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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（H27 年 4 月 1 日より国立研究開発法人）
■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・予測研究領域長兼水・土砂防災研究ユニット長） H22.7～H25.２
中谷 剛（観測・予測研究領域 水・土砂防災研究ユニット 総括主任研究員）H25.3～H27.3
■研究実施期間： 平成２２年度～２６年度（５年間）
■研究総経費： 総額 874.5 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、大妻女子大学、防衛大学校、山梨大学、中央大学、鹿児島大学、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、日本気象予報
士会、株式会社 東芝、奈良女子大学、神戸大学、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、釜慶大学、コロラド州立大学、アメリ
カ大気研究センター、オクラホマ州立大学、ドイツホーエンハイム大学、ブラジルサンパ
ウロ大学、パリ国立土木学校、カナダ気象局、オーストラリア気象局、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、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、その有効性を検証するとともに社会への定着を図る目的で関係府省・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おこなう。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
局地豪雨、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、稠密な気象災害の観測・予測情報を社会に流通させることによって極端気象に強い都
市創りを目指す。
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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：Ｘバンドレーダーネットワーク、現業観測等を活用した予備観測実験の実施、稠密観測網の
ための Ku バンド高速走査レーダーの製作、GPS 受信機・航空機搭載観測機器等の購入、観測データの
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レーダーの高機能化を行う。
課題２：Ｘバンドレーダー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：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バンドレ
ーダー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：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：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：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
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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
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に，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
報の利用を検討する。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
報に高精度の雨量情報の利用を検討する。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う。
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、防災機関や国民が準備対応を行うに十分な精度と
余裕時間を与える、極端現象の予測技術とＩＴを駆使した体制を完成させ、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。本研究では所管省庁である国交省国土技術総合研究所と気象庁
および民間企業が参画しており、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雨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、補助金額が少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。
８．中間評価コメント
本プロジェクトは、気候変動により増加が懸念される極端気象に対応した都市創りを目指して、極端気
象の発生プロセスを解明するとともに早期検知・予測システムを開発し、社会実験を通して、システムの有
効性を示すことを目的とする。早期検知・予測システムの開発において、実用化レベルに近いシステムを
完成させており、実際に東京消防庁で活用している事例が得られていることは高く評価できる。今後、実
証試験を通して得られた利用者のニーズを活かし、システムの開発を行うことを期待する。
・進捗状況：東日本大震災の影響を受けた機関も発生したが、プロジェクト全体では所期の計画通りに進
捗していると評価できる。さらに、複数の自治体、JR 東日本、都立高校などと協力して着実に社会実証
試験を実施し、その成果が得られていることも評価できる。
・研究プログラムの有効性：気象現象のモニタリングをする「稠密観測」、極端気象に関する市民の行動決
定に生きる予測情報の発信をする「観測・予測」、救助活動、危機管理、社会基盤、教育の４分野での
「社会実験」の３つの課題について、有効な相互連携が行われていることは評価できる。また、極端気象
の早期検知・予測に向けて、各々の気象観測・分析システムの開発が順調であることは高く評価できる。
今後、情報を受け取る側の多様なニーズに対応できるようにシステム開発の幅を拡げることを期待する。
・実施体制等の有効性：採択時のコメントに対応し、３つの課題を総合的にまとめ、多数の参画機関、協
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力機関と連携を進めながら、優れた成果を得ていることは高く評価できる。また、運営委員会、連絡協議
会、各課題のワーキンググループ、研究会等を定期的に開催しており、組織運営面でも評価できる。
・継続性・発展性の見通し：全国に配備されている国土交通省のＸバンドＭＰレーダーネットワークは継続
的に運用されるため、その技術を基盤とした本プロジェクトのシステムは、継続的に運用が可能である見
通しが得られていることは評価できる。今後、市民の住居選択、地区危険度の察知、さらに自治体や運輸
業者、教育機関などに広く役立つような情報発信・収集システムとして完成度を高め、全国的に整備され
ることを期待する。
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、集中豪雨、
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
れる局地的大雨（いわゆる「ゲリラ豪雨」）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、局地的大雨・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主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ー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ー観測網が展開され
る３大都市圏および 8 か所の主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

17.3

9.2

13.4

0

２．人件費

5.8

19.7

21.4

49.7

11.1

（１）事業担当職員

5.0

14.0

17.6

39.5

7.9

（7 名）

（6 名）

（14 名）

（22 名）

（6 名）

0.8

5.7

3.8

10.2

3.2

（4 名）

（6 名）

（14 名）

（12 名）

（6 名）

３．事業実施費

67.7

127.9

141.8

182.3

68.8

（１）消耗品費

16.2

20.2

20.8

28.9

1.6

2.7

7.2

9.2

7.5

8.2

（３）その他

48.9

100.5

111.8

145.9

59.0

４．間接経費

39.9

－

－

－

－

－

8.3

4.9

4.0

3.9

計

190.8

173.2

177.3

249.4

(内、自己資金)

（0.7）

（0.4）

（5.0）

（1.2）

（２）補助者

（２）旅費

５.環境改善費

83.8 総計 874.5
（0）

（7.3）

補助対象外経費
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

計

設備備品費

87.4

26.7

3.2

0

117.3

人件費

37.4

63.0

3.8

3.4

107.6

174.6

313.0

76.3

24.7

588.6

5.3

1.4

0.7

53.6

61.0

304.7

404.1

84.0

81.7

874.5

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】
① Ku バンドレーダー：H22 年 9 月，50.2 百万円、気象研究所
② 光学式降水観測装置：平成 24 年 6 月、5.5 百万 気象研究所
③ 多目的警報システム装置：H26.3 月 6.9 百万、防災科学技術研究所
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Ⅳ．自己評価
１． 目標達成度
本研究プロジェクト実施期間における具体的目標については、東日本大震災の影響で実施が不可
能となった観測および気象業務法により実施を今年度に延期した調査（詳細は V.1.(2)）以外は達成
できた。また、本研究プロジェクトの課題として提示した、「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」に関しては、本研究プロジェク
トの成果を日本気象学会気象研究ノート（平成 27 年度発行予定）として取りまとめの中で提示する予
定である。
２． 技術開発内容の妥当性
本研究プロジェクト実施期間中に、ゲリラ雷雨や突風・竜巻災害を引き起こす極端気象という用語
が、メディア等でも普通に使用されるようになるなど、社会ニーズにマッチした研究プロジェクトであっ
たと言える。
X バンド MP レーダー雨量情報は、本研究プロジェクト開始とほぼ同じ頃に、国土交通省の XRAIN
として画像情報が一般に配信され始めた。その後、一般財団法人河川情報センターの河川情報数
値データ配信事業の一環として、平成 26 年 1 月 1 日より有料ではあるが一般配信が始まった。このこ
とは、特に社会実験参画機関にとっては、本研究プロジェクト終了後も利用可能性が継続してあると
して、技術開発を促進する効果があった。
３． 社会実証の妥当性と社会システム改革の具体性
本研究プロジェクトに参加した地方自治体や民間企業に対しては、技術的隘路を解決すること、す
なわち X バンド MP レーダーをはじめとする稠密な気象データを社会に流通させるしくみができあがり、
その利活用技術を確立したことで社会システム改革を実現することが出来た。一方で、本研究成果を
広く全国に波及しようとする場合は、社会システム改革の課題として以下の点が社会実験から提起さ
れた。
（１） 国の関与
特に防災情報という性格上、社会実装の前提となる要件として、情報提供の持続性と網羅性の
確保、利用するためのコストと制度的課題がある。本研究実施期間中、国土交通省が試験的に
運用する XRAIN の数値データが配信（平成 26 年１月より。有料）されたことは、情報提供の持続
性が確保された点で評価できるが、XRAIN がカバーしていない地域が残されているという点では、
特に民間企業にとって均一な品質の防災サービスを提供できないという点が懸念される（網羅
性）。また、研究プロジェクトによる予測情報の提供による社会実験の実施では、気象業務法との
整合が課題となり調査を延期せざるを得なかった。実運用段階ではなく、本研究プロジェクトのよ
うな研究要素が多い場合でも厳格に制度が適用されることにより、新しい技術開発等が停滞する
のはマイナスと言える。これらのことから、国の関与は必須である。
（２） ニーズの多様性
エンドユーザのニーズは多種多様である。また、同じ情報であっても文字情報で良い場合、画像
情報の要求が高い場合など、情報コンテンツにも多様性がある。このことは、同じ情報をどのよう
に伝達するのかで有効性やその評価が変わるということになる。こうしたエンドユーザの要求にき
め細やかに対応するためには、民間企業などの育成が必須である。また、社会実験では、よくア
ンケート調査やヒアリング調査を実施してニーズを探る努力をするが、これらで収集できるのは明
示的なニーズであり、潜在的ニーズ、例えばエンドユーザーが想定していないが実際には役に
立つ情報があることにも配慮することも必要である。
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（３） 人材・予算
多くの行政の場合、様々な防災システムの運用を自ら実施しているところは少なく、民間企業等
へのアウトソーシングも積極的に行われている。そのため、行政内部に技術に詳しい担当者が不
在であったり、アウトソーシング先に技術移転が必要になる場合もある。契約制度上、入札による
単年度契約が基本であるため、新しい技術を積極的に導入しにくい状況がある。また、様々な庁
内システムの運用部署とその情報を最も利用する部署が相違する場合は、運用や維持管理、予
算を含めそれぞれの部署間連携が必須になる。
４．実施体制等の有効性
本研究プロジェクトには、２５以上の研究機関・大学、現業機関と、１００名以上のメンバーが参画して
いる。また、対象としている課題も、理学、工学、社会科学など複数の領域にまたがっている。そのため、
各課題間の連携と研究成果の共有は重要であると認識し、研究の実施体制では各課題によるワーキング
を３回／年、各課題の代表とメンバーによる連絡協議会を３回／年、およびプロジェクトの進捗や評価を
行う運営委員会を２回／年というペースで実施することにした。2013 年の東日本大震災の影響もあったが、
ほぼ予定通り実施することができた。このことは、本研究プロジェクトの進捗管理、情報共有と課題間の連
携について大変有効であった。
５．実施期間終了後の継続性・発展性
本研究プロジェクトの中核機関である国立研究開発法人防災科学技術研究所は、平成２６年度から「戦
略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の課題の一つである「レジリエントな防災・減災機能の強化」の
「豪雨・竜巻予測技術の開発」の研究実施機関となった。この中で本研究プロジェクトの社会実験参画機
関とも連携して研究を進めていける体制ができており研究の継続性が保たれている。
防災科学技術研究所と気象庁気象研究所が中心となって、世界気象機関（WMO）の世界天気研究計
画（WWRP）の研究開発プロジェクト（RDP）への提案を行い、 本研究プロジェクトは、世界天気研究計画
（WWRP）の研究開発プロジェクトとして承認された。この国際研究開発プロジェクトの期間は、2013 年 7
月〜2016 年 6 月であり、本研究プロジェクトの国際化により各国との連携による研究の継続性が保たれて
いる。さらに、この国際研究プロジェクトのメンバーには、本研究プロジェクトによる首都圏を対象とした稠
密な気象観測データの一部を現在も提供しており、海外の大都市における極端気象による風水害減災
に関する研究に貢献している。
今後は、米国ダラス・フォ-トワースでの社会実験や EU の研究プロジェクト「RainGain プロジェクト」との連
携を進めることで、国際的な都市型水災害減災のための社会実装への貢献も見込まれる。
６．中間評価への対応
中間評価は概ね高い評価であった。今後の期待として、「今後、市民の住居選択、地区危険度の察知、
さらに自治体や運輸業者、教育機関などに広く役立つような情報発信・収集システムとして完成度を高め、
全国的に整備されることを期待する。」とのコメントがあった。社会の防災情報のニーズは多様であるため、
民間企業等がその受け皿となることが重要であると考え、本研究プロジェクトには参画していない民間企
業３社に X バンド MP レーダー雨量情報を扱うための技術移転を行った。現在、これらの企業では、研究
的要素が大きいが、X バンド MP レーダーを活用した警報発令システム開発や、防災教育向けの Web ペ
ージの運用などを実施している。
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V．成果
１．目標達成度
(1)ミッションステートメントに対する達成度
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


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」で展開されたドップラーライダー、地上
気象観測網等のデータから、積乱雲の発生に対する風の収束の重要性が確認された。具体的に
は、
(イ)東京都に展開した約 3 km 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などの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。
（ロ）積乱雲発生のトリガーとなりうる海風の詳細な構造を、ドップラーライダー、羽田空港気象レーダ
ーの非降水エコー、水平 250 m 格子の数値シミュレーションを用いて調査した結果、海風内に分裂
構造があり、その近傍の減速域で非降水エコーが発生していることがわかった。積乱雲を発生させる
海風の微細構造を示した初めての研究である。
(ハ)しばしば首都圏で豪雨をもたらす風系として、関東南部の南寄りの風と鹿島灘方面からの東寄り
の風の双方が進入する「E-S 風系」がある。高層ゾンデ観測や数値モデルによるシミュレーションの
結果、鹿島灘からの下層東風の消長が、積乱雲の発達に影響を与えていたことが示唆された。これ
は暖かく湿った南風だけでなく、比較的冷たい東風もまた豪雨発生に重要であることを示している。



極端気象の監視への高速スキャンレーダーの有効性を確認するとともに、二重偏波レーダーから得
られる情報、さらに GNSS(GPS 等人工衛星を用いた測位システム)から数 km スケールの水蒸気変動
を解析する技術など、気象庁等の防災情報の高度化に資する極端気象の監視・予測技術を開発し
た。



これらの稠密観測データを同化し、数値予報の初期値として利用することにより、豪雨や竜巻等の予
測精度が向上することが示された。その成果は気象庁をはじめとする気象関係機関において利用可
能である。



X バンド MP レーダーに基づく鉛直積算雨水量（VIL）を監視し、上空の雨水量の値が大きくなった時
点で情報を発信する豪雨直前予測手法が開発された。



以上の通り、本目標は達成された。

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」において、雨量が基準値を超えたときアラート情報を伝
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。



500 m の空間分解能で、特定の場所の豪雨予測情報を文字で伝達する「ナウキャスト文字情報」配
信システムが完成した。開発された豪雨直前予測と組み合わせることにより、緊急的な豪雨情報伝
達が可能となった。



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、レーダー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 地図情報にレーダー観測画
像を重ねることが可能になり、自治体職員が日常的に豪雨を監視することが可能となった。江戸川
区において実証実験を実施し、その有効性と問題点について意見を得た。



以上の通り、本目標は達成された。
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③「過去の極端気象をデータベース化する」について


1951 年以降の台風に伴う災害を検索できる「台風災害データベース」、過去の複数の豪雨災害につ
いて斜面崩壊や土石流による土砂移動分布を地図化した「土砂災害データベース」、2010 年以降
の国土交通省 XRAIN の全画像をデータベース化した「MP レーダー画像データベース」が構築され、
それぞれインターネットで公表された（MP レーダー画像データベースは利用者限定）。



台風接近時における過去の類似台風の自動検索機能の付加や、土砂移動分布図を活用した土石
流の流下・非流下の解析など、データベースを活用した研究が行われた。



以上の通り、本目標は達成された。

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雨・強風情報システムを実際に活用し、その後
職員を対象としたアンケート調査を実施した。その結果、本システムは水防態勢の初動において有
効であることが明らかとなり、雨量が基準値を超えた場合にはアラートを鳴らすなど、システムの改善
を図った。



ナウキャスト文字情報に関して、一般のユーザーに対するアンケート調査を実施し、その結果から、
メールで通知する文の表現をより感覚的で分かりやすいものに変更した。



当初、専用端末型の「極端気象早期検知・予測システム」の開発を目指した。しかし、地方自治体職
員より、多忙な業務の中で日常的に専用端末を監視するのが困難であるとの意見を得た。そこで、
地方自治体が業務で運用している Web 地図に、レーダー情報を付加するシステムに変更した。この
システムを江戸川区で試験運用したところ、好評を得た。



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。



以上の通り、本目標は達成された。

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極端気象監視・予測システムは、X バンドＭＰレーダーのデータを基本と
しており、同レーダーが展開されている地域において利用可能なシステムである。本プロジェクト終
了時には国土交通省が運用する X バンド MP レーダーの運用エリアが 14 地域に拡張され、またデ
ータも一般に流通していることから、システムの適用可能範囲が広がった。



他の都市域で利用可能であることを実証するため、本プロジェクトで開発されたシステムの一部を鹿
児島大学に移植し、大学の教職員および学生を対象とした豪雨の監視・予測情報の提供を行い、
参考情報として活用された。



以上の通り、本目標は達成された。

(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 2011
年 3 月 11 日に発生した東日本・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を実施した。



本プロジェクトで開発された「豪雨直前予測」の有効性を検証するため、平成 26 年度に 1000 人を対
象とした社会実験を計画したが、気象業務法の予報業務認可制度に関して受けた気象庁指導によ
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り、予測システムの防災科学技術研究所から日本気象協会への移植と、日本気象協会の予報業務
に係る認可申請について変更届の提出が必要となった。このため実験をプロジェクト終了後の平成
27 年度に延期した。


その他の課題については予定通り進捗した。

(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
地豪雨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、2013 年の越谷市周辺の竜
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加し、本課題の目標は社
会的要請にマッチしている。



国土交通省が X バンド MP レーダーを広範囲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る。



2020 年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることが決定し、本プロジェクトで開発された
極端気象早期検知・予測システムが、来場者の安全や円滑な競技運営のために活用されることが期
待できる。



以上から、本プロジェクトの研究目標は妥当であったといえる。

２.

技術開発内容の妥当性

(1)システムの全体像

首都圏に最先端の気象測器を設置し、稠密気象観測網を構築した。そこで得られたデータを解
析して極端気象のメカニズムを解明するとともに、得られたデータを数値予報モデルに同化する
ことにより、極端気象の予測精度の高度化を図った。その成果を「極端気象監視・予測システム」
に反映し、エンドユーザに必要とされる監視・予測情報を提供した。救助活動、危機管理、社会
基盤、生活・教育の４つの分野で実際に監視・予測情報を活用し、問題点を明らかにして、監視・
予測システムのさらなる高度化を図った。
開発されたシステムは、プロジェクトの終了後も東京消防庁をはじめとする機関で利用・高度
化研究が行われていることから、妥当な技術開発であったといえる。
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(2)全体システムと要素技術との関係
・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」
サブ課題１では、首都圏に稠密気象観測網を構築し、極端気象のメカニズムを解明するととも
に、予測に必要なデータを提供した。そのために必要な、以下の要素技術開発が行われた。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 バンドレーダー」の製作
とその解析手法の開発、X バンドレーダーよりも減衰の影響を受けにくい「C バンド二重偏波レ
ーダー」による雨粒や雹の検出技術の開発、エアロゾルの散乱を利用した「ドップラーライダー」
による豪雨時の気流場の監視と解析、水蒸気分布を観測する「GNSS（GPS 等の衛星測位システ
ム）」の解析手法の高度化、「無人航空機」を用いた気象要素の観測技術。これらにより、極端気
象の早期検知・予測技術の向上に寄与する成果を創出された。
・サブ課題２「極端気象の監視・予測システムの開発」
サブ課題２では、極端気象の監視・予測システムの開発を行った。このシステムは、情報の利
用者であるエンドユーザに使いやすいシステムであることが要求された。予測精度の高度化のた
めの技術開発として、以下が行われた。緊急地震速報の豪雨版を目指した「豪雨直前予測手法」
の開発、ネットワーク化されたドップラーレーダーのデータをリアルタイム処理することによっ
て強風域を検出し移動予測を行う「強風ナウキャスト手法」の高度化、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「データ同化技術」の高度化。また情報の利用者の要求を満たすため、気象の予測のみなら
ず、都市域の中小河川における急激な水位上昇を予測するための「河川水位予測手法」の開発、
航空機の４次元航法の実現を目指した「航空機の飛行経路予測における要件導出」を行った。さ
らにエンドユーザへの分かりやすい情報提供のため、
「ナウキャスト文字情報配信システム」の開
発、地方自治体の職員が情報を活用するための「X バンド MP レーダー情報配信システム」の開
発が行われた。
・サブ課題３「極端気象に強い都市創り社会実験」
このサブ課題では、稠密な気象観測・予測情報を実際に社会に配信し、その利活用における問
題点を明確にして、極端気象監視・予測システムの改良のためのフィードバックを行った。具体
的には、救助活動（消防）
、危機管理（地方自治体）
、社会基盤（建設・鉄道）
、生活・教育（一般
および高等学校）に情報配信を行い、利用者からの意見を「極端気象監視・予測システム」の高
度化に反映させた。
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（３）各研究グループの研究成果
（a）研究グループ a「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
石原正仁（平成 22 年度）、小林隆久（平成 23 年度）、山田芳則（平成 24 年度）、
小司禎教（平成 25、26 年度）
2）参画機関、協力機関
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，（株）東芝
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ーと固
体化 C バンド偏波レーダー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 バンドレーダーを整
備し、極端気象解明のために実用化を目指す。このレーダーは、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ーである。
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
都市の大気環境場と積乱雲を観測する稠密な観測網を展開（図-1）し、既存の観測網から得られるデ
ータも用いて大都市における深い対流の発達過程解明に取り組んだ。観測機器は、大きく都市における
大気環境場の観測を対象とするものと、積乱雲を対象とするものに大別される（表-1）。東京周辺で熱雷
等積乱雲の発生頻度が平均して8月中旬に多いことをふまえ、下記の期間に集中観測を実施した。
2011年：7/25-7/29, 8/18-8/25、2012年：7/26-8/9, 8/21-9/3、2013年：7/29-8/9, 8/19-8/30
図-1 主な観測機器の配置（陰影は標高）
青：現業観測網、赤：研究観測。
プラス（＋）：地上気象観測、菱形（◇）：高層ゾン
デ、点（・）：GNSS、四角（□）：シンチロメーター、
三角（△）：ドップラーライダー、三重丸（

）：C バ

ンドレーダー、二重丸（◎）：X バンドレーダー、丸
（○）：Ku バンドレーダー。上記のほかに相模湾
等で無人航空機の観測実験を実施し、また山梨
県甲府市の X バンドレーダーを用いた盆地周囲
の山岳斜面での降雨増幅機構の解析を行った。
緑枠内の 1 時間最大降水量を図-10 の時系列に
示した。

表-1 用いた観測
機器

その結果、以下の成果をあげることができた。
（a） 新たな観測技術の開発・実用化
極端気象の監視への高速スキャンレーダーの有効性を確認するとともに、二重偏波レーダーから
得られる情報、さらにGNSS(GPS等人工衛星を用いた測位システム)から数kmスケールの水蒸気変動
を解析する技術など、防災情報の高度化に資する極端気象の監視・予測技術を開発した。

13

（b） 極端気象の観測解明
ドップラーライダー観測等を用いた統計解析により東京都上空の気流構造の特徴や、気流の特徴
と安定度が関連していることを明らかにした。夏季に南関東で高層ゾンデ観測を実施し、都市境界層
が対流系の形成・発達に影響を与える可能性を示唆する結果を得た。さらに、首都圏での積乱雲発
生における下層風の収束の多様性を多角的に確認することができた。
（c） 統計的解析
日本の気象官署92地点における1時間および10分間降水量の1位値と、年平均気温の経年変化を比較し
た結果、降水量も気温も、1950～70年代に漸減・低下した後、1980年代以降に増加・上昇していて、そ
の変化傾向が互いに似ていること。アメダスの１年間降水量の年々変動パターンが、気温や海面水温
(SST)の年々変動と相関が高い（気温やSSTが高い年に強い降水が起こりやすい）ことを確認した。
以下、（a）新たな観測技術の開発・実用化、（b）極端気象の観測解明、（c）統計的解析について、成果
を記す。
(a)新たな観測技術の開発・実用化
本研究課題では開発・実用化に向けて、Ku バンドレーダー、C バンド固体素子二重偏波レーダー、航
空機観測、GNSS を用いた水蒸気変動解析手法の開発を行った。さらにドップラーレーダー観測から積
乱雲内部の風速 3 成分を高精度に解析する手法の開発・評価を行い、首都圏に豪雨をもたらす積乱雲
に二つの型があることを確認した。
【Ku バンドレーダー】
大阪大学及び住友電工（株）によって開発された波長 2ｃｍの小型気象レーダーである。外観と内部構
造を図-2 に示す。本レーダー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
の気象レーダー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
ーでは約 1 分で取得でき、変化の激しい積乱雲や局地的大雨の内部構造や発達メカニズムの詳細を調
べることが可能である。 本研究では、2010 年度末に同レーダーを整備、気象研究所（茨城県つくば市）
において試験観測を行った後、2011 年 8 月末に成蹊大学（東京都武蔵野市）の校舎屋上に設置し、その
後 2014 年 9 月まで夏季を中心に観測を実施した。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。
その結果、例えば図-3 に示す 2012 年 9 月１日の局地的大雨の事例のように、1 分間隔で降水の３次
元構造を観測することで、降水コア（上空に形成された強い雨域）が上空 2-4km 付近で形成され、あるも
のは発達しながら落下していく過程を捉えられることがわかった。2012 年 5 月 6 日には、竜巻をもたらす
可能性のある渦を捉えることに成功し、さらに、2013 年 7 月 23 日に調布市で発生した竜巻(F0 未満)では、
発生地点から約 7.5km の至近から観測し、竜巻に先行して形成されたマイソサイクロン（概ね直径 4km 以
下の鉛直渦）やフックエコーの時間変化を詳細に捉えることができた。こうした成果は高速スキャンレーダ
ーの有効性を示し、フェーズドアレイレーダー開発の根拠を提供したと言える。
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図-2 成蹊大学（武
蔵野市）屋上に設置
された Ku バンドレー
ダーの外観（a）とそ
の内部（b）

図-３2012 年 9 月 1 日、Ku レー
ダーから北東約 10km 付近に発
生した孤立積乱雲の反射強度の
3 次元分布。
等値面は灰色：25dBZ，
赤：35dBZ）と鉛直断面での反射
強度コンター（5dB 毎）
．

【C バンド固体素子二重偏波レーダー】
C バンド固体素子二重偏波レーダーは、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ー技術の研究開発』によって開発された。本レーダーの特徴として、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、レーダー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。一方、課題もある。固
体化レーダー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。また、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。
次に、二重偏波の情報から、降雨による電波の減衰を補正し、強雨時でも高い精度で降水強度を推定
する手法を開発（図-4）し、高精度の降水強度鉛直分布推定を可能とした。上空に強い降水強度の領域
があれば、やがて地上に到達し、豪雨となる可能性が高い（図-5）。
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さらに、2014 年 6 月 24 日に東京都三鷹市を中心に発生した降雹をもたらした雷雨の内部構造を二重
偏波情報から解析した（図-6）。当事例では地上で降雹の始まったのは 14 時 30 分頃と考えられているが、
偏波情報により、その 19 分前には雹の領域が識別できた。
これらの結果は、偏波情報の極端気象の監視・予測への有効性を示し、将来の豪雨の直前予測につ
ながる研究成果と言える。
図-4 レーダー降水強度と雨量計の比較の例（2010
年 12 月 3 日千葉県関宿町）
図中の実線は地上の雨滴粒径分布観測装置（ディス
ドロメータ）で 1 分毎に観測された粒径分布からの計
算値、丸点は 4 分毎のレーダー観測からの推定値。
時間的に大きく変動しているにもかかわらず、新方式
で推定した降水強度は全般に地上観測に一致してい
て、特に強雨時に現行方式と比較して改善している。

図-5 急速に発達した積乱雲の反射強度（色
影）と偏波パラメータの一つである反射因子差
（ZDR）（白線）の鉛直断面図（2010 年 7 月 7 日
02 時 49 分）矢印は強い上昇流域を表す。豪雨
の開始 12 分程度前の状況。
ZDR の大きい領域が下層から上空に延びてお
り、上昇流の存在が示唆される。

図-6 2014 年 6 月 24 日 14 時 37 分における、雷雨の移動方向に沿った鉛直断面（RHI 画像）。(左) 反射
因子差、(右) 推定される内部構造。 A は大粒の雨の領域、B は雹の領域、C は融けている雹の領域、D
は氷晶またはあられの領域、E は多重散乱による虚像（TBSS）の領域を示す。破線は、0 °C 層の高度
（3.5 km）を示す。実線は、粒子種別の境界を示す。横軸上の距離 65 km 付近の黒太線は、降雹の激し
かった領域を示す。
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【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。その代替として、無人航空機(Unmanned Aircraft System;
UAS）による気象観測技術の実用化研究に着手した。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。気象センサー
（明星電気 RS-06G）は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。
UAS で測定された風速の精度を検証するため、小型ドップラーライダー（三菱電機製）を用いた比較観
測を 2014 年 9 月 18 日 13 時 45 分-14 時 34 分および 19 日 13 時 03 分-13 時 52 分の 2 回、神奈川県
平塚市周辺で実施した。風速推定には非流速センサー法、ウインドスター法、偏流三角法を用い、手法
による精度も比較した。その結果、UAS による測定値は、ドップラーライダーの測定値よりも小さな風速を
示す傾向があった。風向で 22 - 66°、風速で 0.3 - 1.9 m s-1 の差が生じていた。一方、UAS による測風
結果は、手法間の相違は比較的小さく、２つの事例で風向差は最大 44°、風速差は最大 0.5 m s-1 の範
囲に入っていた。２つの測定事例では、ウインドスター法に基づく風向が、最もドップラーライダーの測定
値に近い値を示していた。
当初陸地に侵入する海風前線の構造などを無人航空機で観測する予定であったが、墜落の危険性が
比較的高いことが分かり、都市域での陸地での観測を断念した。今後の UAS の活用可能性としては、ラ
ジオゾンデを放球しにくい海上での高層観測への応用が期待される。そのためには，さらに観測精度に
ついて検証を重ねていく必要がある。
【GNSS（GPS 等人工衛星を用いた測位システム）】
国土地理院は全国に 1,200 点以上（平均して 17km に一点）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。GEONET から解析される可降水量（鉛直積
算水蒸気量）は、2009 年 10 月より気象庁の数値予報初期値解析に利用されている。本研究では、首都
圏に豪雨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 2014 年 10 月の間、観測を行った。
本研究では、極端気象の監視・予測に資する目的で以下の研究を行い、それぞれ成果を得た。
① 数 km スケールの水蒸気分布解析
成熟段階の積乱雲には上昇流域と下降流域が存在し、局所的に水蒸気の非一様性が卓越す
る。非一様の度合いから豪雨や突風等の監視に新たな情報を付加することができる。視線（測位
衛星）方向の水蒸気量を利用することで数 km スケールの水蒸気分布を解析する手法を開発した。
2012 年 5 月 6 日に茨城県つくば市等に）大きな被害をもたらした竜巻に同手法を適用したところ、
高解像度の数値気象モデルで再現された水蒸気分布の特徴を、GEONET からも解析できることを
確認した。
② 高速かつ高頻度解析
気象庁で数値予報初期値解析に利用される GNSS 可降水量は 1 時間間隔、観測後 30 分程度
の遅れで解析されている。これを観測後 1 分以内に 1 秒間隔で解析するシステムを開発し、高層ゾ
ンデ観測と比較して RMS3mm 未満の一致度を得た。
③ 海上での水蒸気解析
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2012 年 5 月 6 日のつくば竜巻や 2014 年 8 月 19 日に発生した広島豪雨の監視・予測には、海
上からの水蒸気流入監視の重要性が指摘されている。本研究では気象庁海洋気象観測船に協力
いただき、船舶に GNSS 受信機を設置し、海上を移動する船上での可降水量解析を試み、ゾンデ
との比較で RMS 4mm 未満の一致を得た。
これらの成果は、降水ナウキャストにおける降水の発達衰弱予測精度改善や、豪雨や突風等の監視・
予測に貢献できる。
【ドップラーレーダーを用いた鉛直流の高精度解析】
変分原理に基づく MUSCAT 法（e.g., Bousquet and Chong 1998）を、地上設置型レーダーによる
マルチドップラー解析に適用し、積乱雲内の風速場を従来型の方法と比較して格段に高精度に解
析できることを確認した（Yamada 2013）
。東京周辺での大雨事例に同手法を適用した結果、局地
的大雨をもたらす活発な積乱雲には 2 つの型があることがわかった。近年発生した二つの局地的
豪雨を解析した結果、2008 年 8 月 5 日に発生した雑司が谷での局地的大雨は、15 m s-1 にも達す
る強い上昇流域を伴っており（図-７（左））
、夏季に東京付近に出現する多くの活発な積乱雲と同
類と考えられる。一方、2010 年 7 月 5 日に板橋に局地的な豪雨をもたらした積乱雲は比較的弱い
上昇流（10 m s-1 未満）及び比較的低い背の高さで特徴づけられる（図-７（右））
、出現頻度がま
れな「特殊な」積乱雲といえることが確認できた。

図-７ 積乱雲鉛直断面内の構造。陰影は反射強度（7 dBZ ごと）。矢印は水平相対風と鉛直流の
ベクトル表示で、各格子点での矢印の方向は流線と平行になるように描画している。（左）2008
年 8 月 5 日 1205 JST における東西方向に沿った鉛直断面。（右）2010 年 7 月 5 日 1945 JST。
(b)極端気象の観測解明
本研究課題では、最新の気象観測機器を駆使した極端気象の観測に加え、ドップラーライダーを用い
た都市上空の気流構造の統計解析、夏季南関東における高層ゾンデ観測による都市と郊外における環
境場の特徴に関する研究を行った。
【ドップラーライダーによる都市上空の気流構造の統計的解析】
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。ドップラーライダーは降雨
レーダーが捉えられない晴天大気を観測することができる。
北大・低温研では、東京都目黒区にある東工大・大岡山キャンパスにて、2011 年 7 月から 2014 年 2 月
までの約 2 年半、3 次元走査型コヒーレントドップラーライダー（三菱電機社製）（以下，ドップラーライダ
ー）による 24 時間連続観測を行った。通常は、仰角-0.5 度から＋20 度までの複数の水平（VAD）走査、
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直交する 2 方位の鉛直（RHV）走査を組み合わせたシークエンス観測を実施した。ドップラーライダーの 2
時間毎の VAD と RHV 画像に加えて、地上 20～1700m までの風の高度変化、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数濃度（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分間毎に雲画像を撮影しかつ合成雲画像も作成した。
秋 季 (2012/9/25-2012/10/15) と 冬 季 (2012/12/1-2013/1/10) に 得 ら れ た 視 線 風 速 の パ タ ー ン を
Streak, Mixed, Fishnet, No streak, Front, The others の 6 グループに目視で分類した（図-8）
。

図-8 各分類パターンの視線風速の分布例。白矢印は風向。
図-9 は流れパターンの時刻別出現頻度および超音波風速計の観測値から渦相関法によって算出し
た熱フラックス(
Mixed は

)を示す。これにより、①Streak は時間帯によらず出現しているが、Fishnet および

が正の値となる日中に出現し、No streak および The others は

が負の値となる夜間に

出現していること、②Streak は解析対象事例に占める割合が最も高く（秋期で 78 %，冬期で 46 %）、大気
境界層における代表的な流れ場と言える。③秋期に比べ冬期では No streak および The others の発生
頻度が増加し、全流れ場に対する寄与率が Streak に次いで多い等、都市上空の気流の平均的特徴が
明らかとなった。
さらに、各流れ場が出現する環境場が、対流速度（

）および摩擦速度(

)でほぼ整理できるこ

とや、観測された筋状乱流構造（ストリーク構造や水平ロール渦など）の間隔を視線風速の空間
分布から同定し、大気安定度および風速シアーとの関係を解析した結果、大気安定度では安定場
から不安定場に渡って発生する筋状乱流構造の間隔を統一的に整理できないが、ドップラーライ
ダーの観測高度における局所的な風速シアーを説明変数として用いることで、従来別々に捉えら
れてきたこれら筋状乱流構造を、シアー不安定という同一のメカニズムとそれに基づくスケーリ
ングで統一的に定量化が可能なことを示唆する結果を得るなど、都市上空の気流構造の特徴とそ
の環境場に関する新たな知見を見出した。

図-9 各流れ場の時刻毎出現頻度。（左）
秋季、（右）冬季。配色で目視分類した各
流れ場、実線で超音波風速計から算出し
た熱フラックスを示す。
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【高層ゾンデ観測等による積乱雲発生環境の把握と都市効果の解析】
都市における極端気象の解明には、高層ビルが多数存在する都市上空の大気構造と、周辺地域との
相違を知ることが重要である。2011 年から 2013 年夏季の集中観測期間を中心に，海上を含む 7 地点で
計 34 日間，概ね 08 時 30 分から 20 時 30 分まで（一部 24 時間観測を含む）約 3 時間毎にラジオゾンデ
観測を実施した。年度や時期、現場の天候状況により同時に観測が実施された地点は異なる。観測の結
果から、つくばに比べて首都圏では混合層の発達が数 100m から 1km 程度異なる場合があることがわか
った。
また、東京都板橋、小金井市、つくば市（それぞれ市街地、郊外、及び植生地を代表）でシンチロメー
タ(Scintec 社 BLS900)による地表面顕熱輸送量の測定を実施した。得られた顕熱輸送量の差を 1 次元混
合層モデルに入力し，市街地と植生地での対流有効位置エネルギー（CAPE）の差を求めたところ、板橋
における CAPE がつくば市より 15%大きいという結果が得られた。都市の顕熱輸送が大気を不安定化させ
ていることが示唆される。
なお、ラジオゾンデの陸上降下時には、場合により器物の破損や事故につながる可能性もあるため、
安全性向上の観点から、本プロジェクトではゾンデ飛翔予測を行った。今後はより時空間的に密
な観測が得られるような工夫、航空機観測等新た
な観測手法の開発が必要である。
図-10 図-1 の緑線で囲まれた領域内の最大解析雨
量の時系列。2010～2014 年の 6～9 月。緑：50mm/h
未満、青：50mm/h 以上 100mm/h 未満、赤：
100mm/h 以上。
各棒グラフ下の赤丸は課題１関連で解析の報告さ
れている事例（対象がこの期間以外のもの，領域が
東京都周辺以外のものは含まない）。
【稠密観測データを用いた極端気象の機構解明】
図-10 には 2010-2014 年 6-9 月の東京都区部における 1 時間最大降水量の時系列を示す。2012 年
を除き、100mm/h クラスの短時間強雨が 1－２回、50mm/h 以上が 5-10 回程度発生している。
以下、事例解析毎の成果の概要を記す。
1) 局地前線や下層風の収束と、積乱雲の発生・発達に関する研究
①

非降水エコーによる局地前線の可視化
非降水エコーにより可視化された収束ラインについて、2011 年 8 月 7 日の積乱雲発生・
発達の事例を解析(図-11)。さらに非降水エコーを将来的に積乱雲発生の直前予測へ利用
するための基礎調査を行った。2011 年 7 月 1 日から 10 月 30 日の間、晴天日(晴天下で孤
立積乱雲の発生した日を含む)106 日の 83%で非降水エコーを確認。積乱雲の発生した事例
と、そうでない事例に非降水エコーパターンに大きな違いは見られず、稠密な地上気象観
測網を用いた収束ラインの熱力学的な特性を今後調査する。
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(a)

図-11 2011 年 8 月 7 日における羽田 DRAW (最

(b)

低仰角 0.7)。時刻は(a)12 時 01 分、(b)12 時 59
分、(c)14 時 03 分、(d)15 時 06 分。
地上気象観測網の位置を(a)点線円で示した。
各図の白丸は地上気象観測網の装置の位置を
示す。 白四角は参考としてアメダスの位置を示
す。
(c)

②

(d)

二つの E-S 型強雨事例にみられる下層東風の消長の違いによる影響
しばしば首都圏で豪雨をもたらす風系として、関東南部の南寄りの風と鹿島灘方面からの東寄
りの風の双方が進入する‘E-S 風系’（藤部ほか，2002）がある。2011 年 8 月 26 日と 2013 年 7 月
18 日はいずれも‘E-S 風系’の特徴を有し、前者は時間 100mm クラスの短時間強雨をもたらし、
後者では降水は前者に比して小規模となった。高層ゾンデ観測や数値モデルによるシミュレーシ
ョンの結果、鹿島灘からの下層東風の消長が、積乱雲の発達に影響を与えていたことが示唆さ
れた（図-12）。
図-12 つくばで観測され
た風速の高度時間断面図。
(a) 2011 年 8 月 26 日、(b)
2013 年 7 月 18 日、カラーシ
ェードは水蒸気混合比を示
す。2011 年の事例ほうがより
厚く風速も強い東寄りの下
層風が観測されている

③

2013 年 7 月 23 日、孤立積乱雲発生に先立つ海風前線と非降水エコーの関係
積乱雲発生のトリガーとなりうる海風の詳細な構造を、ドップラーライダー（東京工業大学大岡
山）、羽田空港気象レーダーの非降水エコー、さらに水平 250m 格子の数値シミュレーションを用
いて調査。海風内に cleft(分裂)構造があり、非降水エコーは cleft 構造近傍の減速域に発生して
いたことがわかった（図-13）。
図-13 地上付近の
風の内陸進入速度
（灰色丸）と、非降水エ
コー頻度分布（棒グラ
フ）（10 時 55 分）

④

ドップラーライダーによる積乱雲発生機構の解析
2012 年 8 月 17 日、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範囲内で
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発生した孤立積乱雲の発生に寄与した下層風の収束を解析した結果、水平スケールが 2km 程
度であったことがわかった（図-14）。積乱雲の発生環境場の解析に、高分解能の下層風観測の
必要性と、ドップラーライダーの有効性を確認した。
図-14 NICT ライダーの仰角 4 度の PPI による平均風速場
からの摂動成分の水平分布。平均風速場は水平風の高度
プロファイルを用いる。各図中の 2 本の黒線に挟まれた範囲
内の黒点は摂動成分が動径方向に大きく変化する位置
（convergence point）を示す。

⑤

積乱雲の発達過程の観測
積乱雲の発生初期の構造を理解し、豪雨までのリードタイムを議論するための基礎研究として、
積乱雲を可視的に観測して X-band 及び W-band レーダーのエコーと比較を行った。その結果、
孤立積乱雲は複数のタレットで構成され、積乱雲は間歇的に成長すること（図-15）。高高度まで
発達した積乱雲ほど大きな成長速度を有していること。タレットの発達から 20 分程度で X-band レ
ーダーによるファーストエコーが検出され、それはタレット最盛期の数分後であることなど、積乱雲
のナウキャストを考える上で重要な知見が得られた。
図-15 タレットの最大成長速度と最高到達高度の関係

２）積乱雲の動態に関する統計的解析
⑥ 2008 年 8 月 5 日雑司が谷豪雨における組織化されていない積乱雲群の統計的性質
気象庁のレーダー観測によって 10 分ごとに得られた反射強度の水平・鉛直 1 km メ
ッシュの 3 次元反射強度データをもとに、雑司が谷大雨が発生した 2008 年 8 月 5 日に
東京都とその周辺に発生した 179 個の積乱雲を対象として、それらの形態を統計に解
析した。
その結果、レーダーによって積乱雲が認識されてから地上で降雨のピークが現れる
までの時間を調べたところ、その値ほとんどのケースで 10～30 分であるなど、10 分
間隔の観測では監視に不十分であることが示された。
⑦ 盆地周囲山岳斜面での降雨増幅機構
甲府盆地に設置された X-MP レーダーと地上降雨観測計、気象庁の地上観測データ、
気象庁メソ客観解析データをもとに、甲府盆地で出現した複数の降水事例の解析から、
山岳域の降雨量の増加に寄与する盆地周囲の山岳斜面上での降雨強化機構と、夏季静
穏時に盆地上に出現し短時間大雨をもたらす降水セルの出現分布と出現する前の地上
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気象場の特徴を調査した。統計的な解析から盆地内の山岳斜面で降雨量が大きくなる
こと（図-16）、夏季静穏時に盆地上で出現する降水セルについて、その出現頻度は小
さいが、それぞれ短時間大雨をもたらしたことなどがわかった。駿河湾側から盆地南
西の谷を通る湿った南寄りの風と、盆地東部の山岳を越える湿った東寄りの風の盆地
内への進入が降水セルの出現前に見られ、それぞれの風の進入による盆地内上空の条
件付き不安定な構造と水平収束の形成が明らかとなった。
図-16 X-MP レーダー観測から推定さ
れた、2009 年 6 月から 9 月の 4 ヶ月
間走行推量の鉛直分布図。青破線領
域は推定されたブライトバンド域。
地形と X-MP レーダー観測のグランド
クラッター領域を各々黒と灰色の陰
影で示す。
2)

稠密観測を用いた積乱雲の内部構造に関する研究
① レーダーと地上気象観測によるマイソサイクロンの融合過程の観測
当研究で整備した高密度地上観測網と羽田空港の空港気象ドップラーレーダーで、2011
年 8 月 26 日、東京都西部で発生したマイソサイクロ
ンとそれに伴う地上の突風を解析した(図-17)。

図-17 （上）空港気象レーダーによる反射強度（陰
影）と相当温位（等値線）。（下）同レーダーによる動
径風速度（陰影）と海面気圧（等値線）。A1, B1, B2,
C1, C2 はそれぞれ地上観測地点。概ね 4hPa の地
上気圧の低下と、20m/s を越える突風を A1 地点、
B1 地点で観測している。

② 2013 年 9 月 3 日、埼玉・千葉県で発生した竜巻に関連する積乱雲の観測
防災科学技術研究所が関東地方の研究機関、大学との協力で構築する X バンド気象レ
ーダーネットワーク(X-NET)範囲内で発生した竜巻を解析した。その結果、メソサイクロンの
循環や、フックエコー、WER、ZDR arc 及び ZDR column など、スーパーセルによく見られる特
徴を備えていることがわかった（図-18）。
図-18 14 時 10 分に防災科研の 2 台の X
バンド MP レーダー（神奈川県海老名市、千
葉県木更津市）で観測されたレーダー反射
因子の三次元分布．白・青・赤の等値面はそ
れぞれ 30 dBZ, 45 dBZ 55 dBZ のレーダー
反射因子に対応し、図中の灰色の矢印は高
度 10 km の高さを示すスケールである。黒矢
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印は南北方向を示す。
③ 寒気吹き出し時に羽田空港周辺で発生した乱気流の事例解析
2012 年 3 月 26 日の昼過ぎ、羽田空港周辺で雲底が地表近くまで急激に下がるとともに「し
ぐれ」が発生し、視界不良と突風によって飛行機の離発着が遅れた。「しぐれ」と突風が発生
した原因をドップラーライダー観測と数値モデルによる再現実験から考察し、下記のようなメ
カニズムを解明した。
寒気吹き出し時には、関東平野部では冬季であっても風が弱い時には昼前に対流混合層
が発達し、下層は乾燥するが対流混合層上端では晴天積雲が発生する（図-19）。このような
場の上空に日本海から冷たい空気が氷晶雲を伴いながら侵入すると、その先端部では対流
混合層の上昇流が強まり、下層の積雲が上空の氷雲と混合することで成長した雪粒子が落
下する。その際、下層の乾燥した空気内で雪粒子が昇華蒸発することで下降流内の湿度が
上昇し雲底高度が下がり、かつ強い下降流と乱流が発生し、この強い下降流が地上で発散
することで突風をもたらしたと言える。

図-19 （139.7 oE, 35.6 oN）における高

度－時間断面図 (2012 年 3 月 25 日
09 時から 3 月 26 日 18 時)。 (a) 相対
湿度（陰影）、雪の混合比(等値線、間
隔は 0.05 g kg －1)、対流混合層高度
（灰色の実線）、(b) 乱流運動エネルギ
ー（陰影、m2 s－2）と温位(K)。
(c)統計的解析
16 年間のアメダス資料を使って、短時間強雨（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、短時間強雨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
西部でも強雨の頻度が高い傾向がある。このことは首都圏で短時間強雨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-20)。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-20 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
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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。
さらに、短時間極端降水の強さの長期変動が、気温に対応する飽和水蒸気量の変動とほぼ対応する
（降水量も気温も、1950～70 年代に漸減・低下した後、1980 年代以降に増加・上昇していて、その変化傾向が互
いに似ている）ことを明らかにした。アメダスの１年間降水量の年々変動パターンが、気温や海面水温(SST)
の年々変動と相関が高い（気温や SST が高い年に強い降水が起こりやすい）ことを確認した。
図 -20 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。

(b）研究グループ b「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豪雨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 レーダー情報配信システムの開発
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(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 レーダー画像データベース
４）成果
以下の成果をあげることができた。
（a）極端気象の発生予測手法の開発
ＸバンドＭＰレーダーネットワークを活用した「豪雨直前予測手法」および「強風ナウキャス
ト」が開発された。また研究グループ a「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」で得
られた稠密な観測データを同化することにより、豪雨の予測精度が向上することが示された。都
市の中小河川における急激な水位上昇を予測する手法として、上流の水位の情報と流域雨量を入
力情報としたニューラルネットワークを活用し、良好な結果が得られた。
（b）極端気象の監視・予測システムの開発と運用
地方自治体が住民向けに提供している地図情報に、ＸバンドＭＰレーダー雨量を重ねて表示す
るシステムを完成した。このシステムの運用により、地方自治体の職員が日常的にＭＰレーダー
情報を監視することができるようになった。また消防職員に対して雨量が一定値を超えた時にア
ラートを鳴らすしくみや、一般の人に感覚的に分かりやすい表現で予測情報を電子メールで伝え
るシステムが完成した。
（c）極端気象のデータベースの構築
1951 年以降の日本に被害をもたらした台風に関する情報と被害情報に関する「台風災害データ
ベース」の作成、過去の土砂災害について土砂の移動箇所をマップ化した「土砂移動分布図」の
作成、国土交通省 XRAIN のすべての画像データを検索しやすい形式で収集した「ＸバンドＭＰレ
ーダー画像データベース」の作成が行われた。
以下、
（a）極端気象の発生予測手法の開発、
（b）極端気象の監視・予測システムの開発と運用、
（c）極端気象のデータベースの構築について、成果の概要を記す。

(a)極端気象の発生予測手法の開発
①豪雨直前予測手法の開発
ＸバンドＭＰレーダーの観測データから、ある場所における地上からエコー頂までの雨水量を
足し合わせた鉛直積算雨水量(Vertically Integrated Liquid water content：VIL、図-21)を推
定し、その値を用いて雨量を予測する手法を開発し、2008 年以降に発生した 14 個の豪雨イベン
トについて検証を行った。その結果、従来の地上の降水量に基づく予測手法に比べて、雨の降り
始めの予測精度が向上することが明らかになった（図-22）。さらにこの手法をリアルタイムで運
用し、雨量が一定値を超えると予測された場合に電子メールで情報配信するシステムを完成した
（図-23）
。
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図-21 鉛直積算雨水量（VIL）の概念図。ＸバンドＭＰレ
ーダーによる３次元スキャンのデータを用いて雨水量を
推定し、鉛直積算する。

図-22 10 分雨量の時間変化。VIL 法による 5 分予測（赤）
、地上の雨量を移流させた場合
の 5 分予測（水色）
、レーダーによる観測値（黒）。VIL 法の予測は移流法に比べて、雨
の降り始めの値がうまく予測されている（2011 年 8 月 6 日埼玉県における降雨事例）。

図-23 豪雨直前予測による情報配信メールの例
（2014 年 9 月 11 日）。

②強風ナウキャスト手法の開発
強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、ＸバンドＭＰレーダーネットワークを活用し、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。なおレーダーで観測されたデータには空白域が生じるが、気象庁の数値気象モ
デル（メソ数値予報モデル MSM または局地数値予報モデル LFM）の予報値で補完した。
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2010 年 1 月～2014 年 12 月までの期間を対象に，X-NET の観測エリア内において顕著な突風が
観測または報告された事例を抽出し、気象官署またはアメダス地点の 10 分間平均風速観測データ
との比較によって精度検証を行った。その結果、前線が通過した事例や台風が接近した事例では
予測精度が比較的よい傾向が見られた。また、強風ナウキャスト情報が広く社会で利用されるこ
とを目的として、表示システムを開発した（図-24）。これはインターネット経由のウェブサイト
として閲覧できるものである。現状では Web 表示用の作画処理などに時間を要してしまい、画面
更新まで約 15 分間のタイムラグが発生している。この問題を解決すれば、極めて価値の高い予測
情報が提供できるようになる。

図-24 「強風ナウキャスト」のウェブ表示画面。任意の点をクリックすることにより、その地点
の風速の観測値と１時間先までの予測値を閲覧することができる。
③稠密気象観測データの同化技術の開発
稠密な観測データを同化することにより、豪雨や竜巻などの激しい気象に関する数値予報の精
度が向上することが示された。ここではドップラーライダーのデータを同化した場合の効果につ
いてのみ記述する。ドップラーライダーは、レーザーを用いてエアロゾルの後方散乱を観測し、
大気の移動速度を測定する測器である。気象レーダーは降水域内の大気の移動速度を測定できる
のに対して、ドップラーライダーはその外側を観測できるため、両者は相補的な関係にある。観
測レンジは 10-20 km 程度とごく狭いものの、対流雲の環境の風を観測できることが大きな強みで
ある。2010 年 7 月 5 日に東京で発生した豪雨事例について、NICT ドップラーライダーのデータを
同化して予測実験を行ったところ、降水域へ流入する下層風が改善され、より現実に近い雨域が
再現された（図-25）
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図-25 2010 年 7 月 5 日 16 時 00 分から 16 時 30 分の、ドップラーライダーを含む観測データを
１分おきに同化し、得られた解析値から 1 時間の予報を行った結果（中）
。左は同化しない
場合、右は観測された降水強度。
④都市域における河川水位予測手法の開発
小学生 2 人、保育園児 1 人を含む 5 人が死亡した 2008 年 7 月 28 日に兵庫県神戸市灘区の都賀
川で発生した水難事故は、都市河川における典型的な水難事故例となった。同様の災害を防ぐた
め、都市の中小河川における急激な水位上昇を予測するモデルの開発が望まれている。
本プロジェクトでは最初に、横浜市内に位置するいわゆる都市河川で流下方向、流域形状等の
異なる 3 河川（いたち川（延長 6.17km、流域面積 13.89 km2）
、今井川（延長 4.74km、流域面積
7.6 km2）
、相沢川（延長 2.16 km、流域面積 4.3 km2））について、水位変化の実態を把握するため
の観測を実施した。その結果、水位観測地点が異なるにもかかわらず水位上昇開始のタイミング
がほぼ同時である事例が複数確認できた（図-26）
。この結果は、警報発令判断にあたり周辺の降
雨についても重要な情報となることを示している。

図-26 いたち川における流域雨量と水位の変化。水位観測地点が異なるにもかかわらず水位上昇
開始のタイミングがほぼ同時であることが確認できる。同様の結果は今井川でも確認され
ている。
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表-2 ニューラルネットワークによる水位予測の例（いたち川の城山橋）。
出水 No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+100cm 超過を予測した計算時
刻
2010/6/5
0:02
2010/7/26
20:09
未到達
2011/4/23
3:40
未到達
未到達
2011/11/19
21:46
未到達
2012/4/3
19:33
2012/5/18
1:31

+100cm 超過を予測した計算時刻と
実測が+100cm となった時刻との差
9
13
11
13
15
12

この観測結果を活用し、ニューラルネットワークを用いた河川水位予測モデルを構築した。こ
れは入力層・中間層・出力層の３層型ネットワークで、入力層には観測雨量と上流の観測水位変
化を用い、出力層は予測地点の水位変化とした。その結果、平常時から水位が+50cm 以上となる
事例について、約 5～10 分のリードタイムで事前に予測するモデルを構築することができた（表
-2）
。
⑤航空機の飛行経路予測における要件導出
航空交通分野における長期的な将来像としては、3 次元的な飛行経路と時間を含んだ 4 次元航
法の実現とその支援システムが望まれている。本研究では、数値予報モデルなどによる必要な予
測情報に関して、極端気象に関わる気象観測結果を用いた検証により将来技術として期待される
航空機の飛行経路（トラジェクトリ）の精密予測において必要となる気象予測情報の要件を検討
することを目的としている。
2011 年 8 月 26 日に発生した首都圏豪雨の事例について、地上気象観測データ及び気象レーダ
ーによる気象擾乱の変化と、２次監視レーダー（SSR）実験局による運航データを用いた出発機、
到着機の航跡を照合し、極端気象の発生による航空交通流への影響について定量的に調査した。
交通流への影響は，滑走路切り替えと悪天域通過に伴う空港容量の低下に着目した解析を実施し
た．前者については現状においても総じて円滑な切り替えを実施しているが 3～9 分程度の時間
調整のための折り返しや周回飛行が生じていた。
(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システムの開発
ＸバンドＭＰレーダーから得られる雨量情報を分かりやすく伝達するために、携帯電話を活用
した雨量情報システムを構築した（平成 23 年 9 月より試験配信を実施）。この携帯電話向け警戒
メールはＸバンドＭＰレーダーを利用し、雨量を高精度で高分解能（250 m 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雨をもたらす、いわ
ゆるゲリラ豪雨に対する迅速な防災対策に有効である。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レーダー雨量情報を常に監視しており、登録者が指定した判定雨量に達
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-27）
。
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図-27 雨量警戒情報システム構成
情報配信にあたっては，ナウキャストの雨量情報だけでなく、どのような空もようになるのか，
どのような行動をとったら良いのか、実生活に対応する感覚的にわかりやすい表現で文章化して
メール内容に追加した。現況雨量と予測雨量に対応する表現を、あらかじめ表-3 のように文字情
報として用意しておき、対応する表現で配信した。また情報趣旨をメールタイトルに含めること
で、メール本文を開かないでも情報の概要が理解できるようにした。メール配信に対して寄せら
れた利用者アンケート結果によると、外出予定時のタイムリーな情報として有効であったなど、
全体的に良好な評価が得られた。一方、利用実験に参加した防災関係者にとっては情報が簡略す
ぎる、豪雨による土砂災害等にも対応できる防災情報メールを期待するなどの要望があった。
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表-3 雨量のレベルとメール本文の表現およびメールの表題。

②ＸバンドＭＰレーダー情報配信システムの開発
本プロジェクトが開始された 2010 年の段階では、国土交通省がＸバンドＭＰレーダーの試験運
用を始めたばかりで、地方自治体等の防災現場ではこの情報の利用方法が確立していなかった。
本課題では地方自治体が住民向けに提供している地図情報に、ＸバンドＭＰレーダーの観測情報
を重ねて表示するシステムを作成し、このシステムの運用により、地方自治体の職員が日常的に
ＭＰレーダー情報を監視することができるようにした。
地方自治体が運用している地図情報は、多くの場合 Web GIS が利用されている。したがって形
式の異なる GIS ソフトでデータが表示できるよう、レーダーデータをＷＭＳ（Web Map Service）
形式で配信することにより、普段自治体担当者や住民が使っている Web 地図にレーダー情報を重
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レーダーの画像を 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」に表示できるようにした（図-28）。
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ー雨量を重ねることができる、（２）
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普段使っているシステムに無理なく X バンド MP レーダー情報が付加される、
（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。その有効性については、研究グループ c「極
端気象に強い都市創り社会実験」で検討を行った。

図-28 江戸川区が運用する「えどがわマップ」
にＸバンドＭＰレーダー雨量情報を表示させ
た例。

(c) 極端気象のデータベースの構築
①台風災害データベース
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が、これらの報告書や資料は、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た。作成したデータベースは、インターネ
ットで公開を行っている（http://ccwd05.bosai.go.jp/DTD/）
。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。（図-29）
さらに機能を向上させ、台風接近時に、類似した経路をもつ過去の台風を自動的に表示するこ
とができる機能を構築し、公開を開始した。この機能の活用により、台風が上陸しつつあるとき、
どのような被害が発生する可能性があるのかを、過去の類似台風から推定することで、事前の対
策の参考になることが期待される。

図-29 2014 年台風 8 号接近時における、過去の類似した経路をもつ台風の自動表示。
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②土砂災害データベース
斜面崩壊や土石流による土砂災害の発生場所を予測するためには、過去の災害を解析すること
が極めて重要である。特に降雨・地質・地形と斜面崩壊・土石流との関係を明らかにするために
は、異なる地域間での比較が重要な検討項目となる。その際、崩壊や土石流の発生場所やその流
下範囲を示した土砂移動分布図は必要不可欠な資料である。地方自治体などの防災担当者にとっ
ても、過去の災害の発生場所を知ることは避難計画の策定時などにおいて重要な支援情報となる。
しかし、このような分布図は過去の主要な災害については作成されている場合もあるが、その一
部や要約したものが論文や報告書で紹介されることはあっても、原本は公開されていないことが
多い。また、分布図の作成範囲が狭い場合や、既に紛失している場合もあるなど、研究者が容易
に利用できる分布図は意外と少ない。そこで、豪雨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、関東地方の一部について土砂移動分布図を作成しデータベース化
した（図-30）
。

土砂移動分布図は、空中写真の実体視により崩壊や土石流の発生域・流下域・堆積域を判読し
て、2 万 5 千分の 1 地形図上に描き込むことにより作成する。なお、土砂移動範囲を正確かつ迅
速に地形図に描き込むために、GIS ソフト(ArcView)上で空中写真を地形図と一致するように幾何
補正したものを補助的に使用した。空中写真の判読対象は、空中写真において土砂が移動した痕
跡（写真には白く写る）がはっきりとわかるような斜面現象であり、具体的には、斜面崩壊（大
規模崩壊と表層崩壊）
・土石流・土砂流である。なお、空中写真の撮影高度が大きい場合や解像度
が小さい場合には、規模の小さな表層崩壊は判読することができていないこともある。
判 読 対 象 と し た 土 砂 災 害 は 、 1989

年

8

月 の 千 葉 県 富 津 市 と

図-30 山北町土砂移動分布図（1972 年 7 月豪雨災害）
さらに作成した土砂移動分布図を用いて、斜面崩壊・土石流の発生場所についての地形・地質
的解析を行った。図-36 は、2009 年 7 月の豪雨により山口県防府市で発生した土砂災害について、
土砂移動分布図をもとに解析した土石流発生流域の地形的特徴を示したものである。図-31(A)よ
り、閾値（緑色の直線）よりも右上側、すなわち流域面積と起伏比の大きな流域では土石流が流
域外まで流下する可能性があること、図-31(B)より、流域面積が大きくなるほど土石流が流域外
まで流下する確率が高くなることがわかる。図-31(A)の閾値は、岩質、降雨量などによって異な
ると予想されることから、降雨・地質・地形ごとに値を決めていくことが、土石流の発生場所の
予測につながると考えられる。

34

図-31 土石流発生流域の地形的特徴（2009 年防府土砂災害）
。(Ａ)土石流発生・非発生流域にお
ける流域面積と起伏比の関係。
（Ｂ）流域面積と土石流の流下確率の関係（A 図の右上側の
流下可能性がある流域のみ解析した）
。
③ＭＰレーダー画像データベース
国土交通省によるＸバンドＭＰレーダーネットワーク（XRAIN）は、2010 年 7 月から試験運用
が開始され、現在は札幌周辺、岩手・宮城、福島、関東、新潟、富山・石川、静岡、中部、近畿、
岡山、広島、九州北部、熊本、桜島周辺の 14 地域において観測が行われている。研究者や気象に
興味をもつ人が、過去の降水事象を容易に検索し利用できるように、2010 年 7 月以降の 1 分間毎
の降水強度画像を使用した画像データベースを構築した。降水画像データベースでは、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-32）
。
降水事象検出の支援ツールとして極めて有用であると考えられる。

図-32 ＭＰレーダー画像データベース。カレンダー形式の画面をクリックしていくことで、過去
の任意の時刻におけるＸバンドＭＰレーダーによる降雨分布図を利用できる。
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（c）研究グループｃ「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、東京大学、日本大学、大妻女子大学、日本
気象協会、日本気象予報士会、防災科学技術研究所
協力機関： 都立戸山高校、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雨量を記録する局地的大雨（ゲリラ豪雨）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目的に、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
下の開発を行った。
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した。具体的には、以下の社会実験を実施し
た。
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した。具体的には、区民に施設情報を提
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)更新間隔の
短い（1 分～5 分）MP レーダー降雨情報を重ねて表示し、その利用性について検討を行った。
② 横浜市：河川の親水拠点を対象に、ゲリラ豪雨などによる急増水や急な水位上昇に配慮した警報シ
ステムの運用に、X バンド MP レーダーによる高精度な降雨情報を利用することを検討した。
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 レーダー情報を提供した。また、MP レーダー雨量情報を活用し、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提供
について検討を行った。
④ 南足柄市：防災行政無線を利用したゲリラ豪雨情報提供のため、ゲリラ豪雨情報を提供するための
基準に関する検討を行った。
(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について検討を行った。
① ＪＲ東日本：空間的に稠密な降雨観測情報を獲得できる X バンド MP レーダー降雨観測を活用して、
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った。
② ＪＲ東海：X バンド MP レーダー雨量情報を、新幹線などの運行管理に利用する際の適用性について
検討した。
③ 大林組：建設現場の安全性の向上のため、X バンド MP レーダーによる雨量・風情報の閲覧を通じて、
安全管理への活用に対する適用性を検討した。
(d)生活・教育
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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伝達手段の検討と、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。具体的には以下の社会実験を行
った。
① 都環研：極端気象情報の利用者として学校の生徒を対象に、気象データを利用した防災教育を実施
し、その効果について検討した。
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
情報を住民に伝達する手段の社会実証実験および調査を行った。
③ 気象予報士会
ボリュームスキャンによって積乱雲の高さ方向に推定される水隗量を計算し、上空から地上に落下し
て降雨になる時間差を利用した警報に利活用について検討した。
４）成果
(a)救助活動
【東京消防庁における社会実験】
平成２２年度から、防災科学技術研究所内のサーバに東京消防庁専用の MP レーダー情報閲覧サイト
が開設された。当初、この情報は研究用レーダー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 レーダー情報を併用することにより通年の情報提供を開始した。その後、毎年
度末に東京消防庁による管内の消防署等を対象にしたアンケート調査結果から、要望を反映した機能を
拡張した（図-33）。MP レーダー情報閲覧サイトの具体的な機能としては、任意の点の過去の雨量情報、
強風情報､動画表示、一定以上の降雨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レーダー観測範囲外の広域雨量情報､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 レーダー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、実用的なシステムと
の評価を得た。なお、東京消防庁からの研修生２名が防災科学技術研究所に研修生として滞在し、シス
テムの高度化検討を効率よく実施することができた。

図-33 東京消防庁専用の閲覧システム画面のイメージ
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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、職員が常時レーダー雨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た。平成 24 年度
は、江戸川区が運用している「えどがわマップ」に X バンド MP レーダー画像を重ねて表示する機能を追
加し、地域防災会議メンバーを中心とした限定ユーザに試験的に公開し、アンケート調査により必要な機
能等を把握し、望ましいレーダー雨量情報伝達のあり方について検討を行った。その検討成果から機能
追加等を実施した上で、平成 25 年８月より「えどがわマップ」の試験的一般公開を実施した（図-34）。

図-34 X バンド MP レーダー画像が表示された「えどがわマップ」の画面イメージ
平成 25 年８月から平成 26 年 6 月の間に、「えどがわマップ」に追加した Web アンケート機能によって得
られた結果から、利用者の 85%が役に立ったと回答し、今後も利用すると思うとの回答が 90%あったことか
ら、既存のホームページを利用した情報提供手法が高い評価を得たことを確認することができた。
【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
ている中で、以下のような課題があった。
(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。
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(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。
そこで、藤沢市全域を対象にした X バンド MP レーダーを活用した 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（あめリスク・ナウ）を開発した（図-35）。このシステムの試験運用期間
中の平成 26 年 10 月 6 日に来襲した台風 18 号では、その浸水状況を的確に把握することができた。
一方、詳細な浸水危険度情報を既存の大雨警報、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が課題である。

図-35 浸水危険度予測システム「あめリスク・ナウ」の画面イメージ
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【南足柄市】
南足柄市は各戸への防災無線の普及が進んでおり（図-36）、防災行政無線放送を活用したゲリラ豪
雨情報の提供手法検討が大きなテーマである。社会実験に先立ち、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、職員が時空間的に高精度な X バンド MP レーダー雨量情報を常時閲覧
しながら防災への利用法について検討を行った。平成 24 年度には、市民の防災意識アンケート調査を
実施し、先回の調査(H12.2 月)との比較から、市民の防災意識の変化を調査した。この調査からは南足
柄市民の防災意識の高さと、平成 23 年の東日本大震災の影響から地震に関連する災害に対する不安
を確認することができた。平成 24 年には、多目的警報システムを製作した（図-37）。この警報システム
は、X−MP 雨量情報によりスピーカ、表示盤及び回転灯に警報基準を示すことができる。現在、地上雨
量計を利用して運用している防災行政無線放送を、X-MP レーダー雨量情報を使用した場合に、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市の職員が容易に確認することができる。平成 26
年度には、この警報システムを活用した警報システムの仮運用を開始した。今年度についても、社会実
験を継続して適切な警報基準のあり方を検討する。

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-36 防災行政無線の実績例

図 社会実験に利用した多目的警報システムの概要

図-37 多目的警報システムの概要
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【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-38）を設置し、平成２２年８月１日より運用している。大雨注意
報、大雨・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雨量計による雨量警報を
利用して運用しているが、平成 23 年の実績（表-4）では、警報発報回数が多いなど、運用方法の高度化
が課題となっていることから、X バンド MP レーダー雨量情報を利用した運用の高度化検討を実施した。
過去の警報発令事例について、X バンド MP レーダーを活用した運用との比較により、適切な運用基
準等を検討する必要があるが、現在の運用システムでは１ヶ月程度の警報発令記録しか残らないという課
題があったため、平成 25 年までに以下について検討した。


現行運用システムへの運用記録保存機能の追加改良



評価検証に必要な平成 23 年〜平成 25 年の３カ年の運用再現シミュレーションの実施



実際には警報システム運用が行われていない夜間を対象とした運用結果のシミュレーション実施



室内省スペース型の警報システム装置の製作
平成 25 年度には、社会実験用に室内省スペース型の警報システム装置を製作した（図-39）。この警

報システムは、市の職員のデスク上にも設置できるスピーカ、サイネージ及び小型回転灯から構成されて
おり、X バンド MP レーダー雨量を利用して稼働するため、現行の警報システム運用と X バンド MP レーダ
ー雨量情報を活用した警報発報基準との相違が、日常業務の中でも防災担当者が容易に理解できるも
のとなっている。平成 26 年度は社会実験の準備が整ったので、平成 27 年度に社会実験を継続実施す
る。

図-38 横浜市親水拠点警報システムの概要

表-4 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
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備考
３５日稼働
拠点総数

図-39 社会実験用省スペース型警報システム
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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 を超えない範囲に雨量計 1 基を設置し、約 560 基の鉄道雨量計ネットワ
ーク（プレダス）による降雨モニタリングを実施している。しかし昨今の局地的大雨のような雨域が狭い強
雨の発生頻度が高まり、鉄道雨量計のみでは強雨を捕捉できない可能性が高まってきた。そこで、より空
間的に稠密な降雨観測情報を獲得できる X バンド MP レーダー降雨観測を活用して、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について検討を行った。
１）XtRAIN の開発
XtRAIN とは、国交省が観測している X バンド MP(マルチパラメータ)レーダーネットワークによるレーダ
ー雨量情報を受信して、降雨強度や実効雨量、プレダス地点や鉄道設備を重ね合わせて閲覧できる社
内専用システムで、プレダス雨量計の情報に加えて雨域の移動などの情報を補足的に活用できるシステ
ムを構築した（図-40）。

図-40 XtRAIN の画面イメージ例
２）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
大雨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 レーダー観測
による降雨モニタリング、及び、雨水が流下・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。
局地的大雨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、局所的な大雨がもたらす時
間当たりの雨水だけではなく、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、MP レ
ーダー解析雨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利用した数
値解析手法および解析モデルの整備を行った。
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３）降雨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、鉄道雨量計でのリアルタイム観測情報によって実施して
いる。判断基準となる規制基準値の設定には、鉄道雨量計設置地点毎での過去約 30 年の降雨履歴デ
ータからの降雨発生確率と、その当該鉄道雨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、降雨時運転規制への適用を検討するにあたっては、現行の鉄道雨量計
観測雨量と MP レーダー解析雨量との相関性や、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、鉄道雨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
ー解析雨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。これまで、第一段階の検討を実施した。MP レーダー観測雨量と鉄道雨量計観測雨
量との比較分析では、ＪＲ東日本で採用している実効雨量について検証を行った。３つの降雨事例につ
いての検証結果によれば両者の相関は良好であることが分かった。
【JR 東海】
JR 東海では、JR 東日本と同様に、時空間的
に高分解能な X バンド MP レーダー雨量の利
活用似ついて独自に検討を行った。その結
果、集中豪雨時における早期の警戒態勢構
築に効果があることが認められたことから、東
海道新幹線の保線所（20 箇所）に新幹線の
路線図に X バンド MP レーダー雨量情報を重
ね合わせて表示できるシステムを試験的に導
入した（図-41）。

図-41 プレス発表資料（平成 26 年 6 月）
【大林組】
大林組は、専用端末「X-NET ディスプレイ」により悪天候時に常設部門（技術研究所）でのレーダー情
報の監視を実施し、建設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、幾つかの事例
で X バンド MP レーダー情報（雨量・風速・風向）の有効性が確認できた。
１）2011 年 2 月 17～18 日（発達した低気圧の通過）事例
2011 年 2 月 17 日～18 日に発達した低気圧が通過関東地域を通過したことから、2 月 17 日夜～18 日
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未明にかけ関東地方は大荒れの天気となった(図-42)。その後、18 日早朝に回復に向かい始めたことか
ら 18 日朝，天候回復時の作業開始タイミングの検討へ X バンド MP レーダー雨量情報を活用した。この
時は、天候は回復しつつあったがレーダー雨量情報（特に強風域の移動など）を参照して作業開始を延
期するなどの対処を行い、建設現場の安全管理に情報を活用した。

図-42 「X-NET ディスプレイ」による強い南西風域の背後を東進する強い北西風の観測事例
2）2011 年 9 月 22 日ガストフロント（突風前線）事例
2011 年 9 月 22 日 台風 15 号が通過した翌日の午後，ガストフロント（突風前線）が関東地方を通過した。
この時は、雷注意報は発令されていなかった。X-NET ディスプレイでは、南東に進行する強風帯が埼玉
県南部に確認することができた（図-43）。強風域の移動から 30 分程度で都内の現場に接近する恐れが
あると思われたため、建設現場への注意喚起を行い安全の確保を指示した。強風到達のかなり 30 分程
度前に現場に注意喚起することが可能なタイミングであった。

図-43 「X-NET ディスプレイ」の画像に見られる南東進する強風域
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(ｄ)生活・教育
【都環研】
都環研では、高校生を対象に X-NET ディスプレーと高校の屋上に設置したデジタル百葉箱のデータ
を利用した防災・環境教育について検討を行った。
１）都立武蔵丘高校
高校生に向けた防災・環境教育ツールとして、リアルタイムで X バンド MP レーダー雨量情報を表示で
きる X-NET ディスプレーと、デジタル百葉箱ネットワークの観測データを利用した 4 つのパラメータ (雨量
計の場所、周囲の雨量計の降水量変化、4km 四方の降雨強度分布、20km 四方の降雨強度分布) を
用いた降雨状況提供システムを構築した（図-44,45）。ゲリラ豪雨等局地的極端現象の概要と X－MP レ
ーダー、デジタル百葉箱のしくみ、データの確認方法等のガイダンスを実施した後、生徒 21 名に対してこ
れらのツールを活用した防災教育を実施したところ、降雨情報を適切に認識できるようになった高校生数
が増加したことを確認でき、その有効性について検証することができた。

図-44 図書館に設置された専用端末「X-NET ディスプレー」とデジタル百葉箱ネットワークの
データ表示システム。

図-45 高校生の「いいね！」ボタン回数実績(2014.4.18-)
２）都立戸山高校
都立戸山高校は SSH 高校に指定されていることから、１年生と２年生に自主研究を実施させている。そ
こで、屋上に設置されているデジタル百葉箱ネットワークの観測データと X バンド MP レーダー雨量情報
データを活用した研究を提案し、平成 25 年度から希望する生徒と共同研究を実施した。これまで、平成
25 年度は４名の１年生、平成 26 年度は、１年生４名、２年生４名の計８名と共同研究を実施した。ゲリラ豪
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雨等局地的極端現象の概要と X－MP レーダー、デジタル百葉箱のしくみ、データの確認方法等のガイ
ダンスを実施した後、月１回程度のガイダンスを実施した。共同研究成果は、高校での自主研究成果発
表会のほか、関東近県 SSH 高合同発表会や日本地球惑星科学連合大会高校生ポスターセッション等
(図-46)で発表するなど、防災教育としての効果も確認することができた。

図-46 2014 年日本地球惑星連合大会(JpGU)高校生セッション
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【東洋大学】
東洋大学は、一般市民を対象とした情報伝達手法について、モバイルメディアを活用した情報伝達手法
と、デジタルサイネージを活用した情報伝達の可能性について検討を行った。
１） モバイルメディアによる一般市民への情報伝達
モバイルメディアとして、スマートフォン、携帯、デジタルフォトフレーム、およびデジタルサイネージで情
報の配信実験を行い（図-47）、その効果についてアンケートおよびインタビューにより調査した。その結
果、一般人を対象とした場合は、いつ豪雨がやってくるのかという情報と同じように雨が止むタイミングな
ど、日常生活における利便性を目的とした情報ニーズを確認することができた。また、情報提供を受ける
モバイルメディアとしては、画像表示機能に優れたスマートフォンと、メールのようなプッシュスタイルの情
報提供に対する評価が高かった。メールタイトルで危機感を表現することで、評価が改善（図-48）される
ことも分かった。一方、モバイルメディアの技術革新のスピードが早いことから、今後は LINE（公式アカウ
ント）を使うなどのメディア環境への対応の重要性も示唆された。

図-47 モバイルメディアを利用した配信実験の概要

図-48 メールのタイトルの改善
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２） デジタルサイネージによる一般市民への情報伝達
平成 25 年度に、関東エリアおよび博多に設置されているデジタルサイネージ（ビッグビジョン）の放送枠
を利用した X バンド MP レーダー雨量情報を提供し、ヒアリング調査等によりその効果について検証を行
った（図-49）。以下の問題点があることが分かった。


雨域が広く同程度の降雨だと画面全面が同一色になる



視認性に問題



文字が小さく、文章量が多い



デザインとしてインパクトがない

視認性の向上、デザインの工夫などを実施した後、平成 26 年度に実施した調査では、ほぼ全員が何
を表示しているかが理解されていたほか（図-50）、 表示範囲や文字の大きさ等についても適正との評価
が得られた。降雨がない場合の気象情報の提供に関して課題が残ったが、デジタルサイネージを利用し
た情報伝達の可能性を確認することができた。

図-49 デジタルサイネージによる情報伝達のイメージ

図-50 気象情報と理解した理由
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【日本気象予報士会】
X バンド MP レーダーのボリュームスキャン結果を活用した積算鉛直雲水量（VIL）による警報メールの配
信実験を気象予報士会の有志により実施した。この VIL ナウキャスト警報メールは、ボリュームスキャンに
よって積乱雲の高さ方向に推定される水隗量を計算し、上空から地上に落下して降雨になる時間差を利
用するものである。その原理が難しいと思われたので、気象知識の豊富な気象予報士を対象に警報メー
ルを配信しその有効性を確認した。
平成 25 年度に、関東地域内の気象予報士の有志 65 名（図-51）を対象に、登録地点を含む 3 格子×3
格子（１格子は 250m メッシュ）内に登録基準以上の降水が VIL ナウキャストで予想される時に警告メール
を配信した。

図-51 社会実験に参加した気象予報士の年齢と職業
平成 25 年 8 月に実施したアンケート調査から、表-5 に示した評価を得られた。課題は残るが、VIL
ナウキャスト警報メールの利用可能性を確認することができた。
表-5 アンケート調査結果（平成 25 年 8 月）
評価できる


第１報として有効（30 分～1 時間前の報知が多い）



1 時間先まで 10 分毎雨量から雨のピークが分かる



速報性、狭域性、見逃しがない

課題


予測雨量が不安定



空振りに終わることが多い

今後の改善要望


予測精度の向上



ユーザー自身が基準雨量、地点変更、報知機能の ON/OFF を設定できる機能



画像情報
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３．社会実証の妥当性と社会システムとの具体性
（１）社会システム改革の実現性
本課題が目指した社会システム改革は、「高分解能・高精度の気象情報を社会に流通させ、気候変動
に伴って増加が懸念される極端気象に強い社会を実現する」ことである。その実現において、以下の３点
が技術的隘路となっていた。①ゲリラ豪雨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
困難であること、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こと、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
整っていないこと。
本課題では、これらの各隘路に対して理学・工学・社会科学の研究者チームにより解決する体制を整
えた。①については、参画研究機関の最先端の研究用レーダーと既存の観測機器による稠密観測を実
施し、極端気象のメカニズム解明研究を実施した。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」を開発した。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た。
その結果、稠密な気象情報を、本課題に協力した地方自治体や民間企業等が実際に利活用する体
制を確立することができた。具体的には、東京消防庁では水防活動の初動態勢に X バンド MP レーダー
雨量情報を利用するようになり、江戸川区では区が運営する Web 地図「えどがわマップ」に X バンド MP
レーダーの雨量情報を表示し、区職員や区民が高解像度の雨量を日常的に閲覧できるようになった。さ
らに大林組では、気象担当者が X バンド MP レーダー情報を参考に建設現場に適切な指示を出した。
まだ実用化には至っていないが、横浜市、藤沢市、南足柄市では稠密気象情報の防災への利用に向
けて、課題終了後も継続的な検討を行っている。また JR 東日本および JR 東海では列車の運行規制への
X バンド MP レーダー情報の利用可能性を引き続き検討している。
平成 27 年現在、国土交通省は日本全国の 14 地域に X バンド MP レーダーネットワークを展開してお
り、そのデータは河川情報センターを通じて一般に配信されるようになった。本課題の成果は、これから X
バンド MP レーダー情報を利用しようとする全国の機関に対して、先駆的な利用システムを提供するもの
で、本課題が目指した社会システム改革が全国に普及していくことが期待できる。
加えて、首都圏に展開した稠密気象観測網によって、極端気象の予測精度が高まることも本課題で実
証された。その成果は、将来の極端気象予測に対して明るい見通しを示す。
（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
司が谷における豪雨に伴う下水道災害（５名死亡）であり、平成２２年７月５日の東京２３区北部豪雨（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、先端型気象レーダーの活用について検討を進めてきたところであるが、本課題では、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した。
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
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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
象レーダー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した。
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、局所的な豪雨による浸水被害が
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
に取り組んだ。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
人に伝達するシステムを開発した。
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実証実験を行った。
南足柄市
南足柄市は、神奈川県の西端に位置し金時山（1213ｍ）等を含む丘陵地となっている。豪雨による水害
のほか、土砂災害にも配慮が必要な中山間地である。防災行政無線の戸別受信機の設置率が高いこと
から、これらを利用を見越し、雨量が一定値を超えると自動的に情報を配信するシステムの検討を行っ
た。
（３）制度的隘路
本課題の成果が社会実装されるためには、国土交通省が運用する X バンド MP レーダーネットワーク
のデータが、継続的かつリアルタイムで公的機関や民間企業に伝達されることが必要とされた。特に一般
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ており、これらのニーズに応えるために
は民間企業の力も必要であり、民間企業も含めたデータ流通が喫緊の課題であった。この懸案事項は、
平成 26 年 1 月より河川情報センターから国土交通省 X バンド MP レーダーのデータ配信が開始されたこ
とで解決された。なお本課題で開発された監視・予測システムの一部はすでに民間企業に技術移転され
ており、社会において継続的に活用されていくことが可能である。
本プロジェクトで流通を図った稠密な気象情報を、エンドユーザがより有効に利用するためには、情報
の意味を正しく理解するとともに、それを活用するための知識が必要となる。例えば X バンド MP レーダー
の情報は「雨の激しさ」を意味する情報あり、「雨量」を示す情報でもなければ「災害」を示す情報でもない。
したがって X バンド MP レーダーの情報の利用者は、「雨の激しさ」の情報から、今後の雨量の変化や災
害発生可能性を推測するだけの知識が必要となる。そのような知識の普及や啓発活動は、情報提供者で
ある国や国立研究開発法人が進めていくべきであろう。またハザードマップの整備や、それを活用した災
害シナリオの作成、および災害対応トレーニングもまた、極端気象に強い都市創りをする上で重要な取り
組みとなる。特に気候変動に伴って雨の降り方が変化していくことが想定されるため、信頼できる気候デ
ータの提供や、それに基づく災害リスク評価が必要である。これに個別の自治体が取り組むことは困難で
あり、やはり国が信頼できる情報を提供すべきである。本プロジェクトで整備した台風災害データベース
や土砂災害データベースは、過去の災害をアーカイブしたものであるが、災害リスク評価の検証に活用さ
れていくことが期待される。

52

４．実施体制等の有効性
（１） 実施体制
（a）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）

（b）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（H22～H24）

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

赤枝健治（H22）

気象庁観測部

観測課長

島村 誠

東京大学大学院工学系研究科

教授

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

金尾健司（H25）
塚原 浩一（H26）

佐々木喜一（H23～H24）
大島 広美（H25～）
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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

吉崎 正憲

立正大学地球環境科学部

教授

真木 雅之

鹿児島大学地域防災教育研究センター

教授

中谷 剛

防災科学技術研究所

総括主任研究員

石原正仁（H22）

気象庁気象研究所

部長

小林隆久（H23）

部長

山田芳則（H24）

室長

小司禎教（H25～H26）

室長

三隅 良平

防災科学技術研究所

総括主任研究員

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
(ⅰ) 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
第三回（平成 24 年 12 月 3 日）
議題： １．理事長挨拶・委員の紹介
２．今年度のプロジェクト成果報告
３．課題１の研究経過報告と来年度の予定
「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の研究経過報告と来年度の予定
「極端気象の監視・予測システムの開発」について
５．課題３の研究経過報告と来年度の予定
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「極端気象に強い都市創り社会実験」について
第四回（平成 25 年 3 月 28 日）
議題： １．理事長挨拶
２．課題１の研究経過報告「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
３．課題２の研究経過報告「極端気象の監視・予測システムの開発」
４．課題３の研究経過報告「極端気象に強い都市創り社会実験」
第五回（平成 25 年 11 月 23 日）
議題： １．理事長挨拶
２．WMO/WWRP における研究開発プロジェクト認証について
３．課題１の研究経過報告「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の研究経過報告「極端気象の監視・予測システムの開発」
５．課題３の研究経過報告「極端気象に強い都市創り社会実験」
第六回（平成 26 年 3 月 24 日）
議題： １．理事長挨拶
２．第 1 回 TOMACS 国際ワークショップについて（報告）
３．課題１の研究経過報告「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の研究経過報告「極端気象の監視・予測システムの開発」
５．課題３の研究経過報告「極端気象に強い都市創り社会実験」
第七回（平成 26 年 12 月 24 日）
議題： １．理事長挨拶
２．公開シンポジウム「最先端レーダー情報を社会に活かす」および
「第 2 回 TOMACS 国際ワークショップ」の報告
３．課題１の研究報告「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の研究報告「極端気象の監視・予測システムの開発」
５．課題３の研究報告「極端気象に強い都市創り社会実験」
第八回 最終報告会/第 14 回連絡協議会合同会議：（平成 27 年 3 月 27 日）
議題： １．開会のあいさつ
２．課題１「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」
３．課題２「極端気象の監視・予測システムの開発」
４．課題３「極端気象に強い都市創り社会実験」
５．成果のまとめと今後の課題
６．総合討論
(ⅱ) 研究成果報告会
1)レーダー研究会（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
第二回（平成 25 年 3 月 15 日） 於：東京都環境科学研究所
第三回（平成 26 年 3 月 14 日） 於：成蹊大学
3)国際シンポジウム｢都市と極端気象｣（平成 24 年 10 月 23 日～24 日）於：コクヨホール
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4)東京国際消防防災展出展（平成 25 年 10 月 2 日～5 日）於：東京ビックサイト
5）公開シンポジウム｢最先端レーダー情報を社会に活かす｣（平成 26 年 9 月 28 日）於：一橋講堂
6) International Workshop on Tokyo Metropolitan Area Convection Study for Extreme Weather
Resilient Cities(TOMACS/RDP)
キックオフ（平成 24 年 10 月 25 日）於:品川インターシティ会議室
第 1 回（平成 25 年 12 月 4 日～5 日）於：気象庁気象研究所
第 2 回（平成 26 年 11 月 26 日～27 日）於：東京ビックサイト
(ⅲ) 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）於：東洋大学
第二回（平成２２年１２月１６日）於：日本気象協会
第三回（平成２３年６月７日）於：日本気象協会
第四回（平成２３年１２月１日）於：日本気象協会
第五回（平成２４年３月２１日）於：日本気象協会
第六回（平成 24 年 7 月 5 日）於：日本気象協会
第七回（平成 24 年 12 月 14 日）於：日本気象協会
第八回（平成 25 年 3 月 14 日）於：日本気象協会
第九回（平成 25 年 6 月 20 日）於：東京管区気象台会議室（気象庁 8F）
第十回（平成 25 年 10 月 22 日）於：日本気象協会
第十一回（平成 26 年 3 月 20 日）於：日本気象協会
第十二回（平成 26 年 7 月 7 日）於：日本気象協会
第十三回（平成 26 年 12 月 24 日）於：日本気象協会
第十四回（第八回運営委員会と合同）
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 12 日）於：東洋大学
第二回（平成２３年２月２１日）於：気象庁
第三回（平成２３年５月１９日）於：国立オリンピック記念青少年総合センター
第四回（平成２３年１１月１６日）於：名古屋大学（気象学会会場）
第五回（平成２４年５月２６日）於：つくば国際会議場
第六回（平成 24 年１０月３日）於：札幌大学（気象学会会場）
第七回（平成 25 年 5 月 15 日）於：国立オリンピック記念青少年総合センター
第八回（平成 25 年 11 月 19 日）於：仙台国際センター
第九回（平成 26 年 10 月 21 日）於：福岡国際会議場
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）於：東洋大学
第二回（平成２２年１２月２１日）於：東京都環境科学研究所
第三回（平成２３年５月２７日）於：東京都環境科学研究所
第四回（平成２３年１０月３１日）於：東京都環境科学研究所
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第五回（平成２４年３月１日）於：東京都環境科学研究所
第六回（平成２４年６月２１日）於：東京都環境科学研究所
第七回（平成 24 年 11 月 7 日）於：東京都環境科学研究所
第八回（平成 25 年 3 月 1 日）於：日本気象協会
第九回（平成 25 年 6 月 13 日）於：東京都環境科学研究所
第十回（平成 25 年 10 月 17 日）於：東京都環境科学研究所
第十一回（平成 26 年 3 月 6 日）於：日本気象協会
第十二回（平成 26 年 6 月 25 日）於：東京都環境科学研究所
第十三回（平成 26 年 12 月 9 日）於：東京都環境科学研究所
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）於：東洋大学
第二回（平成 22 年 12 月 16 日）於：日本気象協会
第三回（平成 23 年 6 月 7 日）於：日本気象協会
第四回（平成 23 年 12 月 1 日）於：日本気象協会
第五回（平成 24 年 3 月 21 日）於：日本気象協会
第六回（平成 24 年 7 月 19 日）於：東洋大学
第七回（平成 25 年 2 月 1 日）於：東京都環境科学研究所
第八回（平成 25 年 7 月 18 日）於：東京都環境科学研究所
第九回（平成 25 年 10 月 22 日）於：日本気象協会
第十回（平成 26 年 3 月 20 日）於：日本気象協会
第十一回（平成 26 年 7 月 7 日）於：日本気象協会
第十二回（平成 27 年 1 月 29 日）於：東京都環境科学研究所
（c）所要経費の使途
人件費内訳：
事業担当職員（延べ 55 名・総額 84 百万円・日本気象協会、防災科学技術研究所、東洋大学）
→職務内容：雨滴粒径分布計(ディスドロメータ)の観測・解析・検証作業、ナウキャスト伝達シス
テムの開発、アンサンブルナウキャスト研究、デジタルサイネージ社会実験
補助者（延べ 42 名・総額 23.7 百万円・防災科学技術研究所、東洋大学、北海道大学低温科学
研究所）
→職務内容：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、デジタルサイネージ社会実験、レーダー観測と解析補助
主な設備備品：
 Ku バンドレーダー （48 百万円／H22.9 月／気象研究所）
 光学式降水観測装置（5.5 百万／平成 24 年 6 月／気象研究所）
 多目的警報システム装置（6.9 百万円／平成 26 年 3 月／防災科学技術研究所）
（２）普及・広報
（a）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
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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。
1.

2014 年 12 月 30 日 日刊工業新聞、「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」について

2.

2014 年 12 月 29 日 テレビ朝日｢池上彰解説塾｣出演｢自然災害について｣

3.

2014 年 12 月 26 日 テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」に出演、「今年の豪雨災害について」

4.

2014 年 10 月 23 日 朝日新聞、「東京に顕著な降雹をもたらした雷雨の解析について」

5.

2014 年 9 月 2 日 フジテレビ「カスぺ」に出演、「雹につて」

6.

2014 年 8 月 18 日 東京新聞、「ゲリラ豪雨について」

7.

2014 年 8 月 4 日 東京新聞/朝刊、「Ｘバンドレーダーを用いた竜巻の予測について」

8.

2014 年 7 月 15 日 テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」に出演、「雹の被害について」

9.

2014 年 7 月 12 日 ＴＢＳ「報道特集」に出演、「降雹およびゲリラ豪雨について」

10. 2014 年 7 月 12 日 ＮＨＫテレビ｢週間深読み｣出演｢大雨・突然の豪雨あなたはどう身を守る？備え
る？｣
11. 2014 年 7 月 7 日 週刊ポスト、「近年の豪雨の頻発と注意すべき点について」
12. 2014 年 7 月 7 日～11 日 ラジオＮｉｋｋｅｉ「ＲＮ２ＳＴＯＲＹ」にて放送、「気象災害について」
13. 2014 年 6 月 30 日 日本テレビ「news every」出演、「豪雨直前予測」
14. 2014 年 6 月 30 日 ＡＥＲＡ「気象災害への備えについて」
15. 2014 年 5 月 28 日 ＮＨＫ「おはよう日本」に出演、「豪雨直前予測実験について」
16. 2014 年 5 月 23 日 日本経済新聞：｢江戸城外濠について｣
17. 2014 年 5 月 6 日 茨城新聞、「竜巻研究の現状について」
18. 2013 年 10 月 30 日 TBS テレビ「みのもんたの朝ズバッ！」出演「シルトフェンス」について
19. 2013 年 10 月 16 日 朝日新聞、「平成 25 年 9 月に埼玉県で発生した竜巻について」
20. 2013 年 9 月 5 日 ＴＢＳ「Ｎスタ」出演、「越谷市の竜巻について」
21. 2013 年 9 月 5 日 テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」出演、「竜巻の発生しやすい月と時間帯につい
て」
22. 2013 年 9 月 5 日 読売新聞、「竜巻から身を守る方法について」
23. 2013 年 9 月 3 日 ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」出演、越谷市の竜巻被害について
24. 2013 年 9 月 3 日 ＮＨＫ「情報まるごと」出演、越谷市の竜巻について
25. 2013 年 9 月 3 日 テレビ朝日「モーニングバード」出演、越谷市の竜巻の被害について
26. 2013 年 9 月 3 日 フジテレビ「ニュースジャパン」出演、越谷市の竜巻について
27. 2013 年 9 月 3 日 テレビ朝日「報道ステーション」出演、越谷市の竜巻について
28. 2013 年 9 月 2 日 東洋大学プレスリリース「デジタルサイネージでＸＲＡＩＮ防災啓発情報の情報提供
を開始～北千住・柏・大宮・池袋・博多の大型ビジョンに情報を提供」
→朝日新聞デジタル、産経ニュース、財経新聞、徳島新聞、Ｙａｈｏｏ Ｊａｐａｎニュース、時事ドッ
トコム、ｌｉｖｅdoor ニュース、キーマンズネット、＠ｐｒｅｓｓ、アメーバニュース にて掲載
29. 2013 年 8 月 4 日 東京新聞「新レーダーで予測向上」
30. 2013 年 7 月 30 日 日経新聞「ゲリラ豪雨の浸水域予測：藤沢市」
31. 2013 年 7 月 29 日 江戸川区プレスリリース「えどがわマップによる降雨情報提供の社会実験開始」
→7 月 30 日：毎日新聞、7 月 31 日：産経新聞、ジャパンタイムズ掲載
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32. 2013 年 6 月 10 日 テレビ朝日「モーニングバード」出演、茨城県の小学校で発生した塵旋風につい
て
33. 2013 年 5 月 21 日 読売新聞、「竜巻について」
34. 2012 年 8 月 深セン衛視出演、「日本の都市水害について」
35. 2012 年 6 月 12 日 読売新聞/夕刊、「極端気象プロジェクトについて」
36. 2012 年 6 月 11-12 日 日本産業新聞「フロンティア・知恵を絞る－気候変動に伴う極端気象に強い
都市創りについて」
37. 2012 年 5 月 28 日 読売新聞、「虫を追跡し積乱雲予測」
38. 2012 年 5 月 14 日 日本ジャーナル出版「週間実話」、竜巻が都内で被害をもたらす可能性につい
て
39. 2012 年 5 月 13 日 フジテレビ「報道 2001」出演、「X-NET について」
40. 2012 年 5 月 8 日 テレビ朝日「報道ステーション」出演、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻につい
て」
41. 2012 年 5 月 8 日 NHK「首都圏ニュース 845」出演、「竜巻をもたらした親雲の特徴について」
42. 2012 年 5 月 8 日 読売新聞、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
43. 2012 年 5 月 8 日 産経新聞、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
44. 2012 年 5 月 8 日 NHK「首都圏ネットワーク」出演、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
45. 2012 年 5 月 8 日 日本テレビ「スッキリ！！」出演、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
46. 2012 年 5 月 8 日 テレビ朝日「モーニングバード」出演、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻につ
いて」
47. 2012 年 5 月 7 日 フジテレビ「知りたがり」出演、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
48. 2012 年 5 月 7 日 東京新聞、「5 月 6 日につくば市で発生した竜巻について」
49. 2012 年 1 月 19 日 BS ジャパン「地球★アステク」出演、「‘ゲリラ豪雨’等豪雨災害研究について」
50. 2012 年日経広告研究所報「災害とデジタルサイネージ－：東洋大」
51. 2011 年：ＥＡＳＴ ＴＩＭＥＳ 秋号｢集中豪雨による河川の氾濫や洪水・高潮などの水害の被害を減ら
す方法｣
52. 2011 年 9 月 2 日 テレビ朝日「ワイド！スクランブル」出演、「都市の水害の特徴について」
53. 2011 年 8 月 31 日 日本テレビ「news every」出演、「都市型水害の特徴について」
54. 2011 年 8 月 14 日 日本経済新聞、総合版「ゲリラ豪雨解明・予測へ」
55. 2011 年 7 月 28 日 東京新聞、MP レーダーと 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「ゲリラ豪雨」の研究内容
56. 2011 年 1 月 4 日 神奈川新聞「ゲリラ豪雨予測へ」
57. 2011 年 1 月 3 日 共同通信ニュース記事 「防災科研、ゲリラ豪雨を予測せよ 高密度観測網構築
へ」
58. 2010 年 8 月 21 日 日本テレビ「所さんの目がテン！」出演、「異常気象の科学－子供向けに行って
いる竜巻の実験撮影。竜巻の発生するメカニズムについて」
59. 2010 年 8 月 14 日 日本経済新聞総合版、「ゲリラ豪雨解明・予測へ－振興調整費：気候変動に伴う
極端気象に強い都市創りの目的・研究内容・予定について」
60. 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）
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61. 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
63. 2010 年 7 月 27 日 ＮＨＫ「ニュースワイド茨城」、「首都圏ネットワーク」出演、「7 月 26 日午後 5 時頃
霞ヶ浦で発生した竜巻について」
（b）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

３4 件

２４件

２９８件

３５３件

国

外

８件

１０件

６７件

８５件

合

計

３９件

３４件

３６５件

４３８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：該当なし
３）受賞等： ９件
① 真木雅之・岩波越・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ーによる降
雨量推定手法の開発」, 2011.10.13
② 廣井 慧、妙中 雄三、松井 加奈絵、横山 仁、砂原 秀樹：ポスタープレゼンテーション賞「河川水
位観測に基づく河川リスク情報の生成と提供」、インターネットコンファレンス2012、 2012年11月
③ 廣井 慧、妙中 雄三、松井 加奈絵、横山 仁、砂原 秀樹：ポスター発表金賞「河川水位観測に基
づく河川リスク情報の生成と提供」、2012年冬のWIDE研究会、2012年12月
④ 真木雅之・岩波越・前坂剛・三隅良平：科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）
「Ｘバンドマルチパラメータレーダーによる降雨量推定法の開発」，2013.4.8
⑤ 小司禎教：気象集誌論文賞「日本の稠密ＧＰＳ観測網を利用した水蒸気非一様性抽出、及び対流
性降水予測の可能性」，2013.11.21
⑥ 牛尾知雄・水谷文彦・佐藤晋介：科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞「気象用フェーズト
アレイレーダーの開発」，2014，４，７
⑦ 関谷直也・安本真也・上田彰・後藤あずみ：
「デジタルサイネージにおける降雨情報ならびに
防災啓発情報伝達のための効果的なデザインの検討」（地域安全学会『2014年地域安全学会
梗概集』No.35 pp.61-64）「地域安全学会優秀発表賞」,2014.11.8
⑧ 小司禎教：日本気象学会賞「GNSS地上観測網による水蒸気量推定と気象学への応用に関する研
究」2015,4,8
⑨ 斉藤和雄：気象学会岸保賞「気象庁非静力学モデルの現業化とメソスケー予測高度を 通した社会
貢献 通した社会貢献」2015,4,8
４）原著論文（査読付）
【国内誌】（国内英文誌を含む）
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1. Adachi, A., T. Kobayashi and H. Yamauchi: 「Estimation of raindrop size distribution and rainfall rate
from polarimetric radar measurements at attenuating frequency based on the self-consistency principle」,
J. Meteor. Soc. Japan, in printing (2015).
2. Fujibe, F.: 「 Relationship between interannual variations of extreme hourly precipitation and
air/sea-surface temperature in Japan」,SOLA, 11,5-9.（2015）
3. *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 Zoshigaya, Japan, on August
5, 2008」, Journal of the Meteorological Society of Japan, 90,701-719, (2012)
4. *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)
5. *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)
6. *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)
7. Kobayashi, F., and M. Yamaji:「Cloud-to-Ground Lightning Features of Tornadic Storms Occurred in
Kanto, Japan, on May 6, 2012」, Journal of Disaster Research, 8, 1071-1077(2013)
8. *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)
9. Ishihara, M: 「 Radar Echo Population of Air-mass Thunderstorms and Nowcasting of
Thunderstorm-induced Local Heavy Rainfalls. Part 1: Statistical characteristics」,Journal Disaster
Research, 8, 56-68.（2013）
10. Ishihara, M: 「 Radar Echo Population of Air-mass Thunderstorms and Nowcasting of
Thunderstorm-induced Local Heavy Rainfalls. Part II: A Feasibility Study on Nowcasting」, Journal
Disaster Research, 8, 69-80.（2013）
11. *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)
12. Saito, S., K. Kusunoki, and H. Y. Inoue：「A case study of merging of two misocyclones in the TOMACS
field campaign area of Tokyo on 26 August 2011」, SOLA, 9, 153-156, doi:10.2151/sola.2013-034.
（2013）
13. Sasaki,S.,

H.YONEDA,T.YAMADA,T.J.YAMADA ： AN

APPLICATION

OF

HYDROLOGIC

METHODOLOGY TO THE INTERNAL DOSE CALCULATION: THE INTAKE OF RADIOACTIVITY
ON AGRICULTURAL PRODUCTS DERIVED FROM FALLOUT，Journal of Japan Society of Civil
Engineers，Ser.B1(Hydraulic Engineering)，Vol.59,No.4,I_49-I_54,2015.
14. Shoji Y.: 「Retrieval of Water Vapor Inhomogeneity using the Japanese Nationwide GPS Array and its
Potential for Prediction of Convective Precipitation」,J. Meteor. Soc. Japan, 91, 43-62（2013）.
15. Shoji Y., H. Yamauchi, W. Mashiko, and E. Sato: 「Estimation of Local-scale Precipitable Water Vapor
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Distribution Around Each GNSS Station Using Slant Path Delay 」 , SOLA, 10, 29-33,
doi:10.2151/sola.2014-007（2014）
16. Shoji, Y., W. Mashiko, H. Yamauchi and E. Sato: 「Estimation of Local-Scale Precipitable Water
Vapor Distribution Around Each GNSS Station Using Slant Path Delay: Evaluation of a Severe Tornado
Case Using High-Resolution NHM」，SOLA, 11, 31-35.（2015）
17. Yamada Y.: 「 Characteristics of Wind Fields Derived from the Multiple-Doppler Synthesis and
Continuity Adjustment Technique (MUSCAT)」，J. Meteor. Soc. Japan,91,559-583.（2013）
18. *石原正仁：「2008 年雑司が谷大雨当日における積乱雲群の振舞いと局地的大雨の直前予測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)
19. *石原正仁：「2008 年雑司が谷大雨当日における積乱雲群の振舞いと局地的大雨の直前予測Ⅱ：
積乱雲に伴う局地的大雨の直前予測の試み」、天気、59,563-577,(2012)
20. 齊藤洋一，小林文明，桂啓仁，高村民雄，鷹野敏明，操野年之：
「衛星（MTSAT-1R）ラピッド
スキャンデータでみた孤立積乱雲の一生」
，天気，60，247-260(2013)
21. *佐野哲也，大石哲，中村高志，砂田憲吾:「X-バンド MP レーダー観測による盆地を囲む山岳斜面で
の降雨分布と降雨増幅機構の解析」, 水工学論文集土木学会論文集 B1(水工学) , 68, I_355-I_360,
(2012)
22. 菅原広史，相曽豪夫，小田僚子，清野直子：「都市と郊外における日中の大気か熱量の比較」，ヒートア
イランド学会誌，印刷中（2015）
23. *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)．
24. 清野直子，中野辰美，能登美之，大野恭治：「ゾンデ飛翔予測プログラムの精度検証と TOMACS 観測
への適用」，気象研究所研究報告，65，1-14．（2014）
25. 関谷直也・安本真也・上田彰・後藤あずみ，2014，「デジタルサイネージを活用した X バンド MP レーダ
ー降雨情報の伝達手法の開発とその課題」，自然災害科学(33)特別号，pp.27-42.2014.11.8
26. Nishiwaki, N., R.Misumi, S.Shimizu, T.Maesaka, K.Iwanami, N.Sakurai, M.Maki, S.Suzuki, A.Kato and
A.Yamaji: 「Behavior and Structure of Convective Clouds Developing around a Mountainous Area
Observed by Stereo Photogrammetry and Ka-Band and X-Band Radars: Case Study of Northern Kanto,
Japan」 Journal of the Meteorological Society of Japan, 91, 609-626. (2013)
27. Seko, H., M. Kunii, S. Yokota, T. Tsuyuki, and T. Miyoshi, 2015, Ensemble Forecast Experiments of
Tornado Occurring on 6th May 2012 using a nested LETKF system, Progress in Earth and Planetary
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28. Shusse, Y., M. Maki, S. Shimizu, K. Iwanami, T. Maesaka, S. Suzuki, N. Sakurai, R. Misumi:
「Relationship Between Precipitation Core Behavior in Cumulonimbus Clouds and Surface Rainfall
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29. *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：「短時間強雨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」、3(1), 10-20.（2013）
30. 藤部文昭：「日本における降水量の極値パラメータの広域分布特性」，天気，61，81-90．（2014）
31. 八木綾子，瀧本浩史，藤原忠誠，稲垣厚至，藤吉康志、神田学：「ドップラーライダー視線方向速度の
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パターン追跡による 2 次元風速場の推定」，水工学論文集，56，1783-1789．（2012）
32. 八木綾子，稲垣厚至，神田学，藤原忠誠，藤吉康志：「相似則に基づいた大気境界層における水平乱
流場の分類」，土木学会論文集 B1(水工学)，70 巻，4 号，I325-330．（2014）
33. 吉見和紘・山田正・山田朋人：確率微分方程式の導入による降雨流出過程における降雨の不確実性
の評価，土木学会論文集 B1(水工学),第 59 巻, No.4, I_259-I_264,2015，東京，2015 年 3 月 10 日−12
日
34. Yoshida, S., R.Misumi, S.Shimizu, T.Maesaka, K.Iwanami and M.Maki: 「Validation of Short-Term
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【国外誌】
1. Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi, and S. Onogi,: Detection of convective cells with a potential to
produce local heavy rainfalls by a C-band polarimetric radar, Detection of convective cells with a
potential to produce local heavy rainfalls by a C-band polarimetric radar. Proc. of SPIE, Remote Sensing
of Clouds and the Atmos. XVI, 8177 (doi: 10.1117/12.897807), 2011.
2. Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi, and S. Onogi,: Detection of potentially hazardous convective
cells with a dual-polarized C-band radar. Proc. of the 9th International Symposium on Tropospheric
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3. Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi, and S. Onogi,: Detection of potentially hazardous convective
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4. *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)
5. *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)
6. *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)
7. *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)
8. *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., 14, 744–764, (2013)
５）その他の主な情報発信（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/
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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/

4.

講演会：三隅良平：「気象災害の予測と適応策～MP レーダーネットワーク 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 レーダーによる豪雨の監視・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雨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, レーダー研究会(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、気象センサー, 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雨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、気象センサー, 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. 短時間強雨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）
発表予定
16. 講演会：真木雅之：「積乱雲 その美しさ・面白さ・危険性」、山の自然科学フォーラム 2012.10.20
17. 講演会：真木雅之：「ゲリラ豪雨・激しい突風・雷から身を守るために」、南足柄市､2012.11.22
18. 講演会：真木雅之：「最新の気象予報と CATV に期待すること」､ケーブルテレビ協会､2012.11.28
19. 講演会：真木雅之：「積乱雲が引き起こす極端気象とその監視・予測技術の現状」､電子情報技術産
業協会､2012.12.17
20. 講演会：山田正「地球温暖化による気候変動のもとでの日本及びアジア諸国における治水安全度の
実態と適応策」インターリスク総研講演会 2013 年 11 月 12 日
21. 講演：山田正：全国建設研修センター研修会館にて基調講演「ゲリラ豪雨対策など総合的な雨水排
水対策の現状と今後の方針」2013.05.14
22. 講演会：山田正：｢外濠シンポジウム｣2014.5.30
23. 講演会：山田正：「第一回流域圏学会」2014.08.24
24. 土木学会CommonMP討論会：山田正2014.09.12
25. 招待講演：山田正：「Na-Ri IWW」2014.10.20
26. 講演会：山田正：「中国水利学会」2014.10.28
27. 講演会：山田正：「土木の日記念講演」2014.11.18
28. 講演会：山田正：「水循環都市東京シンポジウム」2014.12.03
29. 講演会：山田正：「第二回流域圏学会」2014.12.06
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30. 講演会：山田正：「E-asia 講演会」2014.12.12

31. 特別講演：山田正：「東北大学, 世界の災害と水の安全保障」2015.01.05
32. 講演会：山田正：「カリフォルニア極端気象に関する国際シンポジウム」2015.02.07
33. 講演会：山田正：「第七回世界水フォーラム」2015.04.14
34. シンポジウム：山田正：「XバンドMPレーダーによる防災・減災技術の発展への期待」Xrainシンポジウ
ム科学技術館2013.7.3.
35. シンポジウム：山田正：「水道の水が飲める国であるために」国交省水の週間シンポジウム2013年7月
30日
36. シンポジウム：山田正：「RECENT DEVELOPMENTS OF RUNOFF ANALYSIS AND DISASTER
REDUCTIONAGAINST GUERRILLA RAINFALL AND LINE SHAPED RAIN 」
BANDSJFES-JSCE-AIJ-WFEO合同国際シンポジウム2013年9月5日
37. シンポジウム：山田正：極端気象国際シンポジウム「都市と国際気象」タイトル「今日の水文学」
2012.10.30
38. シンポジウム：山田正：「ベトナムシンポジウム」2012.11.26
39. シンポジウム：山田正：「国際水環境シンポジウム」2013.03.21
５．中間評価の反映
①「今後、実証試験を通して得られた利用者のニーズを活かし、システムの開発を行うことを期待する」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雨・強風情報システムを実際に活用し、
その後職員を対象としたアンケート調査を実施した。その結果、本システムは水防態勢の初動
において有効であることが明らかとなったため、雨量が基準値を超えた場合にはアラートを鳴
らすなど、システムの改善を図った。
 ナウキャスト文字情報に関して、一般のユーザーに対するアンケート調査を実施し、その結果
から、メールで通知する文の表現をより感覚的で分かりやすいものに変更した。
 当初、専用端末型の「極端気象早期検知・予測システム」の開発を目指したが、地方自治体職
員より、多忙な業務の中で日常的に専用端末を監視するのが困難であるとの意見を得たため、
地方自治体が業務で運用している Web 地図に、
レーダー情報を付加するシステムに変更した。
②「今後、情報を受け取る側の多様なニーズに対応できるようにシステム開発の幅を拡げること
を期待する」について


中間評価以降の新たな開発として、デジタルサイネージ（街頭の大型スクリーン）に、X バ
ンド MP レーダーで観測された降雨の様子や防災啓発情報を放映するシステムを開発した。
実際に北千住駅、柏駅、大宮駅、池袋駅、博多駅で放映し、技術的課題や認知的観点からの
課題を明らかにした。



工事現場や河川の親水施設において危険を警告するための装置として、平成 25 年度に「多目
的警報システム」を開発した。このシステムは X バンド MP レーダーの雨量が一定値を超え
た時に、回転灯およびスピーカーで警戒情報を伝達するもので、無線を利用しているためど
こにでも設置できる利点がある。
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③「今後、市民の住居選択、地区危険度の察知、さらに自治体や運輸業者、教育機関などに広く
役立つような情報発信・収集システムとして完成度を高め、全国的に整備されることを期待する」
について


平成 25 年 11 月より、河川情報センターから X バンド MP レーダーのリアルタイムデータが
配信されることになり、本課題で開発されたシステムを他地域にも整備するための条件が整
った。江戸川区で実証実験を行った Web 地図の情報に X バンド MP レーダー画像を重ねる
システムについて、民間企業に技術移転を行い、プロジェクト終了後も継続的に利活用でき
るようにした。
また継続的な研究が必要な課題については、平成 26 年度より開始された「戦略的イノベー
ション創造プログラム（SIP）
」の中で引き続き検討することとなった。
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Ⅵ．実施期間終了後における継続性・発展性
１．実施期間終了後における継続・発展
防災科学技術研究所と気象庁気象研究所が中心となって、世界気象機関（WMO）の世界天気研究計
画（WWRP）の研究開発プロジェクト（RDP）への提案を行い、本研究プロジェクトは国際的にも最先端の
研究プロジェクトであるとの認知を得て、2013 年 7 月 18-19 日に開催された WWRP 科学運営委員会（ジ
ュネーブ）で世界天気研究計画（WWRP）の研究開発プロジェクト（TOMACS/RDP；2013 年 7 月〜2016
年 6 月）として承認された。
世界天気研究計画（WWRP）とは、1995 年に世界気象機関大気科学委員会(WMO/CAS) のもとに設
立されたプログラムで、気象予測の精度や利用に関する研究を通じて集中豪雨や局地的大雨、竜巻等
の顕著気象に対する社会の適応能力を高めることを目的としている。近年では、2008 年の北京オリンピッ
クに合わせて各国気象機関が短期予報の国際比較実験を行った、WWRP 北京 2008 予報実証実験／研
究開発プロジェクトがある。
2013 年 12 月 4 日〜5 日に、第 1 回 TOMACS/RDP 国際ワークショップを気象研究所で開催した。オー
ストラリア・アメリカ・ブラジル・フランス・カナダ・韓国の研究者を含め、85 名の参加者があり、活発な議論
を行った。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」が実施している稠密な気象
観測データは、首都圏を対象にしたものは国際的にも極めて少なく、TOMACS で得られた観測データを
海外の研究者と共有することで、世界中の極端気象に対する防災研究に貢献することが期待できた。そ
こで、国内外の研究者を対象に観測データの一部を利用可能にするシステム(X-NET Product Download
System)を構築し観測データの共有を行った。
2014 年 11 月 26 日〜27 日に、第２回目 TOMACS/RDP 国際ワークショップを東京ビッグサイトで開催し
た。ワークショップにはアメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、ブラジルの研究者を含む 74 名が参加し、
都市における極端気象の監視、予測、情報伝達に関する最新の研究成果が発表された。発表の中には、
観測データの共有システムより得られたデータを活用したものもあり、海外の大都市における風水害予測
研究との連携が図れた。

第 2 回 TOMACS/RDP 国際ワークショップ
観測データ共有システム
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２．波及効果と普及発展
平成 24 年 10 月 23〜24 日に、コクヨホールにおいて気象研究所、東洋大学、および科学技術振興機
構との共催で、国際シンポジウム「都市と極端気象」を開催した。各研究グループから１４件の研究成果の
中間報告がなされたほか、特別講演４件（うち１件はオーストラリア気象局）、アメリカ、韓国、ブラジル、フ
ランスおよびカナダからも報告があった。平日の開催であったが、 ２日間の参加者総数は２７３名と社会
的関心の高さがうかがえた。また、26 日には海外招聘講演者及び国内講演者を対象に首都圏外郭放水
路の視察を実施し、研究者間の交流と情報交換の場ともした。本研究プロジェクトには、複数の研究機
関・大学、現業機関が参加している。また、その専門分野も、理学、工学、社会科学など複数の領域にま
たがっている。海外からの研究者を含め、プロジェクト終了後もこの体制を維持することで、引き続き極端
気象研究に役立てたい。
平成 25 年 9 月 28 日には、「最先端レーダー情報を社会に活かす」と題した公開シンポジウムを学術総
合センター一橋記念講堂で開催した。この公開シンポジウムでは、本研究プロジェクトの研究成果の中か
ら、特に研究グループ c「極端気象に強い都市創り社会実験」によるＸバンドＭＰレーダーの利活用に関
する社会実験の事例報告と、最先端技術を社会実装していく試みの過程で見えてきた課題についてパ
ネルディスカッションを行った。シンポジウムには２００名近い参加者があり、極端気象に関する関心の高
さが伺えた。
これら国内で開催した２件のシンポジウムでは、本研究プロジェクトの意義と成果を広く社会に還元する
目的で開催したものである。

公開シンポジウムのパネルディスカッション
社会実験（社会基盤）では、JR 東日本の XtRAIN や JR 東海の新幹線の路線と X バンド MP レーダー情
報を表示できるシステムの保線所への試験的導入に見られるように、それぞれの機関で試験的な運用を
開始したところがある。また、江戸川区（危機管理）の「えどがわマップ」の区民を対象にした試験的運用
（平成 25 年 8 月）開始時には、テレビ局からの問い合わせが６社（内、放映１社）、新聞社からの問い合わ
せが９社（全社掲載）、雑誌社からの問い合わせが１社（掲載）、地方自治体からの問い合わせが５件と、
大きな反響があった。
その他、研究グループ a「稠密気象観測による極端気象のメカニズム解明」が取り組んだ C バンド固体
化素子レーダーや X バンド MP レーダーを用いた定量的降雨量推定アルゴリズムは、国交省水管理・国
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土保全局の XRAIN で利用されれば大きな波及効果を期待できる。研究グループ b「極端気象の監視・予
測システムの開発」では、国際研究プロジェクト化により海外の大都市における風水害予測研究と連携が
図れている。また、研究グループ c「極端気象に強い都市創り社会実験」についても、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
ロジェクトの都市気象・都市型水害予測研究との連携を図ることが見込まれる。
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