災行政無線放送から事例を選択し、X-MP レーダ雤量情報が利用できた場合に現行の
運用方法と比較して、どのようなメリットがあるのかを確認する。
(3) 現在は地上雤量計を利用しているが、H24 年の防災行政無線放送の運用時に、X-MP レーダ情
報をどのような利用できるかを検証する。

戸別受信機の設置率が高い
(世帯の約 45％ h24.3.15 現在）

防災行政無線放送件数 156 件
(H23.4.1～H24.3.15)
図-27 防災行政無線の実績例
【横浜市】
横浜市では、2008 年 7 月の神戸市都賀側川親水公園での水難事故を契機として、同市の河川親水拠
点のうち 18 拠点に 20 基の警報システム（図-28）を設置し、平成２２年８月１日より運用している。これによ
り、急な水位上昇が見込まれる場合には河川内から安全に避難することを促している。現在は、大雤注意
報、大雤・洪水警報、および横浜市独自の基準として警報システム近隣の地上雤量計による雤量警報を
利用して運用しているが、発報の回数は表-3 に示したように頻繁に発生している。これを解決するために
X バンド MP レーダによる雤量予測情報を利用することを検討している。
現在はこれまでの運用実績の収集整理段階で、効果については今後の課題となっている。今年度は
過去の警報発報事例について、その妥当性を確認し、X バンド MP レーダを利用した運用方法について
検討を行う。さらに、平成 25 年度には、X バンド MP レーダ情報に基づき運用できる親水拠点警報システ
ムをモデル親水拠点に設置して、試験的運用を開始する。現在設置済
みの警報装置は、発報システムをカスタマイズすることで運用方法を変
更できるため、X－MP レーダ情報に基づく運用基準が構築できれば、
既存の警報装置を継続して利用できる。
表-3 発報の事例(平成 23 年)
運用レベル
大雨注意報
大雨・洪水警報
雨量警報
(5mm/30min）

平成２３年の実績
２８回 (6-19時)
１３回 (6-19時)
９０６回

備考
３５日稼働
拠点総数

図-28 警報システム
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(ｃ)社会基盤
【JR 東日本】
ＪＲ東日本は鉄道運行の安全性を確保するために、沿線気象観測から自然災害の誘因となる外力のモ
ニタリングを行い、鉄道沿線空間への自然外力影響度を推測し、運行可否の判断を実施している。現在、
JR 東日本では、鉄道沿線 10km を超えない範囲に雤量計 1 基を設置し、約 560 基の鉄道雤量計による
降雤モニタリングを実施している。しかし昨今の局地的大雤のような雤域が狭い強雤の発生頻度が高まり、
鉄道雤量計のみでは強雤を捕捉できない可能性が高まってきた。そこで、より空間的に稠密な降雤観測
情報を獲得できる X バンド MP レーダ降雤観測を活用して、鉄道運行の安全性向上や運転規制によるダ
ウンタイム削減による効率性の向上が図れるか否かを「浸水氾濫予測警戒への活用」と「降雤時運転規
制への適用」の 2 つの着眼点により検討を行った。
１）浸水氾濫予測警戒への活用
河川と鉄道の交差部での洪水氾濫については河川水位のモニタリングにより対応しているが、局地的
大雤による地表流の短時間集中流下による駅や線路敷地内への浸水については新たな対応が必要で
ある。沿線での潜在的な浸水危険箇所の抽出、抽出された箇所に流下する空間での MP レーダ観測によ
る降雤モニタリング、及び、雤水が流下・集中する水量や浸水深さ及びその発生タイミングの把握といっ
た観点での検討を行った。
局地的大雤による地表流の短時間集中流下による浸水や氾濫の発生は、局所的な大雤がもたらす時
間当たりの雤水だけではなく、地上の地形・環境条件も大いに影響を及ぼす。そのため、予め危険性が
懸念される地点および過去に浸水の実績のあった地点を抽出して、それらの箇所に対して、地形情報・
土地利用情報などから予め数値解析用のモデルなどを整備しておくことが理想的である。そこで、数値解
析手法および解析モデルの整備を行った。解析手法としては、MP レーダ解析雤量のような面的で稠密
なデータを最大限活用するため、分布型流出モデルを使用することにした。解析の概要をエラー! 参照
元が見つかりません。126 に示す。
2）降雤時運転規制への適用
列車運行の判断をルール化した運転規制は、鉄道雤量計でのリアルタイム観測情報によって実施して
いる。また、判断基準となる規制基準値の設定には、鉄道雤量計設置地点毎での過去約 30 年の降雤履
歴データからの降雤発生確率と、その当該鉄道雤量計が支配している規制区間内で発生した災害履歴
を反映している。このような現状から、降雤時運転規制への適用を検討するにあたっては、現行の鉄道雤
量計観測雤量と MP レーダ解析雤量との相関性や、同一時系列での異差を掌握することが、第一段階と
して必要となる。その上で、鉄道雤量計が設置されていない沿線延長最大 10km 毎の空間での MP レー
ダ解析雤量をどのような方法で運転規制に利活用するか、といった方法論や具体的な手法の考案・構築
が第二段階となる。現在は第一段階である。MP レーダ観測雤量と鉄道雤量計観測雤量との比較分析で
は、ＪＲ東日本で採用している実効雤量について検証を行った。３つの降雤事例についての検証結果に
よれば両者の相関は良好であった。
【大林組】
大林組は、悪天候時に常設部門（技術研究所）でのレーダ情報の監視を実施、現場への注意喚起の適
正なタイミングについての検討を実施した。併せて、MP レーダと気象庁、東京都、東京電力雷情報画面
との相互比較をおこなった。2011 年 2 月 17～18 日（発達した低気圧の通過）、2011 年 8 月 29 日（都内
の驟雤）、2011 年 9 月 22 日（強風前線の通過、エラー! 参照元が見つかりません。参照）は、MP レーダ
情報の有効性が特に示されたケースといえる。天気予報で荒天が予想された場合にレーダ画面の常時
監視を行い、豪雤や強風の発現・接近がレーダ画面の実況から予想された場合に、メールや電話連絡な
どで現場に悪天候接近を通知し、作業中断・避難などの安全確保の呼びかけを支援し、注意喚起の適
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切なタイミングの把握や情報伝達のしかたなどの課題について考察した。
都内の建設現場の職員に対しておこなったインターネット上での MP レーダ情報に関する調査によれ
ば、気象庁降雤レーダ、気象庁解析雤量（ともに気象庁ＨＰ）、東京都レーダ（東京アメッシュ）、東京電力
雷情報降雤画面を併せて参照できる。画面表示の様式の問題もあるが、上に述べたそれぞれのレーダ
情報の間で雤域や強さに多尐の差異があるため、どれがもっとも現状を表わしているのか判断が難しいと
いう指摘があった。
東海道線

横須賀線

横浜方
横須賀線

東海道線
大船方

河川の流れ

図-29 横須賀線和倉橋りょう
(ｄ)生活・教育
【都環研】
都環研では、高校生に向けた防災教育ツールとして XーMP レーダとデジタル百葉箱のデータを元に
して、4 つのパラメータ (雤量計の場所、周囲の雤量計の降水量変化、4km 四方の降雤強度分布、20km
四方の降雤強度分布) を用いた降雤状況提供システムを新たに構築した。また、その有効性について高
校生を対象として検証を行った。また、都立高校 2 校においてゲリラ豪雤等局地的極端現象の概要と X
－MP レーダ、デジタル百葉箱のしくみ、データの確認方法等講義を行った。また、都立高校の生徒 22
名に対し概要について設置校において、防災や環境に対する学校としての考えや課題、方向性等につ
いてヒヤリングを行った。高校の生徒の意識向上のため、専用端末「X-NET ディスプレイ」に引き続き、デ
ジタル百葉箱ネットワークのデータ表示システムを図書館に設置し、いつでも気象データを確認すること
ができるように配慮した（図-30）。

図-30

都立高校図書館に

設置された専用端末
「X-NET ディスプレイ」と
デジタル百葉箱ネットワー
クのデータ表示システム。
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５．実施体制について
（１）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）

（２）研究運営委員会等会議の開催状況
研究運営委員会委員一覧
氏名

所属機関

役職

◎岡田 義光

防災科学技術研究所

理事長

池内 幸司

国土交通省水管理・国土保全局

河川計画課長

上田 博

名古屋大学 地球水循環研究センター

教授

佐々木 喜一

気象庁観測部

観測課長

島村 誠

JR 東日本研究開発センター

防災研究所長

田中 淳

東京大学 総合防災情報研究センター

センター長

中北 英一

京都大学防災研究所

教授

新野 宏

東京大学大気海洋研究所

所長

藤吉 洋一郎

大妻女子大学文学部

教授

山田 正

中央大学理工学部

教授
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吉崎 正憲

海洋研究開発機構

技術研究統括

真木 雅之

防災科学技術研究所

観測・予測研究領域長

山田 芳則

気象庁気象研究所

予報研究部第一研究室長

三隅 良平

防災科学技術研究所

総括为任研究員

中村 功

東洋大学

教授

◎研究運営委員長
運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
第一回（平成２３年６月２３日）
議題： １．理事長挨拶・委員の紹介
２．全体計画について
３．課題１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」について
４．課題２「極端気象の監視・予測システムの開発」について
５．課題３「極端気象に強い都市創り社会実験」について
第二回（平成２４年３月２９日）
議題： １．理事長挨拶・委員の紹介
２．これまでの研究経過及び中間報告書のとりまとめについて
３．課題１の研究経過と中間報告書のとりまとめ方針
「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
４．課題２の研究経過と中間報告書のとりまとめ方針
「極端気象の監視・予測システムの開発」
５．課題３の研究経過と中間報告書のとりまとめ方針
「極端気象に強い都市創り社会実験
(b) 研究成果報告会
1)レーダ研究会
第一回（平成２３年１１月９日～１１月１０日） 於：防災科学技術研究所
2)極端気象に関するワークショップ
第一回（平成２４年３月１６日） 於：東京工業大学
(c) 研究連絡会
1)連絡協議会
第一回キックオフ（平成２２年７月１２日）
第二回（平成２２年１２月１６日）
第三回（平成２３年６月７日）
第四回（平成２３年１２月１日）
第五回（平成２４年３月２１日）
第六回（平成 24 年 7 月 5 日）

44

2)稠密観測による極端気象のメカニズム解明ワーキンググループ
第一回キックオフ（平成２２年７月２１日）
第二回（平成２３年２月２１日）
第三回（平成２３年５月１９日）
第四回（平成２３年１１月１６日）
第五回（平成２４年５月２６日）
第六回（平成 24 年１０月３日）
3)極端気象の監視・予測システムの開発ワーキンググループ
第一回キックオフ（平成２２年７月１２日）
第二回（平成２２年１２月２１日）
第三回（平成２３年５月２７日）
第四回（平成２３年１０月３１日）
第五回（平成２４年３月１日）
第六回（平成２４年６月２１日）
4)極端気象に強い都市創り社会実験ワーキンググループ
第一回キックオフ（平成２２年７月１２日）
第二回（平成２２年１２月１６日）
第三回（平成２３年６月７日）
第四回（平成２３年１２月１日）
第五回（平成２４年３月２１日）
第六回（平成２４年７月１９日）
（３）所要経費の使途
人件費内訳：事業担当職員 （延べ 24 名・総額３４．５百万円・日本気象協会）
→職務内容：雤滴粒径分布計（ディスドロメータ）の観測・解析・検証作業
ナウキャストシステム開発と文字情報配信の社会実験
：補助者 （延べ 24 名・総額１１．８百万円・ＮＩＥＤ/東洋大/北大）
→職務内容：レーダ観測と解析補助、土砂災害・河川流量データベース作成と解析補助
プロジェクトホームページ作成
为な設備備品： Ku バンドレーダ （48 百万円／気象研究所）
（４）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
本研究課題のホームページを作成し、公開を行っている。またマスコミからの取材への対応を積極的に
行い、研究成果の公表に努めている。掲載記事の一覧は以下の通りである。


2012 年 5 月 28 日 読売新聞、「虫を追跡し積乱雲予測」



2011 年 08 月 14 日 日本経済新聞、総合版「ゲリラ豪雤解明・予測へ」



2011 年 07 月 28 日 東京新聞、MP レーダと X-NET による昨年度までの成果「気候変動に伴う極端
気象に強い都市創り」による「ゲリラ豪雤」の研究内容
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2011 年 01 月 03 日 共同通信ニュース記事 「防災科研、ゲリラ豪雤を予測せよ 高密度観測網構
築へ」



2010 年 08 月 09 日 文教ニュース 8 月 9・16 日号（研究の概要とキックオフミーティングの開催）



2010 年 08 月 09 日 BS フジ「プライムニュース」に出演，極端気象に強い都市創りの提言

一般向けの国際シンポジウムの開催を、平成 24 年 10 月に予定している。
防災教育に貢献するため、都立武蔵丘高校の図書室に X バンド MP レーダ画像をリアルタイムで見るこ
とのできるディスプレイを設置し、高校生が観測データを日常的に見られるようにした。
（５）研究成果の発表状況
１）研究発表件数
原著論文発表（査

左記以 外の誌面

読付）

発表

口頭発表

合計

国

内

１１件

１５件

１１２件

１３８件

国

外

５件

３件

５３件

６１件

合

計

１６件

１８件

１６５件

１９９件

※ 国内の出版社の英文誌は「国内」とする。
※ 国内で開催された国際会議は「国外」とする。
２）特許等出願件数：国内 0 件、国外 0 件、合計 0 件
該当なし
３）受賞等： 件
①真木雅之・岩波越氏・前坂剛： つくば奨励賞(実用化研究部門）、「マルチパラメータレーダによる降雤
量推定手法の開発」, 2011.10.13
４）原著論文（査読付）
【国内誌】（国内英文誌を含む）
① Kim, D, -S, M, Maki, S. Shimizu and D. -I. Lee: 「X-band Dual-Polarization Radar observations of
precipitation core development and structure in a multi-cellular storm over Zoshugaya, Japan, on
August 5, 2008」, Journal of the Meteorological Society of Japan, In press, (2012)
② Kim, D.-S. and M. Maki: 「Validation of composite polarimetric parameters and rainfall rates from an
X-band dual-polarization radar network in the Tokyo metropolitan area」，Hydrol. Res. Lett., 6,
76-81,(2012)
③ Kobayashi, F, T, Takano and T, Takamura: 「Isolated cumulonimbus initiation observed by 95-GHz
FM-CW radar, X-band radar, and photogrammetry in the Kanto region, Japan」, SOLA, 7, 125-128,
(2011)
④ Kobayashi, F, A, Katsura, Y, Saito, T, Takamura, T, Takano and D, Abe: 「Growing Speed of
Cumulonimbus Turrets」, J. Atmos. Electr., 32, 13-23, (2012)
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⑤ Kohin HIRANO and Masayuki MAKI: 「Method of VIL Calculation for X-band Polarimetric Radar
and Potential of VIL for Nowcasting of Localized Severe Rainfall -Case Study of the Zoshigaya
Downpour, 5 August 2008-」, SOLA, 6, 89-92, (2010)
⑥ Maki, M., T. Maesaka, A.Kato, D.-S. Kim, and K. Iwanami: 「Developing a composite rainfall map
based on observations from an X-band polarimetric radar network and conventional C-band radar」，
Indian J. Radio & Space Phys., 41, 461-470,(2012)
⑦ 石原正仁：「2008 年雑司が谷大雤当日における積乱雲群の振舞いと局地的大雤の直前
予測Ⅰ：3 次元レーダーデータによる積乱雲群の統計解析」、天気、59,549-561，(2012)
⑧ 石原正仁：「2008 年雑司が谷大雤当日における積乱雲群の振舞いと局地的大雤の直前
予測Ⅱ：積乱雲に伴う局地的大雤の直前予測の試み」、天気、59,563-577,(2012)
⑨ 佐野哲也，大石哲，中村高志，砂田憲吾:「X-バンド MP レーダ観測による盆地を囲む山岳斜面での
降雤分布と降雤増幅機構の解析」, 水工学論文集土木学会論文集 B1(水工学) , 68, I_355-I_360,
(2012)
⑩ 鈴木靖，増田有俊，守屋岳，真木雅之，前坂剛，清水慎吾，鈴木真一：「港湾域の突風災害軽減に
むけた強風ナウキャスト手法の開発」，土木学会海洋開発論文集，第 26 巻，873-878， (2010)．
⑪ 廣井 慧、横山 仁、中谷 剛、瀬戸 芳一、安藤 晴夫、三隅 良平、妙中 雄三、中山 雅哉、砂原
秀樹：短時間強雤等の局地的極端現象に対する高校生の防災意識向上に向けた気象センサネット
ワークの活用、情報処理学会論文誌：コンシューマ・デバイス＆ システム、印刷中、（2013）
【国外誌】
① Kato, A., M. Maki, K. Iwanami, and R. Misumi, T. Maesaka: 「Quantitative Precipitation Estimate by
Complementary Application of X-band Polarimetric Radar and C-band Conventional Radar」, IAHS
Red Book Series, In press, (2012)
② Hasegawa, K, S, Suzuki, S, Oishi, T, Sano and K, Sunada: 「Estimation of rainfall intensity by using
X-Band Polarimetric Radar with raindrop falling trajectory」, Proceedings of the 34th IAHR World
Congress, 2086-2093, (2011)
③ Hapsari, R, I, S, Oishi, K, Sunada, E, Nakakita and T, Sano: 「Singular Vector Method on
Short-Term Rainfall Prediction Using Radar for Hydrologic Ensemble Prediction」, Annual Journal of
Hydraulic Engineering, 55, 109-114, (2011)
④ Min Jang, Dong-In Lee, Cheol-Hwan You, Dong-Soon Kim, Masayuki Maki, Jong-Hoon Heong, and
Hiroshi Uyeda: 「Quantitative precipitation estimates from radar reflectivity corrected by the SMA
method」, Atmos. Res., 104, 111-118, (2012)
⑤ P.C., Shakti, M. Maki, S. Shimizu, T. Maesaka, D.-S. Kim, D.-I. Lee, and H. Iida:「Correction of
reflectivity in the presence of partial beam blockage over a mountainous region using X-band dual
polarization radar」, J. Hydrometeorol., (in printing), (2013)
５）その他の为な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
① Web 公開:「台風災害データベース」、http://ccwd05.bosai.go.jp/DTD/
② Web 公開:「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」、http://www.mpsep.jp/
③ Web 公開:「極端気象監視・予測システム」、http://mpsep2.bosai.go.jp/
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④ 講演会：三隅良平：「気象災害の予測と適応策～MP レーダネットワーク による局所的気
象災害予測の現状と展望～」 、第８回環境研究シンポジウム、2010.11.17
⑤ 講演会：三隅良平：「気象災害に備える ～MP レーダによる豪雤の監視・予測技術～」、
あしがら安全協会、2011.7.14
⑥ 東京におけるゲリラ豪雤等局地的な極端現象の実態把握に向けた高密度地上気象モニタリ
ング網の展開, レーダ研究会(於：防災科学技術研究所), 2011 年 11 月 9 日(水)～10 日(木)
⑦ 著書：小林文明（分担執筆）：Environment Disaster Linkages（R. Shaw, P. Tran 編）, Emerald
Books, 354pp, 2012.2
⑧ Ｗｅｂ公開：小林文明：「そなえる防災、落雷・突風」、NHK ホームページ、2012.3
⑨ 武蔵丘高校の気象レーダー、気象センサ, 都立武蔵丘高校, 2012 年 3 月 23 日（金）
⑩ 東京都環境科学研究所における取り組み, 気象センサーを活用した環境学習に関する成果報告会
(於：東京大学), 3 月 30 日（金）
⑪ 廣井 慧、横山 仁：デジタル百葉箱利用法講習、東京都立武蔵丘高等学校、2012 年 3 月
⑫ 廣井 慧、横山 仁：デジタル百葉箱利用法講習、東京都立戸山高等学校、2012 年 4 月
⑬ 東京都における温暖化とゲリラ豪雤等局地的極端現象との関係解析
に関する研究・戸山高校の気象レーダー、気象センサ, 都立戸山高校, 2012 年 4 月 19 日（木）
⑭ Ｗｅｂ公開：山田正：「そなえる防災、洪水」、NHK ホームページ、2012.6
⑮ 短時間強雤等の局地的極端現象に対する高校生の防災意識向上に向けた気象センサネットワーク
の活用, マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2012)シンポジウム, 2012 年 7 月 5 日（木）
６．社会システムとの関連性
（１）社会システム改革の実現性
総合科学技術会議の「気候変動に適応した新たな社会の創出に向けた技術開発の方向性（平成２２
年１月）」において指摘されたように、IT を駆使し、防災機関や国民が準備対応をおこなうに十分な精度と
余裕時間を与える極端気象の検知・早期警報システムを開発し、社会に実装することで気候変動に対応
した社会を構築することが求められている。この方向性は、平成２３年の東日本大震災によっても再認識
された。すなわち、従来の防災は想定外力に基づくシナリオ型対策であったが、今後は想定外な事象に
ついても防災対応が迫られる。そのような場合は、防災上のリスク回避手段が重要になるからである。
極端気象に強い都市創りの視点からリスク回避手段を検討すると、現状で技術的隘路となっている点と
して次の３点がある。
① ゲリラ豪雤のような極端気象の実態が十分把握されておらずその予測が困難である。
② 現象が狭い範囲で急速に発達するために、空間的に詳細な情報を的確なタイミングで伝達する技
術が求められる。
③ これらの技術的な隘路のために、極端気象を監視・予測する体制が整っていない。
本研究では、これらの各隘路に対して理学・工学・社会学の研究者チームにより解決する体制を整え
ている。①については、参画研究機関の最先端の研究用レーダと既存の観測機器による稠密観測を実
施し、極端気象の実態を解明することにより、予測精度の向上を図る。②に関しては、中核機関である防
災科学技術研究所が責任機関となり、関係省庁、民間気象会社、地方自治体の連携のもとで「極端気象
早期検知・予測システム」を開発し、情報の利用者が必要とするタイミングで必要な情報が得られるように
する。③に関しては、所管省庁である国土交通省と気象庁が参画し、課題終了後に行政に活かされるよ
うにしている。
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（２）地方公共団体と実施対象地域
東京都
人口約 1300 万人に達する巨大都市である東京は、密集した住宅、極度に高度化した交通網、地下街
の増加等により、極端気象に極めて脆弱である。そのことを露呈したのが平成 20 年 8 月 5 日の豊島区雑
司が谷における下水道災害（５名死亡）であり、平成２２年７月５日の東京２３区北部豪雤（石神井川の氾
濫）である。また平成２４年５月に開業された高さ 634 メートルの東京スカイツリーでは、建設工事中はもと
よりその運用においては強風等極端気象の情報が必要な典型例である。さらに極端気象の発生による列
車運行の障害は、多くの人や経済活動に影響を与える。
中核機関の防災科学技術研究所は、東京消防庁およびＪＲ東日本研究開発センター等と共同研究を
行い、先端型気象レーダの活用について検討を進めてきたところであるが、本研究では、江戸川区、南
足柄市、及び大林組（東京スカイツリー建設業者）を加え、できるだけ早期に極端気象の発生監視・予測
する情報を担当者に通知することにより、どの程度の被害軽減が図れるかを検証する。
横浜市
平成 20 年 7 月 28 日に神戸市都賀川で発生した水害では、親水施設で遊んでいた子供を含む 5 名が
水死するという惨事となった。横浜市においても市が管理する河川に親水施設があり、急激な増水に対
する警報装置を設置するなどその対策を図っているところである。この警報装置の運用基準を先端型気
象レーダの活用により高度化することでどの程度の被害の軽減が図れるかを検証する。
藤沢市
過去 50 年間で人口が 3 倍となるなど急激に成長した地方都市であり、局所的な豪雤による浸水被害が
しばしば発生する。藤沢市の行政では早くからＩＴ防災を取り入れており、2002 年には全国の自治体に先
駆けて、防災科学技術研究所との共同により「藤沢市リアルタイム地震情報活用システム」の実証的研究
に取り組んでいる。稠密気象観測の情報から冠水の可能性のある場所を予測し、市の防災担当者および
個人に伝達することにより、どの程度被害軽減が図れるかを検証する。
江戸川区
江戸川区は、利根川の最下流域に位置している。区内全域が低地となっており、昭和 22 年 9 月のカス
リーン台風による洪水では、利根川の決壊により、流域の多くが浸水し、多くの人命・財産を失った歴史
がある。水害対策として早期の避難が重要な地域となっていることから、江戸川区が維持管理、運営する
webGIS（区民向け情報提供ツール）を利用した情報提供手法について検討を行う。
南足柄市
南足柄市は、神奈川県の西端に位置し金時山（1213ｍ）を中心とした丘陵地となっている。豪雤による
水害のほか、土砂災害にも配慮が必要な中山間地となっている。防災行政無線の戸別受信機の設置率
が高く、これらを利用したゲリラ豪雤情報の提供手法について検討を行う。
（３）制度的隘路
１）研究成果の社会実装が重要である。そのため、国土交通省 MP レーダネットワークのデータが、継
続的にリアルタイムで政府機関や公的機関のみならず、民間企業にも伝達される必要がある。一般の人
を対象とした社会実験結果からは、防災対策のみならず、日常生活の質を高めるといった視点や趣味、
日常的な仕事に活用するとしたニーズがあることもわかってきた。そのほか多様な情報提供形態の希望
があり、これらに応えるためには民間企業の力が必要である。したがって、データ流通は公的機関に限定
されず民間企業等も含め、エンドユーザまで伝達され活用されることを確実にする必要がある。このように
データ流通経路が未定であるため、地方自治体等が MP レーダデータを活用するために必要な設備投
資ができない状況が発生している。
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２）国土交通省の MP レーダは 2010 年に試験運用が始まったところであり、将来のデータ流通について
は未確定である。本プロジェクトを通じて MP レーダデータが防災力を向上させ、生活の質を高めることが
実証されつつあり、広範囲でのデータ流通の必要性が認識され始めている。本プロジェクトは国土交通
省の協力のもと進められており、話し合いながらこの問題を解決していきたい。研究代表者は国土交通省
水管理・国土保全局の「レーダ活用による河川情報高度化委員会」委員を勤めており、その中で、MP レ
ーダデータを河川管理に限定することなく様々な分野で利用できるようにと意見を述べている。また、内
閣府「竜巻等突風対策局長会議」有識者講演（2012 年 6 月 5 日）では、国交省 MP レーダ情報は竜巻等
突風災害予測にも有効であることを助言している。これらの背景から、国土交通省は、2012 年度に地方
自治体や民間コンサルタント会社などを対象に MP レーダ雤量情報だけではあるが、リアルタイムで提供
し有効活用を図るための社会実験を開始した。本プロジェクトも積極的に得られた知見や開発した技術を
提供していきたい。
３）防災情報が高度化するとは、言い換えると情報の多様化、詳細化、リアルタイム化が進むということで
ある。こうした高度化された防災情報を取り扱う場合に、新たな課題が発生することが想定される。MP レ
ーダ情報は、詳細化、リアルタイム化に該当するが、その情報を活用する場合の課題としては、伝達する
手段の整備、情報を具体的防災対応に結びつけておくこと、大量化した情報から重要な情報が見逃され
ないようにすること、必要な人に必要な情報だけをカスタマイズ化して伝達することなどが列挙される。地
方自治体の場合、それぞれの課題に対処する部局が組織的にも予算的にも別々の部局に分かれている。
こうした組織の在り方が今後社会実証を進めていく中で、隘路として懸念されている。本プロジェクトにより
ゲリラ豪雤の直前予測が可能になった場合、プロジェクト終了後にどの機関が予報の担い手となるかがも
問題になるであろう。気象庁は予報業務の担当機関であるが、ある特定の都市だけの予報は第一の業務
ではない。我が国では民間気象会社や気象予報士の資格持った個人をがそれを担当する役割を担うこ
とになっており、プロジェクト終了後の予報の担い手としては期待したい。社会実験を通じて制度的隘路
を明らかにし関係省庁と協議していきたい。
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Ⅵ．今後の計画
１．実施期間終了後における取組みの継続性・発展性
（１）研究グループ１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
本課題には複数の研究機関・大学、現業機関が参加している。プロジェクト終了後もこの体制は維持し、
本研究プロジェクトで整備した稠密観測網は引き続き極端気象研究に役立てたい。新たな可能性として、
今後、打ち上げが予定されている高頻度観測気象衛星（ひまわり）や JAXA の GPM 衛星との同期観測が
ある。本プロジェクトの稠密気象観測は、衛星による雲・降雤観測研究の良質なグランドトゥルースデータ
を提供することができる。衛星と稠密観測の同期観測は極端気象研究の新たな発展をもたらすと期待し
たい。
（２）研究グループ２「極端気象の監視・予測システムの開発」
国際的な共同研究プロジェクトとして海外の研究機関との連携を進めている。この共同研研究では極
端気象のナウキャストと数値予報が中心テーマになる。2012 年 10 月に国際シンポジウムおよびキックオフ
ミーティングを東京で開催する。米国、中国、韓国など 5 カ国以上の参加のもと、2013 年 4 月に WMO の
世界天気研究プログラムの科学委員会へ研究計画書を提出する。プロジェクト終了後も都市型災害に関
する国際共同研究のフィールドとして発展が期待できる。
（３）研究グループ３「極端気象に強い都市創り社会実験」
本課題は首都圏を試験地にした社会実験であるが、開発した予測手法や防災対策は他の地域にも適
用出来るものである。東京消防庁では社会実験を通じてすでに業務に組み込む直前まで来ている。また、
WMO での国際共同研究通じて海外の都市域へも展開できる可能性がある。
２．波及効果と普及発展
（１）研究グループ１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
本プロジェクトで取り組んでいる C バンド固体化素子レーダや X バンド MP レーダを用いた定量的降
雤量推定アルゴリズムは国交省水管理・国土保全局の MP レーダで利用されれば、大きな波及効果
があったと言える。
（２）研究グループ２「極端気象の監視・予測システムの開発」
X バンド MP レーダ合成雤量情報を利用した降水ナウキャスト情報の配信に向けた準備が気象庁で
進められており、１分更新のナウキャスト情報の提供が開始される予定である。WMO の国際研究プ
ロジェクト化を通じて、海外の大都市における風水害予測研究と連携が図れる。具体的には、NSF の
CASA プロジェクトが実施している米国ダラス・フォ-トワースでの社会実験や EU 出資の研究プロジェ
クト RainGain プロジェクトで実施予定のパリやロッテルダムなどでの都市気象・都市型水害予測研究
との連携を図り、世界をリードする研究成果を挙げていきたい。
（３）研究グループ３「極端気象に強い都市創り社会実験」
X バンド MP レーダ雤量情報の利活用に向けた社会実験が国交省で開始された。本プロジェトはこ
れと連携して成果の利活用に向けた社会実験をおこなう。本プロジェクトでは国交省の社会実験に
は参加していない教育機関や気象予報士会との連携を強化していく予定である。
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Ⅶ．中核機関、参画機関、協力機関の参画者リスト（所属、役割分担）
１．実施体制一覧
研 究 項 目
１． 課題１：稠密気象観測による極端気象の

担当機関等
気象研究所

メカニズム解明

研究担当者
◎山田 芳則
角村 悟
小司 禎教
足立 アホロ
山内 洋
佐藤 英一
田畑 明
楠 研一
斉藤 貞夫
藤部 文昭
南雲 信宏
瀬古 弘
加藤 輝之
清野 直子

気象庁予報部

藤田 司
原 旅人

東京管区気象台

中里 真久
出口 眞一
片岡 彩

気象衛星センター

泉川 安志
毛利 浩樹
今井 崇人

オクラホマ大学

R.D.Palmer(教授)
T.You-Yu(准教)
B.L.Cheong(助教)

電気通信大学電子工学科

芳原 容英（教授）

東京学芸大学教育学部

鴨川 仁（助教）

情報通信研究機構

安井 元昭
石井 昌憲
水谷 耕平
岩井 宏徳
花土 弘
川村 誠治
佐藤 晋介
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研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

千葉工業大学工学部

小田 僚子（助教）

大阪大学大学院工学研究科

牛尾 知雄（准教）
吉田 智（助教）
河崎 善一郎(教授)
村野 隆

株式会社 東芝

水谷 文彦
石澤 寛
柏木 俊治
水野 智洋
斉藤 博史

鈴木 真一

防災科学技術研究所

前坂 剛
釜慶大学

Dong-In Lee(教授)

コロラド州立大学

V.Chandrasekar（教
授）

山梨大学大学院

砂田 慎吾（教授）

医学工学総合研究部

佐野 哲也（助教）
相馬 一義（助教）

北海道大学低温科学研究所

藤吉 康志（教授）
川島 正行（助教）

東京工業大学大学院理工学

神田 学（教授）

研究科
中央大学理工学部

山田 正（教授）
岡部 真人

防衛大学校応用科学群

小林 文明（教授）
菅原 広史（准教）

電力中央研究所

平口 博丸
豊田 康嗣
杉本 聡一郎
野村 光春
橋本 篤

53

研 究 項 目

担当機関等
日本気象協会

研究担当者
山路 昭彦
桃谷 辰也
清水 基成
飯田 秀重
須藤 哲寛
濱谷 文夫
河見 博文

2. 課題２：極端気象の監視・予測システムの

防災科学技術研究所

開発

眞木 雅之
◎三隅 良平
中谷 剛
鈴木 真一
前坂 剛
栢原 孝浩
清水 慎吾
若月 強
平野 洪賓
出世 ゆかり
中根 和郎

奈良女子大学大学院

城 和貴（教授）

人間文化研究科
北海道大学大学院理学院

高橋 幸弘（教授）

サイバネットシステム株式会社

宮地 英生

気象研究所

小司 禎教
佐藤 英一
斉藤 和雄
瀬古 弘
川畑 拓矢
折口 征二
大塚 道子
國井 勝

気象庁予報部
国土技術政策総合研究所

宮城 仁史
鳥居 謙一
川崎 将生
土屋 修一
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研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

電子航法研究所

吉原 貴之

日本気象協会

山路 昭彦
中垣 壽
後藤 あずみ
柴 詠美子

京都大学防災研究所

鈴木 靖（教授）
道広 有理（助教）

3. 課題３：極端気象に強い都市創り社会実験

東洋大学社会学部

◎中村 功（教授）
関谷 直也（准教）

日本大学文理学部

中森 広道（教授）

日本大学法学部

福田 充（教授）

大妻女子大学人間関係学部

干川 剛史（教授）

松山大学人文学部

森岡 千穂（講師）

河川情報センター

布村 明彦

防災科学技術研究所

長坂 俊成
臼田 裕一郎
田口 仁
佐藤 高広
磯 敦雄

大阪大学大学院工学研究科

長谷川和彦（教授）

長崎大学大学教育機能開発

丹羽 量久（教授）

センター
日本気象協会

山路 昭彦

東京都環境科学研究所

横山 仁
安藤 晴夫
藤原 孝行
瀬戸 芳一
廣井 慧
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研 究 項 目

担当機関等
東京消防庁

研究担当者
竹花 勝明
水村 一明
中野 裕光
吉井 護

江戸川区

淺川 賢次
立原 直也
中川 栄治
長谷川 浩一
板橋 亮太

横浜市

桐原 隆
千葉 廣通
志村 洋一
長内 紀子
井上 一重
佐藤 慶一
津田 佳宏

藤沢市

塩原 圭

南足柄市

田代 満
須谷 美實

JR 東日本

外狩 麻子

JR 東海

辻井大二

株式会社 大林組

大塚 清敏

連絡協議会
氏 名
議長

H24.4 月現在

所属機関名

役職

眞木 雅之

防災科学技術研究所

領域長

山田 芳則

気象庁 気象研究所

室長

鳥居 謙一

国土交通省 国土技術政策総合研究所

水防災システム研究官

中村 功

東洋大学 社会学部

教授

山路 昭彦

日本気象協会 事業本部

部長代理

藤吉 康志

北海道大学 低温科学研究所

教授

安井 元昭

情報通信研究機構 電磁波計測研究所

室長

牛尾 知雄

大阪大学大学院 工学研究科

准教授
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鈴木 靖

京都大学防災研究所 水資源環境研究センター

特定教授

中森 広道

日本大学 文理学部

教授

佐野 哲也

山梨大学大学院 医学工学総合研究部

特任助教

山田 正

中央大学 理工学部

教授

小林 文明

防衛大学校 応用科学群

教授

吉原 貴之

電子航法研究所

为任研究員

平口 博丸

電力中央研究所地球工学研究所

上席研究員

横山 仁

東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所

副参事研究員

竹花 勝明

東京消防庁 防災部

課長

淺川 賢次

東京都 江戸川区役所 土木部

部長

桐原 隆

横浜市役所 道路局河川部

部長

塩原 圭

藤沢市役所 総務部

为幹

田代 満

南足柄市役所

参事兼課長

外狩 麻子

東日本旅客鉄道 東日本研究開発センター

課長

辻井 大二

東海旅客鉄道株式会社

グループリーダー

大塚 清敏

株式会社大林組 技術研究所

为任研究員

村野 隆

株式会社東芝 社会インフラシステム社 小向事業所

グループ長

総務防災部

稠密観測ワーキンググループ
氏 名
为査

所属機関名

役職

足立 アホロ

気象庁 気象研究所

为任研究官

牛尾 知雄

大阪大学大学院

准教授

菅原 広史

防衛大学校

准教授

小司 禎教

気象庁 気象研究所

室長

鈴木 真一

防災科学技術研究所

为任研究員

藤吉 康志

北海道大学 低温科学研究所

教授

村野 隆

株式会社東芝 社会インフラシステム社 小向事業所

グループ長

安井 元昭

情報通信研究機構 電磁波計測研究所

室長

監視・予測システムワーキンググループ
氏 名
为査

所属機関名

役職

鈴木 真一

防災科学技術研究所

为任研究員

岡部 真人

中央大学

教育技術員

小林 文明

防衛大学校

教授

佐野 哲也

山梨大学大学院

特任助教

小司 禎教

気象庁 気象研究所

室長

杉本 聡一郎

電力中央研究所

为任研究員
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鈴木 靖

京都大学防災研究所

特定教授

鳥居 謙一

国土交通省 国土技術政策総合研究所

水防災システム研究官

山路 昭彦

（一財）日本気象協会

部長代理

横山 仁

（公財）東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所

副参事研究員

吉原 貴之

（独）電子航法研究所

为任研究員

社会実験ワーキンググループ
氏 名
为査

所属機関名

役職

中村 功

東洋大学

教授

大塚 清敏

株式会社大林組 技術研究所

为任研究員

塩原 圭

藤沢市役所

为幹

関谷 直也

東洋大学

准教授

竹花 勝明

東京消防庁

課長

田代 満

南足柄市役所

参事兼課長

千葉 廣通

横浜市役所

課長

辻井 大二

東海旅客鉄道株式会社

グループリーダ

外狩 麻子

東日本旅客鉄道

課長

中川 栄治

東京都 江戸川区役所

係長

中森 広道

日本大学

教授

宮城 仁史

気象庁

調査官

山路 昭彦

（一財）日本気象協会

部長代理

横山 仁

（公財）東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所

副参事研究員
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