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 近年の集中豪雨や局所的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）の発生を受け、今後適切な河川管理

や防災活動等に役立てるために、局所的な大雨等を詳細かつ精度良く観測可能なＸバンドＭＰ

レーダを北広島防災ステーション及び石狩放水路センターに設置することとし、道内１基目と

なる北広島局を平成２４年度に整備し、平成２５年度より試験運用、一般公開を開始した。 
本研究は、道央地域をカバーする当該レーダの設置箇所の選定、観測精度向上の取り組みの

報告及び危機管理等におけるニーズを踏まえた利活用方法を提案するものである。 
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1.  はじめに 

 人口約１９０万人の政令指定都市である札幌市は、総

生産額、事業所数、人口ともに北海道の３０％以上を占

め、北海道の政治・経済・文化の中心地となっている。 

近年では局所的な大雨（ゲリラ豪雨）等により内水氾

濫（床上、床下浸水、道路冠水、マンホール冠水）が頻

発しており、流域勾配が急な扇状地地形をなした高度に

利用された都市域である札幌市では、地下街や要配慮者

利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児等特に防災

上の配慮を要する者が利用する施設）の警戒避難体制を

構築するために局所豪雨観測が必要である。 

国土交通省では、人口が集中している都市部及び近年

局地的大雨等により被災した地域を中心にＸバンドＭＰ

レーダを導入し、降雨監視体制の強化を実施している

(図-1)。 

 従来のＣバンドレーダは、広範囲にわたる降水の状況

を把握できるため、台風や低気圧といった大雨をもたら

す降水現象の監視には非常に有効であるが、例えば、

2008年7月に発生した、都賀川豪雨などに代表されるよ

うな局地的大雨かつ突発的な降雨を監視するためには課

題が残る(表-1)。 

 

本論文では、局所的な大雨を詳細かつ精度良く観測可

能な設置箇所選定、観測精度向上の取り組みの報告と、

危機管理等におけるニーズを踏まえた利活用方法を提案

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リアルタイム性

観測間隔

既存システムでは、5分間隔の観測を実施しているが、短時間で
急速に発達する積乱雲を捉えるためには、より短い間隔（1～2
分間隔）の観測が必要である。

  観測から発表までのタイムラグ
既存システムでは、観測から発表されるまでのタイムラグに5～
10分程度要する。観測間隔と同様に、このタイムラグも可能な
限り短くする（1～2分程度）必要がある。

空間解像度

大気下層の観測

既存システムの降雨情報の解像度は1kmであるが、局地的な大雨を捉
えるためには、より高解像度（250m～500m程度）の情報が必要であ
る。

既存システムでは、1台のレーダで広い範囲（200～300km）を観測し
ているが、地表面が湾曲しているため、100km先ではかなり上空を観
測していることになる。このように、現行のレーダ網では大気下層
の不可視領域が存在するため、これらの領域を埋める観測が必要で
ある。

別紙―２

表-1 C バンドレーダの突発的な局地的降雨の監視に

関する課題 

図-1 Xバンドレーダの整備状況 
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２． XバンドMPレーダの特性 

ＸバンドＭＰレーダは、主に以下の特性がある。 

 

①高分解能な観測が可能（250～500mメッシュ） 

②高頻度な観測（観測間隔は１分毎） 

③情報発表までの時間が１～２分 

④雨滴の移動方向・移動速度の観測が可能 

 

３．XバンドMPレーダ設置位置選定 

 ＸバンドＭＰレーダの設置箇所の選定は、以下の項目

を考慮し決定した。 

 

①重点監視区域までの距離 

②観測時の仰角の確認 

③地形・建物等による遮蔽率 

④デュアル法による上空の観測・風の利用可能性 

 
(１)観測区域の設定 

ＸバンドＭＰレーダで観測対象とする重点監視区域の

設定では、以下の点に留意する必要がある。 

 

 ①土地が高度利用され、人口が集中している都市域 

 ②局地的豪雨や内水被害発生の危険性が高い区域 

 

 前述したとおり、政令指定都市である札幌市は経済や

行政、国際交流機能や高等教育機能等が集積しており、

北海道内の交通ネットワークの起点にもなっている。 

 豊平川流域においても、近年では狭い流域への集中豪

雨等により内水氾濫被害が頻発しており、資産の集積に

より災害リスクはより高まっている。 

 以上のことから、資産が集中している札幌市で一度洪

水が発生すると甚大な被害が予想されるため、札幌市内

を流下する豊平川を中心とした札幌市内の低平地地区を

効果的に観測できる箇所とすることとした。 

 
(２) 設置候補地の選定 
①重点監視区域までの距離 

ＸバンドＭＰレーダは、Ｃバンドレーダに比べ観測範

囲が半径30～80km程度と短いことから、重点監視地域が

ＸバンドＭＰレーダからの観測範囲内に含まれる箇所を

選定する必要がある。 

②観測時の仰角の確認 

強雨域より背後において電波消散により観測できなく

なる領域が発生してしまう場合がある。そのような場合

においても複数のＸバンドＭＰレーダにより補完を行う

ことでより確実な降雨監視が可能となるため、重点監視

区域を挟んで2ヵ所のレーダ雨量計の配置することが肝

要である。 

 

③地形・建物等による遮蔽率 

高い精度のレーダ雨量を観測するためには、できるだ

け地上に近い高度の降雨を観測する必要があるため、で

きるだけ地形や建物による遮蔽が少ない地点を選定する

必要がある。  

 

 

 

④デュアル法による上空の観測・風の利用可能性 

ドップラー機能が搭載されたＸバンドＭＰレーダ

では、雨粒の動きを観測することで上空の風（ドッ

プラー速度）を観測することが可能である。上空の

風を把握できれば、降雨予測精度の向上や、降雪時

の移流補正（上空から地上に落下するまでの水平方

向のズレの補正）への活用が期待できる。しかし、

ドップラー速度はレーダビーム方向の速度成分しか測定

できないので、3 次元の風速ベクトルを求めるためには、

少なくとも2台のレーダによる観測（デュアル観測）が

必要となる。 

設置地点候補から、重点監視区域を挟む2地点（4案）

を選定し、デュアル観測により正確な風が算出可能な地

域を解析した（図-3～図-6）。これらの図より、重点監

視地域において正確な風を算出可能な組合せは「石狩と

北広島」もしくは「当別と北広島」であることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  XバンドMPレーダでの観測対象範囲 

図-3 デュアル解析結果（石狩と北広島） 

北広島防災ST 

石狩放水路センター 
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（３）配置検討結果 

以上の検討により、重点監視区域を挟む組合せの

うち、高精度の観測が可能となる北広島防災ステー

ション、石狩放水路センターの 2 箇所を設置箇所と

して選定した。（表-2） 

 

 

 
 

 

３．初期調整 
 
 上項で選定し配置した２箇所の内、平成２４年度に

北広島防災ステーションに道内第１基目となる北広島局

を設置し、平成２５年度にＸバンドＭＰレーダの観測デ

ータの一般配信に向けた、初期調整、地上雨量データ等

を用いた観測精度の検証、雨量計の雨量算定定数等の同

定を行った。 

 

(a)配信用仰角の検討 

晴天時におけるレーダサイトでの複数仰角（10仰角程

度）で観測した偏波パラメータデータ(PrH-NOR、PrH-

MTI)を用いて、レーダサイトより半径30ｋｍ以内の観測

高度が1000ｍ以下で、グランドクラッタ面積が最小とな

る配信用観測仰角θ0、及び半径30km 以内の観測高度が

1500m 以下で、グランドクラッタ面積が最小となる配信

用観測仰角θ1 を選定するための検討を行った結果、θ

0は1.8°、θ1は2.5°を初期値とした。 
 

(b)CAPPI仰角の検討 

地球の曲率、レーダビームの屈折、ビーム幅を考慮し、

観測地域内の高度10km以下を観測範囲とするCAPPI観測

仰角（最大仰角、仰角間隔）を選定するための試算を行

う。仰角の試算にあたり、CAPPI観測の仰角数は10仰角

とし、レーダサイト直上は、2基で相互のレーダサイト

で補完することを考慮し、最大仰角を可能な限り低くし

た。(図-7) 

 

 

 

(c)偏波パラメータデータの品質検証の為の品質算定 

レーダサイトでの天頂観測（３回程度）で得られた偏

波パラメータデータはいずれも全国の先行事例で得られ

た値を基に設定した要件を満たしていることが確認され

た。  

 

 

 

(d) 雨量算定パラメータの同定の為のパラメータ算出 

施設名
遮蔽率
（1度）

電波干渉
デュアル

解析
監視距離 総合評価

石狩・北広島 ○ ◎ ◎ ◎ ◎
石狩・月寒 △ × △ ◎ ×
当別・北広島 ◎ × ○ ◎ ○
当別・月寒 ○ × △ ◎ △

θ0

θ1

θ2

θ3

θ0

θ1

θ2

θ3

要件 北広島局

±1.00dBZ以内 -0.717

0.8dBZ以下 0.203

4.1°以下 2.98

0.93以上 0.983

0.045以下 0.008

ρHV平均

ρHV標準偏差

ZDR平均

ZDR標準偏差

φDP標準偏差

図-7 CAPPI観測イメージ 

表-3 要件と北広島局のデータ 

図-4 デュアル解析結果（当別と北広島）

当別道路事務所

北広島防災ST 

図-5 デュアル解析結果（石狩と月寒）

石狩放水路センター 

月寒無線中継所 

図-6 デュアル解析結果（当別と月寒） 

当別道路事務所 

月寒無線中継所 

表-2 XバンドMPレーダの配置検討結果 
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雨量算定定数の同定を行うために、ＸバンドＭＰレー

ダ一次処理データと地上雨量データ（１０分値）を用い

てパラメータ算出を行った。パラメータ算出に用いる降

雨事例は平成２５年４月～７月の事例とした。 

（ア）雨量算定補正係数（Z-KDP関係式）の設定 

雨量算定補正係数は全国的に一般的に用いられて

いるα=1.2を初期値として用いた。 

（イ）雨量算定定数（Z-R 関係式）の算出 

一次処理データZh と地上雨量データを用いてＸバ

ンドＭＰレーダの雨量算定定数（Z-R 関係式のB、β）

を算出した。雨量算定の定数は弱雨時、強雨時におい

てそれぞれ算出した。 

 

 

  

  

(e)雨量観測精度の検証のための精度算出 

ＸバンドＭＰレーダの雨量情報の一般配信を目的として

雨量観測精度の検証を行うために、以下の（ア）～（イ）

の精度算出を行った。精度検証にあたっては相関係数、

回帰係数、最小2乗誤差を整理した。精度算出に用いる

降雨事例は平成25年8月の2事例を用いた。 

（ア）偏波パラメータ算定のためのレーダデータ、一次

処理プログラムから、(d)で同定した雨量算定定数補

正係数が用いられた一次処理データを作成する。作成

した一次処理データRr と地上雨量データを用いて10

分間、1時間雨量の精度を算出する。 

（イ）河川局Ｃバンドレーダの雨量データ（５分雨量）、

地上雨量データを用いて１０分間、１時間雨量の精度

を算出する。 

（ア）～（イ）の精度検証の結果、（d）で同定した

雨量算定定数、補正係数はともに一定の品質、精度を確

保できていると判断し、観測データの一般公開を開始し

た。 

4．精度検証 

前項により設定した定数、補正係数の精度を検証した。 

なお、検証の対象とした降雨事例は一般公開後の4事例

を選定した。 

(a) ＸバンドＭＰレーダ雨量の精度検証 

ＸバンドＭＰレーダデータ(レーダ基地局の極座標形

式の降雨強度データ：Ｒｒ（1分値）、地域内の基地局

のＲｒデータを合成したデータ：Ｒ（1分値）、地上雨

量データ（アメダス（10分値）及び国土交通省所管の雨

量データ（10分値または1時間値））、Ｃバンドレーダ

雨量データ（10分値）を用いて精度検証を実施した。な

お、検証地点は観測地域内の全アメダス観測地点として

いる。 

（ア）精度検証留意事項 

・レーダサイトからの距離 

・雨量推定式（Rr(Z)方式、Rr(KDP)方式、Rr(Z)、

Rr(KDP)を組み合わせた方式） 

・レーダ1台で観測する範囲 

・強雨時及び弱雨時 

（イ）精度検証項目 

a)Ｒｒ、地上雨量データを用いて10分間、1時間雨

量の精度検証を行う。 

b)Ｒ、地上雨量データを用いて10分間、1時間雨量

の精度検証を行う。 

c)Ｃバンドレーダ雨量データ、地上雨量データを用

いて10分間、1時間雨量の精度検証を行う。 

 ４つの降雨事例について検証した結果、Ｃバンドと比

較して同程度以上の結果を確認した。  

雨滴定数B、βと補正係数αについて、一般配信以前

のデータを利用した暫定値であるため、期間を通じたデ

ータにより再算定を行う必要がある。  

   

     

 

 

B β B β
79.3 1.832 97.5 1.630

弱雨用(35dBZ未満） 強雨用（35dBZ以上）

表-4 強雨時、弱雨時のB、β比較 

図-9 地上雨量、XバンドMPレーダ及びCバンド 

レーダの比較 
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5.ＸバンドＭＰレーダの特性を活かした利活用 

ＸバンドＭＰレーダの観測データの利活用については、

局地的短時間豪雨に対する情報提供、内水被害などの局

所的被害の事前予測などが可能となる。また、積雪地で

ある北海道においては冬期間の観測にもニーズがあると

考えられる。 

例えば東京都では、東京消防庁において警戒地域の早

期把握や各種水防活動の判断支援に活用している。また

内部システムとして、短時間に強雨が検出された地域を

表示するとともに、アラート音を発し、警戒地域を早期 

に把握するなど、様々な機能を備えたwebサイトを構築

している。 

 大阪府の京阪電鉄(株)においてはＸバンドＭＰレーダ

による詳細な雨量情報を活用し、きめ細かく流域の流出

計算を行い、線路に流れ込む水量を予測し、列車の運転

保安の確保に活用している。 

今後、ＸバンドＭＰレーダにより得られた雨量データ

から水位予測の精度向上をはかり、洪水予測がより正確

で高度なものとなることが期待できる。 

 

(1)降雨予測の精度向上 

 ドップラー機能により雨滴の移動方向・移動速度を観

測するとともに、複数仰角を用いたCAPPI観測による急

激に発達する積乱雲など雨域の立体観測による降雨予測

が可能となる。 

 

 

 

 (2)水位予測の精度向上 

 高分解能、高頻度特性を活かし、河川の洪水予測に用

いることのある分布型モデルによる水位予測の精度向上

を図り迅速な洪水管理に資する。 

 

 
 

 

(3)吹雪による視程障害範囲の精度向上 

 低い仰角を用いた観測により、冬期に強い北西の季

節風を受けて北海道内でも吹雪頻度が高い地域のひとつ

である札幌市北部・石狩市などの地域における降雪や吹

雪の情報を詳細に配信できる。 

  
                       
 

6.今後の展開 

(1)北海道2基目の完成  

北海道では平成25年度に石狩局が完成し、平成26年度

からの一般配信を予定している。 

石狩局の完成により、札幌市面積に対し70％のエリア、

市街化面積ではほぼ100％が観測可能となり、水災害防

止への実用性が高まることになる。 
 
 (2)一般配信後の定数設定と精度検証 

今後も精度検証を継続して行い、定数、補正係数の精

度向上を図ることとしている。 

 

 (3)雪の観測 

北海道で降る雪の雪質は、本州で降る雪と異なるため、

北海道独自の観測方法が必要と考える。 

 現在、想定しているものとしては、 

①冬季の雲高度の低下を受けた低仰角での冬季専用の

観測仰角の検討 

②降雪時のレーダ観測精度向上の検討 

③ブライトバンド等の判定の精度向上の可能性 

等があり、上記の解決のため、観測データを収集してい

るところである。 

 

(4)産官学による連携 

 ＸバンドＭＰレーダの活用研究は発展途上であり、

行政・研究など関係する機関が連携して情報共有を図り

相乗的に研究が進むことが望まれる。 

図-10 CAPPI観測データの用途例 

図-11 分布型流出モデルの概要 

写真-1 吹雪による視程障害イメージ 


