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https://weather.riken.jp/
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7月20日-8月8日
8月24日-9月5日



富岳の約9%を専有



富岳の約9%を専有

2020 2021
コンピュータ Oakforest-PACS 富岳
データ同化アンサンブル数 50 1000
予報アンサンブル数 1 10
境界データ 米国NCEP全球モデル 気象庁メソモデル
計算領域数 4 2 (簡素化、安定化)



2021年7月29日19:30頃

観測予報



2021年7月29日19:30頃

予報

観測

19:20
+0 min. +10 min. +20 min. +30 min.



2021年7月30日15:30頃

15:30観測

30分予報

30分予報
強雨確率(>30mm/h)



9

17:38:16 17:40:16 17:42:16 17:44:16

17:30:16 17:32:16 17:34:16 17:36:16
わずか10分で急変化するゲリラ豪雨

10 km
（高度）

（NICTより）



たったの10分で!!

神戸市の都賀川
5名の方が流され死亡
（2008年7月28日）

（出典：気象庁パンフレット）1.34 m      わずか10分!!



ビッグデータ同化

スーパーコンピュータ新型センサ、IoT

ビッグデータ

シミュレーション観測・実験データ

データ同化

ビッグデータ
100x 100x



30秒更新のゲリラ豪雨予測手法

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=42NZTGdp1Js

Miyoshi et al. (2016, BAMS ,doi:10.1175/BAMS-D-15-00144.1)
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Multi-parameter phased array weather radar (MP-PAWR) was developed by 
SIP (Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) in 2014-2018
as a research subject of “torrential rainfall and tornadoes prediction.” 

Early forecasting by water vapor, cloud, and precipitation observation 

generate develop mature

★ Saitama Univ.（MP-PAWR site)
● Olympic and Paralympic venues 

Radius 60 km

Radius 80 km

Arakawa basin

Development of MP-PAWR

MP-PAWR features

MP-PAWR observation area

MP-PAWR antenna

MP-PAWR installed at Saitama Univ. on Nov 21, 
2017, and observation began in July 2018.



Real-time data transfer

Saitama Univ.
MP-PAWR NICT ds01

NICT
Saitama Univ.

TOSHIBA

Fugaku login1

data monitor
auto-restarter

SCALE-
LETKF

MTI
Amazon AWS

weather.
riken.jp

JIT-DT
106 MB per obs.

in 3 seconds

webpage

smartphone

RIKEN R-CCS



Real-time workflow

3-hour update 

30-sec update

boundary condition 

boundary condition

8808 nodes

Inner domain
(500m)

Outer domain (1.5km)

JMA mesoscale model (5km)

SCALE 30-min ensemble forecasts 

…

…

30 sec MP-PAWR
observation

SCALE LETKF

2002 nodes



スマホアプリ「3D雨雲ウォッチ」（エムティーアイ）
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