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気象研究グループの詳細について 

 

         担当：西山浩司（専門：気象学） 

 

研究内容 

１． 豪雨に関する研究 

今夏甚大な災害を引き起こした九州北部豪雨に見られるように，豪雨に関連する科学的知識の不

足の問題，豪雨災害対策の課題が解決されないまま残っている．その背景に基づき，①豪雨発生の

手掛かりとなる有効な情報を取り出すこと，②そして，社会へ発信するシステムを作ることを研究

の目的とする．①に関して（図 1），過去の発生した豪雨の特徴（にんじん雲，クラウドクラスター，

線状降水系，バックビルディングなど）を調べ，その特徴が，どのような気象要素や気象場（客観

解析データ）と関連するのかについて数値計算や人工知能的手法を用いて調べる（豪雨に関する基

礎的研究）．また，地球温暖化に伴った将来の豪雨の特徴についても推定する研究（人工知能技術

を用いた詳細なパターン化）も実施する．一方，②に関して（図 2），例えば，過去の膨大な気象情

報を人工知能技術で学習し，過去の災害履歴（雨量，災害データベース，新聞記事など）と対応さ

せることによって，豪雨発生ポテンシャルと災害リスクの検索・診断システムを構築する研究（豪

雨に関する応用・発展型研究）を実施する．  

 

２． 人工降雨・豪雪軽減に関する研究 

21世紀は水の世紀と呼ばれるように，世界的に見ると水資源の確保が最も重要な戦略になることは間

違いない．それにはいろいろな手段があるが，本研究では，人工降雨に着目した研究（図 3の上）を推

進する．具体的には，人工降雨実験（主に冬型気圧配置時に発生する厚さ 1km程度の過冷却の積雲がタ

ーゲット）を実施すること，実験の成功事例や失敗事例に関わるデータを蓄積し，2つのタイプ（図 4）

の数値計算を行って人工降雨の効果（どの程度の厚さの雲に対して，ライフサイクルのどの段階に，ど

の位置に，どの程度液体炭酸を撒布すると，レーダーや雨量データの中で，どのような反応が起こるか）

を評価することを柱に研究を進める．そして，そこで得られた知見を再び人工降雨実験に活用するとい

った具合で試行錯誤を繰り返し，実験と知見との相互関係を強固にする．対象領域は北部九州で，他の

日本海側地域と異なって雪が少なく，自然では降らないような雲が多いため，人工降雨のシグナルが出

やすいという特徴をもった最高のターゲットである．その他，図 3の下に示すように，豪雪による雪害

を軽減することを目的に，北日本，日本海側の一部の領域を対象にして，雪雲を制御して豪雪を軽減し

（雪害の抑制），集中していた雪を分散させて水資源に変える技術の構築を目指す（既に現地の NPO団

体との協力関係も得ている）．  
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豪雨に関する基礎研究

過去の膨大な気象観測データ
（雨量，気象レーダー，気象衛星）

クラウドクラスター にんじん雲

NCEP 再解析データ MSM客観解析データ

TCの先端
（積乱雲の発生地点）

豪雨に特有な気象衛星画像の特徴抽出
豪雨に特有な気象レーダー画像
の特徴抽出

バックビルディング型

豪雨に特有な気象条件(気象場・成層状態）のパターン化

過去に起こった豪雨の特徴（気象衛星，レーダー）

どんな気象パターンでどんな特徴の豪雨が起こったのか？

地形の影響については数値計算（WRF）で検証

人工知能技術の活用
①自己組織化マップ（SOM）
②Back Propagation neural networks 

対比

 

図 1 豪雨に関する基礎研究の具体例 



 3 

 

図 2 豪雨に関する応用・発展型研究の具体例 

 

 

過去の履歴を活用し豪雨発生ポテンシャル
及び災害リスクの診断（豪雨に関する発展型研究）

研究動機

① 再び襲うかもしれない豪雨災害に備えて，過去の災害の教訓を後世に残す重要性

中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門委員会」 ，内閣府「大雨災害における避難のあり方等検討会」など

② 市町村の避難勧告・指示の意志決定に有効な情報とは何か？
大雨・洪水警報？洪水予報？土砂災害警戒情報？  むしろ痛い目にあった過去の記憶（災害の履歴）ではないか？！

③ 「○○豪雨に匹敵する豪雨」といった気象情報が有効だったという指摘がある
（例：2008年岡崎豪雨の際：「東海豪雨に匹敵する豪雨」という気象情報の見出し）

④ 過去の膨大な災害履歴（データベース，新聞記事など）の中から，気象状況，災害状況
が類似する過去の履歴を取り出せないか． 意志決定にインパクトのある情報として有効ではないか？！

研究目的
① 豪雨発生ポテンシャルと災害リスクの検索・診断システムを人工知能技術を用いて構築する．

② このシステムを利用して，気象庁の予報結果に対応して，過去にどのような特徴を持った豪
雨が発生し，どのような災害が起こったか検索し，その可能性について診断する．

豪雨発生ポテンシャル及び災害リスクの診断イメージ（例）

将来のある日の天気を診断することを想定．数値予報結果を災害発生ポテンシャル及び災害リスク
の検索・診断システムに入力した結果，平成24年7月九州北部豪雨に匹敵する豪雨が起こり，深刻
な被害状況を引き起こす可能性があると診断．その流れは下図参照．

気象状況の診断（第一段階）
気象庁数値予報結果
（天気予報）：
201○年○月○日

入力

気象状況のパターン診断
（人工知能技術による学習）

気象パターンNo.1 診断

診断結果の内容

気象パターンNo.2

気象パターンNo.1000

人工知能技術によって，気象パターン
が1000通り登録されている．

予報結果は過去に起こった気象
パターン No.145と類似と診断

九州中部に西から暖かく湿った
空気が流入．

相当温位置350K以上（豪雨発
生ポテンシャル非常に大きい）

過去の災害履歴検索（第二段階）

災害履歴の照会

気象パターン No.145

と類似する過去のイベント検索

2012年7月12日
2012年7月14日

：
：

情報の出所 抽出情報
・気象災害データベース
（国土交通省，内閣府，消防庁など）
・自治体の情報
・災害研究資料（論文等の災害関連資料：土
木学会，自然災害学会，災害情報学会等）
・新聞記事（結構役に立つ情報：災害当時の
リアルタイムでインパクトな情報が満載！）

①　警報・注意報発令状況
②   被害状況（土砂災害，浸水被
害，死者・行方不明者等）
③　実際に行った市町村の防災
対応（初動体制，避難勧告等）
④　防災に対する自治体の課題，
教訓，災害後の取り組み

気象データ 抽出情報
アメダス 各事例或いはパターンごとの豪雨頻度・豪雨発生分布，先行雨量
気象レーダー 気象パターンに特徴的なエコー（線状・帯状エコー，バック形成型など）
気象衛星データ 気象パターンに特徴的な形状（塊状，線状，テーパリングクラウドなど）
天気図 気象概況（前線，台風などの特徴）

類似する過去の災害情報表示（豪雨発生ポテンシャル，災害リスクの診断結果）

①2012年7月12，14日の気象状況と類似 ②平成24年7月九州北部豪雨に匹敵する豪雨の可能性あり

過去の類似
気象状況

その時の災
害状況

死者・行方不明者32名，床上2482棟，床下5686棟（熊本・福岡・大分・佐賀県）
阿蘇地域：土砂災害（12日），矢部川氾濫（14日），菊池川水系，白川氾濫（12日）

総務省消防庁：http://www.fdma.go.jp/bn/2012/detail/766.html

気象庁：http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/new/jyun_sokuji20120711-0714.pdf

日雨量300mmを超えた地点：13地点，時間雨量80mmを超えた地点：13点（九州）
阿蘇乙姫108mm/1時間，288mm/3時間（14日），バックビルディング型，にんじん雲出現

デジタル台風データベース
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①どのような目的で
②どの地域で
③どのような気象条件の下で
④どの種類の雲に対して
⑤その雲のどの発達段階で
⑥どの位置に
⑦どのような方法で
⑧どのような物質を
⑨どの程度の量撒布すると
⑩どのような反応が起こり

⑪どの程度の雨量が期待され
るのか

人工降雨と豪雪軽減に関する研究

人工降雨研究の評価項目

・人工知能技術に基づいた人工降雨に最適な気象条件の抽出に関する研究
・数値実験（次ページ）に基づいた人工降雨の評価に関する研究
・どの程度の厚さの冬季積雲に対して，どの位置に液体炭酸を撒布すると
効果が最大化するかを探求する研究（実験と評価の両面からのアプローチ）

人工降雨実験実施（対象領域：北部九州）

地域貢献としての位置づけ（対象：山形県）
研究協力支援：NPO法人 ニューフロンティア尾花沢

・人工降雨研究の発展研究としての位置づけ（原理は同じ）
・降水粒子（氷晶）の成長を遅らせて，広い範囲に分散させることを狙った研究
①集中的に降っている豪雪を分散させることで，豪雪被害を軽減する．
②同時に，分散した雪は豪雪になることはなく，水資源にとして利用可能にする．

人工降雨に関する研究

豪雪軽減に関する研究
（これから始める新しい研究）

・豪雪による人口減少・地域経済の衰退
・死活問題：高齢化と人口減少に伴う雪おろし人材の不足

2011年1月22日 23:20

降水強度
mm/h

九州大学：西日本の人工降雨研究の拠点
共同研究：防衛大（海上自衛隊の協力），福岡大

豪雪軽減

自然の状態

豪雪軽減実験実施

日本海

季節風

日本海

季節風

雪の成長を遅らせて，豪雪を普
通の降雪にする．結果的に風
下側に雪を落下・分散させる．

風上側の斜面で集中的に豪雪，
風下側で雪が降りにくい．

12：33 12：37 12：40

12：44 12：48 12：51

液体炭酸撒布
（11:4011:43）

防衛省 長浦レーダー

2008年1月17日

佐世保市 佐世保市 佐世保市

佐世保市 佐世保市 佐世保市

松浦市平戸市

降雨域

 

図 3 人工降雨及び豪雪軽減の研究イメージ 
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水蒸気の流れ


昇華拡散式

Chen and Lamb (1994)a軸，c軸の成長式

2a

Column

Plate
六角柱

)(T

msfc
i fCD

dt

dm
)(4  

氷晶質量，a，cの計算

氷晶の終端速度の計算

①上昇・落下距離の計算
②水平移動距離の計算

存在位置の気温・気圧

人工氷晶の成長・軌跡推定モデル

氷晶雲内の競争成長ファクター

大気下層の風向風速分布の設定

大気下層の気温分布の設定

雲の設定（安定度計算から雲頂高度，平衡
高度）

大気環境・雲の設定 不確定要素の設定

撒布雲内の上昇流の影響

レーダービーム中心高度まで
落下すれば終了

雲内上昇気流は，湿潤断熱から推定され
る上昇速度の半分に設定

初期氷晶：2a=2c=10μm

氷晶成長（昇華拡散）

a，c軸の成長：Chen and Lamb (1994)

氷晶形：六角板，六角柱と 仮定

終端速度
六角板，六角柱
Redder and Fukuta (1991)
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12:4812:48

12:4012:40

人工降雨及び豪雪軽減の効果評価モデル開発・利用

① WRF（ Weather Research and Forecasting）モデル： 汎用モデル
これは，世界中で利用されているメソ気象予報モデル（3次元非静力学）で，バルク式雲物理過程（double 

moment scheme）に基づいて，水粒子の数濃度と混合比を予報するオプションを持つ．このモデルで，液
体炭酸撒布後の氷晶の数濃度，混合比の空間分布を予測でき，‘撒布あり’，‘撒布なし’の比較を通して，
人工降雨，豪雪軽減の効果の判定に利用するツールとして期待できる．

② Time-dependent  ice crystal growth and trajectory model ： 現在開発中
これは氷晶の成長（温度によってa軸，c軸の昇華拡散成長速度が違うこと，それによって落下速度が異
なってくることを利用）に着目したモデル．3次元の風や温度・湿度は最初から与えられる（予測しない）ため，
1つの氷晶が温度，湿度に依存して，どのように成長し，どこに落下するかを大まかに見積もることができ

る．計算も瞬時で終わる．もちろん，風，温度，湿度は予測されないため，様々な誤差が入ってくることは避
けられないが，人工降雨・豪雪軽減のための定性的概念モデルの構築が可能になるだろう．

Seeding（断面）

図 4 人工降雨・豪雪軽減の評価のための適用される数値モデルの種類 
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３． 国際共同研究 

水圏環境工学講座は，過去 20 年以上にわたって，スウェーデン・ルンド大学と水資源，水循環．気

候変動の分野で共同研究を実施してきた．最近では，南アメリカ中部のパンタナールの水文特性と世界

的な気候変動との関連について共同研究を実施してきた．さらに，水力発電が盛んなスウェーデン北部

の降水特性・水文特性が気候変動とどのような関係があるのかに関して，予備的な調査・研究を予定し

ている．これまで，教育の一環で国際性を身につけることを考えて，当研究室の学生をルンド大学に派

遣した実績が多くある．最近では，ルンド大学と九州大学工学部との間で，double degree programが締

結され，2つの修士の学位を獲得できるようになりました（英語力などの採用基準をクリアした応募者）．

この場合，ルンド大学に留学し，所定の単位を取り，両大学で修士論文の審査を受けることになります．

当研究室では，水資源，水循環．気候変動というテーマで研究を実施しているため，double degree program

に応募したい学生には適した研究室である． 

 

スウェーデン・ルンド大学との共同研究

当研究室はルンド大と過去20年以上にわたって，水循環，
水資源，気候変動に関連する共同研究を実施してきた．

２つの異なる大学（母校と他大学）で学び，同時に２つの学位（修士）を取得す
ることができる教育プログラム（修士2年間＋1年）

ダブルディグリー プログラム（九大工学部とルンド大学との協定）

ルンド大学へ留学し，修士課程の教育を受け，研究の実施を通して経験
を積み，世界に通用する人材になることを目指して応募してみません
か？当研究室はこのプログラムに応募したい学生を応援します．
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教育内容（気象予報ゼミナール） 

 

 水圏環境工学講座の気象研究グループに配属した学生は，気候変動，地球温暖化，異常気象，雲の科

学といった純粋な気象学の知識や知見を学習する．その上で，社会と密接に繋がる天気予報の技術を詳

しく学び，水に関連する深刻な災害（豪雨・豪雪災害，水不足など）の現状を認識し，諸課題の解決に

意識を向けようとする態度を養う．  

 具体的な実践例（図 7）で説明する．最初に，天気予報技術の習得に繋がる気象学の基礎知識，特に

豪雨・豪雪の発生メカニズム，そして，気象庁がどのような運用体制で気象予報を実施しているのかに

ついて学ぶ．その後，気象予報士用の教材や独自教材を用いて，天気図の解釈の習得・訓練を繰り返し，

実際に天気を予想する経験（暖候期は豪雨，寒候期は豪雪，人工降雨実施判断）をしてもらう．例えば，

多くの気象資料（利用可能な資料はインターネット上に豊富に存在）に基づいて，豪雨の発生を予想し，

災害発生の可能性について常に考える癖をつける．豪雨を予測することは困難を極めるという現実問題

があるが，現況の中に，豪雨発生，災害の軽減に繋がる有効な情報が少なからず存在することがある．

そして，気象庁がどこまで予測できたのか？予報情報が市町村の避難勧告・指示に活かされたのか？な

どの検証も行う（図 6：グループディスカッションを通して検証）．以上を通して，気象学の内容が実社

会の諸問題とどのように繋がっているかを常に考える習慣を身につける． 

さらに学生達の進路を考え，気象会社，防災関連に強い公務員，その他気象と密接に関連する業種な

どへの就職を見据えて，実務面の気象プロフェッショナル育成を目標にする．そして，気象に関係なく，

どの業種でも必要になる自己 PR能力，プレゼンテーション能力（就職活動に備えて，就職後のことも

考えて）の育成を上記の一連の教育の中で実施する． 

 あと，気象予報士資格の取得も学生に促している．以上のような教育は気象予報士試験に非常に役立

つので，過去に 3名が合格している．希望者は是非，資格取得を目指してほしい．これは，気象研究グ

ループに限らず，地下水研究グループや他研究室の参加可能である．これまで，沿岸海洋研究室と共同

で実施してきた． 

 

 

 

図 5           教育の基本方針            図 6 豪雨のシグナル（ニンジン雲の出現） 

判定を学生とともに実施 

豪雨災害の軽減にために世
間ではどのように対応してい
るか？実際どうしたらいいだ
ろう？

将来の水資源確保
はどうなる？どうする？

気候変動
地球温暖化

異常気象
（豪雨・少雨メカニズム）

気象学 気象学

大気水循環
（モンスーン）

天気予報
の技術

雲の科学

気象学 気象学

気象学 気象学

数値シミュレーション

社会との関わり
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教育達成目標

①気象予報技術の訓練，気象予報士資格の取得などを通して，気象関連の
業種，避難勧告を出す市町村の公務員，防災関連業種への就職を目指す
きっかけを作る．
③学生の希望職種はどうであれ，社会に出た後の重要な仕事や就職活動
等に役立つプレゼンテーション能力の向上を目指す．

天気予報技術に関する教育

①予報の基礎となる気象学の知識（物理法則の力学，熱力学を基礎とした教育）
②観測技術，予報技術に関する知識
③各種予報資料（地上・高層天気図，レーダー，気象衛星など）の解釈方法
④気象予報士資格取得のための支援（試験の傾向と対策を考慮した独自の教材作成）

気象学と一般社会との密接な関わりを探求する教育（豪雨災害事例をテーマとして）

①豪雨，それに伴う災害に関するテーマで，気象学の知識・知見がどの程度一般社会
に浸透しているかについて議論・考察する．折角の知見が無駄になっているかも？

②過去の豪雨雪災害事例を基に，気象庁の予報が的確であったのか，避難勧告・指示
を出す側の市町村が気象予報に基づいて適切に行動できたのか，一般の住民はどの
ような避難行動を取ったのかなどの現状を把握し，災害に対する課題を探し出す．

③身近にインターネットで公開されている気象状況（レーダー，気象衛星等）をどのよう
に見ると豪雨災害に繋がる状況を把握できるようになるか，手掛かりを探す．

④気象学の知識を持っていない一般の人々にどのように災害の危険性を伝えたらいい
のだろうか？自分（自助），そし て隣人とともに（共助），災害から生き残るために．．

明日の天気を予想する取り組み（繰り返し経験してみよう）

①学会や卒論・修論といった機会に，社会で避けて通れないプレゼン能力の向上を目
指し て徹底的に練習する．過去に，学会で優秀講演賞をもらった学生3名おり，大きな自
信になったと言っていたので，これは是非実施したい．
②学会等のプレゼンの機会は少ないので，明日の天気を予想する取り組みの中で，論

理的に予想まで至る過程を組み立て，具体的にプレゼンの訓練を行う．

①天気予報技術教育に基づき，明日の天気（特に豪雨，冬型の気圧配置時の人工実
験の実施判定など）を予想する取り組み（現況，予想データの解釈）を経験する．

②具体的には，豪雨が起こる可能性が高くなれば，毎日の予報データをチェックをして，
当日の豪雨予想を実施し，天気予報の限界はどこにあるのかを身を持って経験する．

プレゼンテーション能力の向上を目指した取り組み

 

             図 7  具体的な教育実践と教育到達目標  


