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中央気象台に研究課を設置（前身）

中央気象台分掌規程の改正に伴い、東京都杉並
区において中央気象台研究部として再発足（気象
研究所創立）

中央気象台気象研究所と改称

運輸省設置法の改正により、中央気象台が気象庁
に昇格したことに伴い、1 課 9 研究部で構成され
る気象庁気象研究所となる

総務部を新設し、会計課、研究業務課を設置

高層気象研究部を台風研究部に、地球電磁気研究
部を高層物理研究部に改組

気象測器研究部を気象衛星研究部に改組

研究業務課を廃止し、総務部の外に企画室を設置

地震研究部を地震火山研究部に改組

筑波研究学園都市（現在地）に移転

高層物理研究部と気象衛星研究部を廃止し、気候
研究部と気象衛星・観測システム研究部を新設

応用気象研究部を環境・応用気象研究部に改組

物理気象研究部、海洋研究部及び地球化学研究
部を廃止し、研究総務官、研究調整官及び海洋・
地球化学研究部を新設

地震火山研究部を廃止し、地震津波研究部と火山
研究部を新設

予報研究部、気候研究部、台風研究部、環境・
応用気象研究部、 気象衛星・観測システム研究部
及び海洋・地球化学研究部を廃止し、全球大気海
洋研究部、気象予報研究部、気象観測研究部、
台風･災害気象研究部、気候･環境研究部、応用
気象研究部を新設

　わが国では古来より、集中豪雨・台風・地震・火山噴火等の自然災害がしばしば発生し、多くの被害を
受けてきました。これらの自然災害による被害の軽減を図り、安全・安心な社会を実現することは、国と
しての重要な課題です。また、地球温暖化・大気汚染など、地球規模での気候変動・地球環境問題も人類
共通の課題となっています。
　気象庁は、的確な情報を提供することによって、自然災害の軽減をはじめ、国民生活の向上、交通安全
の確保、産業の発展などを実現することを任務としており、この任務を果たすためには、最新の科学に立
脚した高度な技術が不可欠です。
　気象研究所は、気象庁の施設等機関として、気象・地象・水象に関する現象の解明及び予測の研究、な
らびに関連技術の開発に取り組み、気象業務の技術基盤の高度化に貢献しています。また、国内外の研究
機関と積極的に連携するとともに、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）による評価報告書の作成
などの国際的な活動にも積極的に参画しています。
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■ 気象研究所予算 ■ 科学研究費助成事業
■ 環境研究総合推進費 ■ 他省庁等予算

令和元年５月現在

注１ 令和元年度予算は、現在集計中のため、科学研究費助成金事業及び環境研究総合推進費を含んでいない。
注２ 平成27年度及び平成28年度の環境研究総合推進費は、他省庁等予算に含んでいる。
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地震と津波の監視・予測に関する研究
南海トラフ沿いのプレート間固着状態と津波地震の発生
状況即時把握に関する研究（2016 年度～ 2020 年度）

シームレスな気象予測の災害・交通・産業への応用に関
する研究

気候・地球環境変動の要因解明と予測に関する研究

台風・顕著現象の機構解明と監視予測技術の開発に関す
る研究

データ同化技術と観測データの高度利用に関する研究
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　気象研究所は、気象庁が発表する気象や地震火山、気候等の各種情報の改善に向けた研究を実施しています。
特に、基盤技術研究、課題解決型研究、地震・津波・火山研究及び応用気象研究として目的に応じて分類し、
外部有識者による研究評価を取り入れた上で、重点的に実施しています。
　これらの研究成果は、気象庁における業務化・業務改善に活用されるほか、IPCC 報告書などを通じて国内
外の機関に対し様々な形で社会へ貢献しています。また、広報活動を通し国民への研究成果や知識の普及に努
めています。

研究評価

アウトリーチおよび広報活動

 論文誌「気象研究所研究報告」の発行

 報告書「気象研究所技術報告」の発行

 一般公開（科学技術週間、夏休み期間）の実施

 学生等の団体による研究施設見学

 研究成果発表会の開催、科学関連イベントへの出展

 顕著な成果に関する報道発表

　研究成果は公開して、国内外の研究者の活動推進に役立てられると
ともに、一般向けの広報イベントの開催、見学受け入れを行っています。

　研究活動の進捗・成果について、外部有識者に
よる評価を受け、研究計画に反映しています。

 気象研究所評議委員会による外部評価

様々な形での社会への貢献






　国、地方公共団体等の行政機関や地球環境にかかわる施
策の立案・実施機関に対し、研究で得られた知見や成果を
積極的に提供するとともに、国際的な技術協力や技術支援
等の国際貢献活動を積極的に推進しています。

IPCCをはじめとした各種委員会を通じた
関係機関への貢献
JICA等が主催する研修を通じた国際貢献
学術会議、研究集会、学術論文等での発表
を通じた科学技術発展への貢献

研究
成果

研究成果

研究成果

公開

気象庁における業務化・業務改善















航空機による上空の温室効果ガス観測の業務化
（平成23年2月）
新しい津波警報の発表開始
（平成25年3月）
新しい降灰予報（量的降灰予報）の発表開始
（平成27年3月）
二重偏波ドップラーレーダーの運用開始
（平成28年3月）
地球温暖化予測情報第9巻の刊行に貢献
（平成29年3月）
巨大地震に対応した緊急地震速報の精度改善
（平成30年3月）
台風強度予報（5日先）の運用開始
（平成31年3月）

　気象研究所の任務は、気象業務への高度な実用的
技術の提供を目指して、研究を行うことです。研究
成果は気象庁の様々な業務の改善、推進のために活
用されます。
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地球システム・海洋モデリングに関する研究 データ同化技術と観測データの高度利用に関する研究
　数値予報モデル開発に関連して、地球の大気、海洋、陸面・雪氷、大気微量成分など地球システムを
構成する各要素を総合的に扱う「地球システムモデル」の考え方に基づいた研究を進めます。その成果
をもとに、様々な時間・空間スケールの現象の高精度な解析と予測に適用させられる、「階層的」な「地
球システムモデル」を構築し、次世代の現業数値予報モデルの開発に係る方針を得ることを目指します。

　台風、集中豪雨等の監視・予測精度向上のため、全球からメソスケールまでのデータ同化技術と、衛
星・地上リモートセンシング及び直接観測データを利用した監視・予測技術の開発を一体的に進めます。

大気の物理過程の解明とモデル化に関する研究

台風・顕著現象の機構解明と監視予測技術の開発に関する研究

　大気の各種物理過程を観測や実験により解明し、この成果を数値予報モデルに反映させることによっ
て、集中豪雨や台風の予測、季節予報、地球温暖化予測に用いられる数値予報モデルの予測精度を向上
させることを目指します。

　台風および集中豪雨・大雪・竜巻等突風等の顕著現象がもたらす気象災害を防止・軽減するため、最
先端の観測・解析手法や高精度の数値予報システムを用い、これらの現象の機構解明と高度な監視予測
技術の開発を行います。

地球温暖化
予測モデル

大気海洋結合モデル
季節予報システム

地球システムを構成する要素と相互作用

将来の温暖化予測、将来の現業システムに資する次世代のモデル開発

海洋データ同化
大気海洋結合同化

化学輸送モデル・
データ同化

●予測の不確実性を
　低減し、温暖化適応策の
　ための高精度の気候予測
●精緻化した物理過程を導入した
　高解像度かつ高精度の気象予測
●将来に向けた高解像度非静力学全球モデル開発

●短期～長期の予測に
　対応できる大気海洋
　結合モデル
●季節内から数年変動の
　予測可能性に関わる
　予報システムの高度化

●中緯度の渦や
　海洋物質循環過程を
　表現できる高精度の
　海洋‐海氷モデル
●大気と波浪の相互
　作用の適切な評価

海洋‐海氷モデル
大気波浪結合モデル

●海洋観測データの高度利用
●将来に向けた
　大気海洋結合同化の開発

●大気微量成分をデータ同化し
　化学輸送過程を精緻化した
　高精度の化学輸送モデル
●3次元分布や再解析データ
●モデルの輸送過程の改善

概 要

気象庁数値予報モデルの高度化

大気・雪氷面相互作用
・放射過程
・熱・水収支過程
・雪質、積雪粒径、光吸
収性不純物

接地境界層の乱流過程

・統計量の普遍則
・陸面粗度の影響
・乱流輸送量の評価式

エーロゾル・雲・降水
微物理
・エーロゾルの雲・降水
影響解明
・エーロゾル・雲・降水統
合パラメタリゼーション

積雲対流・雲・放射

・積雲対流グレーゾーン
・格子内の部分雲表現
・雲放射

高解像度領域モデル

・解像度依存性
・広域化（領域台風モデ
ル）
・力学フレーム

・地上観測
・風洞実験

・詳細放射・積雪モデル
・気象・放射・雪氷観測
・衛星リモセン監視 ・衛星リモセン監視

・詳細雲物理モデル
・地上・航空機観測
・チェンバー実験

・asucaの高解像度計算
・熱帯域でのasuca計算

・数値計算(LESとasuca) ・数値計算(湿潤LES)

大気の物理過程の解明とパラメタリゼーション高度化の方向性の提案

概 要

経常的に実施する研究

データ同化あり

データ同化なし

推定日射量 火山灰カラム量
船舶GNSS観測ライダー観測 数値予報精度向上の実証

同
化
技
術

観
測
技
術

衛星データ

衛星データ同化技術及び全球同化システムの改良 メソスケール高解像度同化システムの及びアンサンブル摂動作成法の改良

衛星・地上放射観測及び放射計算・解析技術の開発 地上リモートセンシング技術及びそれらをコアとした
水蒸気等の観測技術に関する研究

より多くの衛星データを同化で利
用可能とするとともに、新規衛星・
ひまわり後継等について評価を実
施（OSSE）

アンサンブルを用いた同化手法の
開発や観測情報拡充、数値予報シ
ステムの診断の高度化

衛星データを利用した新たなリト
リーバル手法の開発
大気・地表面放射モデルの高度化
新規ひまわりプロダクトの開発
大気放射収支の変動及びエーロ
ゾル・雲の監視技術の高度化

鉛直分布観測（ライダー）や船
舶GNSS等を用いた、水蒸気
のより詳細な時空間分布の観
測手法の開発

水蒸気等の観測技術の開発・
改良、数値予報への最適利用
技術の開発と評価

領域モデルのアンサンブル
　摂動作成法の改良

全球スケール メソスケール

概 要

シビア現象に適用できる高解像度
　非線形同化システムの開発
領域モデルの高頻度・高密度な観
測ビッグデータの同化法の開発

（数日～1日） 時間スケール（～半日） （1時間～数分）

（
大
）

空
間
ス
ケ
ー
ル

(小
）

① 台風の発生、発達から温
帯低気圧化に至る解析・予
測技術の研究

10 
km

降水コア追跡

対流システムの盛衰解析

竜巻渦の探知・追跡

ＡＩによる即時自動解析

・偏波情報を用いた降水強度高精度推定
・降水粒子の種類判別
・レーダーによる気象物理量の抽出
・高速立体観測技術の開発

④ 先端的気象レーダーの観測技術の研究

湿潤大気 雨 雹

雪

③ 顕著現象の自動探知・直
前予測技術のための研究開
発

顕著現象の事例・統計解析

線状降水帯等の
データベース化

② 顕著現象の実態解明と
数値予報を用いた予測技術
の研究

数値予報システムを活用
した予測技術の高度化

概 要
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地殻活動監視に関する研究 地震動即時予測に関する研究

津波予測に関する研究

地震に係る

防災情報の

総合的な改善

伝播計算

沿岸津波波形の到達から減衰までの
全過程の予測精度の向上

沖合観測
データ

沿岸観測
データ

沿岸域の地形や摩擦等
パラメータの改善

津波初期値の推定

地震活動指標の
基礎的解析、
統合的地震活動
指標の考案、評価

精度向上、迅速化、
堅牢化、長周期まで
含めた様々な周期での
即時予測技術の高度化

第1波から後続波、
減衰に至るまでの
津波予測の精度向上

即時的地震像把握に関する研究プレート間固着状態監視に関する研究

GNSS解析・SAR解析
ひずみ解析

余震解析
震源過程解析

固着状態変化の把握 地震発生直後の
即時・迅速な破壊域把握

地震発生シミュレーション

固着状態・地殻活動変化の物理解釈

［継続］［継続］

南海トラフ沿いのプレート間固着状態監視と津波地震の発生状況即時把握に関する研究

地震前 地震後

地震時

気候・地球環境変動の要因解明と予測に関する研究

火山活動の監視・予測に関する研究

　大気と海洋の物理現象と温室効果ガスの挙動に関する様々な観測データや、気候の変化を再現・予測
する数値モデルのシミュレーション結果などを多角的に解析します。これによって気候や地球環境の変
動とメカニズムをよりよく理解し、それらの将来予測の信頼性向上を促すとともに、観測や数値モデル
の発展を推し進めます。

　火山活動への理解を深め、火山現象の評価・予測の精度を高めることにより、気象庁火山業務におけ
る噴火警報、噴火警戒レベル、降灰予報、航空路火山灰情報などの改善に貢献します。

南海トラフ沿いのプレート間固着状態監視と
津波地震の発生状況即時把握に関する研究
　南海トラフ沿いでは将来巨大地震が発生すると懸念されています。そのような大規模地震に備えるた
めに、巨大地震が発生する場所の性質を調べ、前兆すべりなどの地震発生の現象に対する検地・解析能
力を高めるための研究を行っています。また、巨大地震が発生した場合には、どのような地震が発生し
たかを的確に捉え、精度の高い津波警報等に結びつけるための技術開発も行っています。

地震と津波の監視・予測に関する研究

シームレスな気象予測の災害・交通・産業への応用に関する研究

　地震の発生に伴う災害を防止・軽減するため、地震活動・地震動・津波の諸現象への理解を深め、地
震と津波の監視・予測技術の開発・改良を行います。

　気象情報を利活用することにより、豊かで安全な生活をもたらすような世の中を実現することを目的
として、気象予測の精度の向上を目指すとともに、気象情報の利用に関して気象予測データの不確実性
の観点等も含め、各分野の専門家との協働・協創を行いながら、研究に取り組みます。

4. 海洋の生物地球化学循環と酸性化実態の解明

・大気化学トレーサー観測（ラドン等）
（綾里・南鳥島・与那国島・父島）

3. 大気中温室効果ガスの変動要因・炭素収支の解明

観測基準比較・標準化 変動要因の解析

観測・測定技術の開発
・レーザー分光型分析計
(CO2,CH4,CO2同位体等)
・酸素・ハロカーボン観測
・標準ガス（実大気充填調製） ・微小シグナルの検出(データ選別)

・トレーサーがもつソース情報の解析

2. 地球温暖化予測の不確実性低減

量の予測

1. 異常気象の実態解明と季節予測可能性の評価

海洋酸性化トレンド（観測）

海洋へのCO2吸収
トレンド（モデル）

•温室効果ガス変動の要因解析

地域規模の長期気候再現・予測における不確実性の低減

・水中グライダー

概 要

•十年～100年スケールの
予測可能性の理解

•十年規模予測・タイムスラ
イス実験システムの開発

•歴史的観測データを活用
した過去気候変動の理解 世紀末における10年に一度の降水

•季節内から数年変動の予測可能性 •長期再解析を用いた異常気象の理解 •温室効果ガス測定の高度化

•長期間・高精度の時系列観測・測定法開発
•高精度観測データと予測モデルデータを組み合わ
　せた解析

概 要

マグマ蓄積状況の変化を、
地殻変動、熱収支変化
などから推定

火山の活動評価
（火山活動の理解・モデル化）

火山ガス、熱水の採取
火山ガスのセンサー観測

・降灰予報
・航空路火山灰情報

噴火現象の即時把握（レーダー他）、火山灰・火山礫の輸送予測

多面的観測

・レーダー観測等と即時把握
・データ同化と移流拡散モデルの開発

・噴火に至るプロセスの解明
・解析手法の開発・改善
・火山内部の状態モニタ噴

・地殻変動観測
・重力繰り返し観測
・地表面熱収支観測
・空中熱赤外繰り返し観測

フィールドにおける
・火山ガス・熱水の化学組成、安定同位体比分析
・二酸化硫黄ガス放出率観測  ・土壌ガス観測
・多成分火山ガス観測  ・衛星リモートセンシング

・化学分析
・センサー観測と解析

・気象レーダー観測等

火山噴出物の監視技術と
データ同化に基づく輸送予測

地殻変動観測等に基づく
火山活動評価

化学的手法等による
火山活動監視

●温暖化適応、災害・交通、産業気象

地域気候モデルの改良と気候
予測、予測結果の信頼度評価
と物理メカニズム解明

全球・メソアンサンブル予報の
利活用、新たな予報ガイダンス
の開発

利活用気象データの評価と
気候リスク管理、産業別気候
指標開発

概 要

概 要

災害・交通 ビジネス 温暖化適応

シームレス
な気象予報
・予測データ

降水将来変化

ダウンスケーリングデータ整備と予測精度評価

長期再解析AMeDAS 週間～季節予測

各種
レポート

災害・交通

社会・一般市民

最先端の
気候リスク

管理

フィード
バック

産業別気
候指標の
開発

産業

季節予報全球・領域アンサンブル予報 温暖化予測

他
セ
ク
タ
ー
・
研

究
機

関
と
の

連
携

基盤技術開発型課題
他の研究課題
との連携

データ同化技術及び観測データ
の高度利用に関する技術 地球システム・海洋モデリング

気候・環境課題台風・顕著現象課題 課題解決型課題

経常的に実施する研究
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