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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!!





2014年9月11日朝、ゲリラ豪雨

>41,000 views
#6 of RIKEN channel

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



2014年9月11日朝、ゲリラ豪雨

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



データ同化

データ同化は、シミュレーションと現実世界
を結びつけ、相乗効果を生み出す。

双方の情報を最大限に抽出

シミュレーション観測・実験データ

データ同化



データ同化
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データ同化

シミュレーション観測・実験データ



データ同化
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データ同化

シミュレーション観測・実験データ

Process-driven
演繹

サイバー空間

Data-driven
帰納

現実世界



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
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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.



本実験のため一部占有利用







Real-time workflow



Real-time job scheduling



2019年8月25日 00:40 JST

気象庁
高解像度降水ナウキャスト

10分後予報
本研究の予報システム

10分後予報
さいたまMP-PAWR
実際の観測データ

プロセス駆動の数値モデルでゲリラ豪雨を予測
• 数分で急激に発達するゲリラ豪雨（赤点線内）

• その西側の豪雨の急速な弱まり



リアルタイムにスマホ配信
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Forecast Lead Time > 26 min.
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Most of the time,
30-min forecast is 

ready in 4 min.
of the process time



Plans

Verify & Publish Improve Test in 2021

New “Fugaku”



2012年9月共用 2021年3月共用100x

リアルタイム
1000アンサンブル

Global 3.5-km-mesh
1000アンサンブル

Global 112-km-mesh

Non real time



2012年9月共用 2021年3月共用

Good for both Big DA
and ML

Good for Big DA
Not suitable for ML



Society5.0「高度天気予報活用社会」へ

自然
計測

生活・社会経済

現実世界サイバー世界

1101011
1101011
1101011

シミュレーション ビッグデータ

ビッグデータ同化

AI

同期・予測・制御

IoT
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