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乙部岳ＣバンドＭＰレーダの冬期観測仰角の検討
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北海道開発局では平成29年度に乙部岳Cバンドレーダを高性能化（MP化）し、XRAINによる
高分解能・高頻度のレーダ雨量情報の提供を開始した。一方、北海道では夏期と冬期で雲の高
度が異なり、冬期の観測精度を確保するためには、夏期とは異なる観測仰角の検討が必要であ
る。
本検討では、多仰角による同時観測データを比較評価し、乙部岳CバンドMPレーダの最適な
冬期観測仰角を決定した。
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1. はじめに
北海道開発局では、Cバンドレーダ雨量計3基（ピン
ネシリ・函岳・霧裏山）、XバンドMPレーダ雨量計
（以下、X-MPという）2基（石狩・北広島）およびCバ
ンドMPレーダ雨量計（以下、C-MPという）1基（乙部
岳）の計6基により概ね北海道全域の降雨状況を把握し、
河川、道路管理および防災活動に活用している(図-1)。
乙部岳C-MPは平成28年度にMP化（マルチパラメータ
化）の改修工事を行い、平成29年度から初期調整・定数
同 定 等 を 経 て 、 XRAIN （ eXtended RAdar Information
Network：高性能レーダ雨量計ネットワーク）による高
分解能（250mメッシュ）・高頻度（1分配信）のレーダ
雨量情報の提供を開始した。
北海道開発局におけるレーダデータの活用時期は主に
夏期であるが、レーダの高性能化や関連システム・技術
の開発等が進んでおり、冬期においても防災対応や交通
障害対応などへの活用が期待されていることから、冬期

図-1 北海道開発局のレーダ設備状況(2019.3時点)

観測体制の構築が必要な状況にある。
また、北海道では夏期と冬期で雲の高度が異なり、冬
期の観測精度を確保するためには、夏期とは異なる観測
仰角の検討が必要である。
本論文では、阿比留ら1）が紹介した冬期観測候補仰角
による観測データを比較評価し、乙部岳C-MPの最適な
冬期観測仰角を決定したため、紹介するものである。

2. 北海道における冬期観測について
(1) 夏期・冬期における雲の高度および観測仰角
日本の冬期雪雲の雲頂高度は3km程度であり、夏期雨
雲の雲頂高度の5km程度に比べ低く2）、北海道の観測対
象となる降水粒子は、これまでの観測データから冬期で
は高度1.5km程度以下、夏期では2.5km以下に存在してい
ると考えられ、対象とする観測高度が夏期と冬期で異な
る。そのため、冬期の観測精度を確保するためには、冬
期観測用の仰角を設定する必要がある。
降雨を高精度に観測するためには、雲の高度等を考慮
して、観測仰角を出来るだけ低くし低高度を観測する必
要がある。しかし、観測高度を低くするほど、地形によ
る遮蔽やグランドクラッタ・シークラッタによる影響が
増大するため、低高度で観測でき、かつ遮蔽等の影響が
少ない仰角が望ましい。
複数仰角（乙部岳はθ0、θ1の2仰角）で観測する場合
は、前述の条件を考慮して、低仰角（θ0）は出来るだけ
低い高度を観測出来るように設定し、高仰角（θ1）は、
θ0の遮蔽域等をカバーしつつ、出来るだけ低高度で観測
可能な仰角とする必要がある。
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図-2 乙部岳C-MPの観測状況
（2仰角合成イメージ）

図-4

図-3 乙部岳C-MPのビーム高度

各仰角の観測高度および遮蔽域

(2) 冬期観測の候補仰角
乙部岳C-MPは標高約1,000mに位置しており、現行は
2仰角（θ0=0.1°,θ1=0.4°）で観測し合成している(図-2)。
図-3, 4の通り、乙部岳C-MPで定量範囲（120km）内を
高度1.5km程度以下で観測するためにはマイナス仰角に
する必要があり、-0.3°を冬期観測の候補仰角とした。し
かし、-0.3°は遮蔽域が大きいことから、高度2.0km程度
以下での観測となるが、遮蔽域が-0.3°より小さい-0.1°も
候補仰角とした。
図-5 検討期間中の観測方法
(3) 冬期観測候補仰角による観測
検討用観測データを得るため、2018年12月～2019年2
月にかけて前述の冬期観測候補仰角による観測を行った。 3. 検討内容
現行仰角（0.1°, 0.4°）については冬期観測仰角の高仰
角（θ1）となる可能性があり、かつ冬期観測候補仰角の
検討手順は次の通りである。
観測データとの比較に使用できることから、検討期間中
① 候補仰角で冬期の実観測を行い、クラッタの出現
は乙部岳C-MPの観測仰角を2仰角（0.1°, 0.4°）から4仰角
状況を確認
（-0.3°, -0.1°, 0.1°, 0.4°）に変更して観測した（図-5）。こ
② 仰角別の観測状況を確認するため、0.4°とその他
の際、XRAINの配信間隔（1分間）に影響がないよう、
仰角の観測データを比較して確認
回転速度を1.5rpmから2.5rpmに変更した。なお、回転速
③ 候補仰角2仰角を組合せて合成レーダ雨量を算出
度の変更によるクラッタおよび観測精度への影響の有無
し、地上雨量（アメダス）と比較
については、阿比留ら1）により検証され、大きな影響が
④ ①～③の結果を総合的に評価し、最適な冬期観測
ないことが確認されている。
仰角を選定
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(1) グランドクラッタ、シークラッタの出現状況
a) グランドクラッタ
図-6に示すグランドクラッタの出現状況は弱風晴天時
（2018/12/3 16:00）の事例で確認した。
グランドクラッタは仰角を下げるにつれ強く出現する
が、どのような影響を及ぼしているかについては図-7で
確認することができる。左図はMTI（Moving Target
Indicator）処理した2018年12月1日～2019年2月1日までの
累積降水量で、右図は晴天時のレーダ反射強度である。
レーダ反射強度の強い箇所がグランドクラッタで、クラ
ッタ箇所はMTI処理しているが、これにより降水量が減
算され過ぎていることが分かる。MTI処理は晴天時のエ
コー（異常値）を取り除くよう設定するが、降雨のエコ
ーも消してしまうことがあり、チューニングには限界が
ある。
そのため、MTI処理により降水量が減算されすぎる箇
所についてはマスク処理（欠測扱い）し、高仰角（θ1）
により補填することとした。また、MTI処理で除去しき
れないグランドクラッタ箇所については、配信時に減算
処理することで対応することとした。

b) シークラッタ
図-8a,bに示すシークラッタの出現状況は、風による
影響を確認するため、仰角毎に弱風（2018/12/3 15:30）お
よび強風（2019/1/17 8:30）の事例で確認した。
弱風事例では、0.4°～-0.1°の観測結果に大きな変化は
見られなかったが、-0.3°において0.3mm/h以下ではある
がシークラッタの存在が僅かに確認された。強風事例で
は、シークラッタの出現が顕著となり、0.4°観測値でも
1mm/h以下のシークラッタが広い範囲に出現した。仰角
を下げるにつれシークラッタは増えていき、-0.3°になる
と1mm/hを超えるシークラッタの存在が確認された。な
お、1mm/hを超えるシークラッタについては冬期観測の
支障になることが考えられるため、-0.3°を低仰角（θ0）
として選定する場合には、マスク処理することとした。

図-8a シークラッタの出現状況（2018/12/3：弱風時）

図-6

グランドクラッタの出現状況（2018/12/3）

図-7 MTIによる減算処理
（左図：累積降水量分布（MTI処理済）、
右図：晴天時のレーダ反射強度（MTI処理前））

図-8b シークラッタの出現状況（2019/1/17：強風時）
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(2) 仰角別の観測状況
仰角別の観測状況を確認するため、0.4°とその他仰角
の観測データを比較した（図-9）。比較するデータは、
冬期において時間降水量が比較的大きい3mm/h以上の事
例の内、風速が弱い事例の全データを合算た累積降水量
とした。図から、低仰角になるほど遠方まで降水エコー
を観測出来ていることが確認出来る。
また、仰角 0.4°より低仰角にすることで、観測状況
がどの程度改善するかについて、式（1）の改善率によ
り評価した。改善率は、0 超となれば 0.4°よりも大きな
降水量を、0 未満となれば 0.4°よりも小さな降水量を観
測していることを示す。なお、図-10 の暖色箇所が 1 以
上、寒色箇所が-1 以下を表し、寒色箇所は主にグランド
クラッタの箇所と考えられる。
結果として、低仰角ほど広範囲に亘って観測状況が改
善している（より観測出来るようになった）と考える。
=(

−

.

)/

a) 高仰角（θ1）
2 仰角の内、低仰角（θ0）については検討の余地があ
るが、高仰角（θ1）については、冬期観測に使用する θ0
の遮蔽域・クラッタ域を補う仰角にする必要がある点を
考慮すると、地形遮蔽やクラッタによるマスク処理が不
要で、シークラッタの影響も小さい 0.4°が最も θ1 に適し
ていると考えられる（表-1）。また、図-11 の通り、θ0
に-0.3°を選定した場合でも、陸域における遮蔽域は
80km 圏内であり、その範囲においては 0.4°でも高度 2km
以下で観測可能であるため、十分に θ1 としての役割を
果たすことが可能と考える。
表-1 各仰角の特徴

(1)

.

：0.4°の累積降水量、 :0.1°～0.3°の累積降水量
> 0の場合は 100 とする。
ここで、 . = 0＆
.

(3) 観測精度の確認
観測精度の確認は、合成レーダ雨量（乙部岳 C-MP と
石狩・北広島 X-MP の合成雨量）と地上雨量との比較に
より行った。なお、C-MP（乙部岳）は候補仰角による 2
仰角合成レーダ雨量（θ0,θ1）を使用した。
なお、2仰角合成レーダ雨量の仰角の組合せは次の通
り決定した。

図-11 0.4°と-0.3°の観測状況比較

図-9

各仰角の累積降水量

図-10

0.4°に対する改善率
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b) 2 仰角組合せ
2 仰角の組合せパターンを表-2 に整理した。
案 1 は現行仰角、案 2 は-0.1°と 0.4°、案 3 は-0.3°と 0.4°
との組合せになる。これらの 2 仰角合成レーダ雨量と地
上雨量（アメダス）との観測結果を比較検証する。

いずれか 1 基による定量観測範囲、橙色丸（領域 4）が
乙部岳 C-MP、石狩・北広島 X-MP の定量観測範囲外の
領域である。

表-2 2 仰角組合せ

c) 観測状況による領域分類
観測結果の比較に当たっては、図-12 の通り領域毎
（観測状況による分類）に評価した。なお、丸印は乙部
岳 C-MP 観測範囲（300km）のアメダス位置を示す。
現在、北海道には領域 2,3,4 が存在し、緑丸（領域 2）
が石狩・北広島 X-MP の 2 基による定量観測範囲、黄色
丸（領域 3）が乙部岳 C-MP、石狩・北広島 X-MP の内、

図-12 観測状況による領域分類

図-13a （領域 2）時間降水量の比較（合成レーダ雨量と地上雨量の相関）

図-13b （領域 3）時間降水量の比較（合成レーダ雨量と地上雨量の相関）

図-13c （領域 4）時間降水量の比較（合成レーダ雨量と地上雨量の相関）
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図-14 総降水量の比較（合成レーダ雨量と地上雨量の総雨量比）
d) 時間降水量の比較
図-13a,b,c に結果を示す。グラフの横軸が地上雨量で
縦軸が 2 仰角合成レーダ雨量である。比較に当たっては、
相関係数、平均二乗誤差（RMSE）、総雨量比、回帰係
数を用いた。
領域 2 では、案 1～3 までの組合せにおいて観測精度
にほとんど差はなかった。理由としては、X-MP による
観測結果の重みが支配的であったためと考えられる。領
域 3 では、θ0 を低くするほど地上雨量計との相関が改善
しており、案 3 が最も良い相関結果となった。領域 4 も
同様に、案 3 が最も良い相関結果となった。
e) 総降水量の比較
図-14 に結果を示す。案 2 および案 3 に示している赤
丸箇所は案 1 と比較して精度向上した箇所、青丸箇所は
精度低下した箇所である。案 1 と比較し、案 2、案 3 は
精度が向上しており、改善の度合いは、案 2 より案 3 の
方が大きいことが分かった。
(4) まとめ
以上より、観測状況および観測精度が最も良い案 3
（θ0=-0.3°, θ1=0.4°）の組合せを、乙部岳C-MPの冬期観測
仰角として選定する。なお、(1)～(3)で詳述した通り、θ0
のクラッタ箇所等についてはマスク処理（図-15）し、
マスク処理箇所は θ1 および他のレーダ雨量計により補
填する。

4. 最後に
国土交通省のレーダ雨量計は、国土技術政策総合研究
所（旧建設省土木研究所）において1966年から研究が開
始され、2012年よりC-MPの技術開発に着手した。この
技術開発により、高頻度・高分解能な雨量観測が可能と
なり、河川・道路の防災活動等に活用されている状況に
ある。また、冬期の防災活動等への利活用についても期
待されており、本検討では、冬期観測体制構築に向けて、
北海道地域特有の条件を踏まえた冬期観測用の仰角を決
定した。
今後、残り 3 基（函岳、霧裏山、ピンネシリ）の C バ
ンドレーダ雨量計についても順次 MP 化を進める計画で
ある。本検討と同様に冬期観測精度の向上に向けた検討
進め、北海道における 1 年を通じた観測体制の確保を図
り、適切な河川・道路管理をはじめ防災対応に活用して
いきたい。
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図-15 マスク処理（灰色箇所）
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