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国土交通省では、従来よりも精度の高く詳細な雨量観測ができる通称“Xバンドレーダー”

と呼ばれる気象レーダーで雨量情報を提供しているが、そのレーダーの発する電波が

9GHz帯という極めて高い周波数のため、降雨内または降雨により形成される水膜が原因

でレーダー波が減衰し、正確な観測ができなくなるという問題があった。この水膜減衰対策に効果を発揮したNTT-ATの

超撥水材“HIREC”について、総務省委託、（財）テレコム先端技術研究支援センター受託「レドームの減衰モデル策定検

討会」において主査を務めた、獨協大学教授の中村健冶氏に詳しい話を伺った。

適用事例

水玉が生き物のように飛んで跳ねる！？
「レドームの減衰モデル策定検討会」の実証実験において、
関係者全員を驚嘆させた現象の正体とは？

XバンドレーダーとCバンドレーダーの性能比較
出典：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/gijutsukaihatsu/xband/haisin.html）

● 国民の生命と財産を守る気象レーダー

近年、ゲリラ豪雨などの局地的な集中豪雨に
よる問題がクローズアップされているが、梅雨
や台風シーズン以外にも各地で発生する豪雨
被害のニュースや、大雨警報が発令される日
数が30年前に比べて1.5倍に増加していると
いう気象庁の統計データも、その事実を如実
に物語っている。こうした事態を踏まえて国土
交通省では、迅速な警報発令による被害の低
減を目的として、従来から気象レーダーとして
使われてきたCバンドレーダーから、より高頻
度・高分解能で雨量の観測ができるXバンド
レーダーの導入への切り替えを進めている。
従来は5～10分かかっていた雨雲レーダー画
像の更新時間を1～2分にまで大幅に短縮する
ことができるようになったという。中村氏はX
バンドレーダーのもたらす効果について、こう
語る。
「ここ最近増加しているゲリラ豪雨は、河川の
氾濫や家屋の浸水などの人命に関わる被害が
出る可能性が高いため、迅速で精度の高い予

報は社会的に
強い要望があ
りました。導入
されたXバン
ドレーダーの
最大のメリッ
トは、従来の
数時間後の予
報だけではな
く、数十分後

の予報が高精度で提供できるようになったこ
とです。しかしこのXバンドレーダーは大きな
問題があり、私たち気象関係者を悩ませること
になったのです。」

● 雨が降ると精度が落ちる雨雲レーダー？

その問題とはXバンドレーダーが使うレーダー
波の周波数に原因あったという。中村氏はこう
続ける。
「従来のCバンドレーダーで使われていたレー
ダー波は5GHz帯（波長約5cm）でしたが、より
迅速で高精度なレーダー画像を得るには、
もっと波長の短い周波数帯を使う必要があっ
たため、Xバンドレーダーでは9GHz帯（波長約
3cm）を使っています。この9GHzという帯域の
レーダー波そのものが新たな問題を引き起こ
したのです。具体的には、強い雨が降ると正確
なレーダー画像が得られなくなるという現象
が起きるのです。降雨によって電波が減衰する
と同時にレドーム表面に薄い水膜ができ、これ
がレーダー波を遮断していたのです。これは
“水膜減衰”と呼ばれる現象で、正確なレーダー
観測ができなくなるのです。Cバンドレーダー
の5GHz帯ではあまり問題にならなかったので
すが、9GHz帯では問題となりました。」
気象レーダーなどの電波利用を管轄する総務
省はこれを喫緊の問題ととらえ、気象研究関係
者、無線機器製造事業者、気象レーダー運用
者などで構成する「レドームの減衰モデル策
定検討会」を2006年に発足。その問題の解決
を図ることになったという。

● 実証実験で挙がった驚きの声

この検討会において主査に任命された中村氏
は、その当時、名古屋大学の地球水循環研究
センターにおいてセンター長も兼任していた
が、レーダー気象学の研究者のひとりとして水
膜減衰に対する有力な対策に、撥水材を検討
した当時についてこう語る。
「気象レーダーの性能確保には水滴接触角
140°以上になると、レドーム表面に降る雨水
がほぼ球体に近くなるため、自然に流れ落ち
て水膜はできません。そこでレドームの表面形
状や撥水材を検討しましたが、要求する性能
に達していないものばかりでした。水滴接触角
120°程度でも水膜防止にある程度の効果はあ
るのですが、それらの撥水材は施工して数カ
月から半年ほどで撥水性能が低下し、レー
ダーに影響を与えてしまうのです。その原因は
大気中や雨に含まれる汚染物質などが付着す
ることによる撥水性能の低下が原因でした。そ
れならば数カ月ごとにレドームへ再施工すれ
ば良いと思われがちですが、高い鉄塔の上に
設置されたレドームは再施工のたびに足場を
組む必要もあり、そのコストも無視できません。
私たちの要求を満たす撥水材として、NTT-AT
さんの超撥水材HIRECが有力な候補になりま
した。公表されていたHIRECの水滴接触角
150°という数字の確認とその効果を、実際に
自分たちの目で確かめることにしたのです。」
半信半疑だった中村氏らは、ほどなくして
HIRECの試験をおこなったが、実際にその撥水
性能を目の当たりにした時は、検討会メン
バーの誰もが驚いたという。
「試験のためにレドーム表面に撥水材を塗布
したのち、雨に見立てたシャワー状の水をレ

ドームに掛けたところ、水滴がまるで生き物の
ように弾け飛んでいたのです。これを見ていた
私や他のメンバーらは、思わず『おおっ！』と声
を上げてしまったくらいでしたよ。」
だが、どれほど撥水効果が高くても、施工から
半年後に同じ撥水性能が持続されていなけれ
ば意味がない。ところが中村氏は、この問題を
HIRECがクリアできる見込みが当初からあった
という。
「以前に試験した他の撥水材で問題になった
大気中や雨に含まれる汚染物質によって撥水
性能が低下する問題ですが、このHIRECには
酸化チタンが含まれているという点に着目し
ました。酸化チタンの光触媒反応は表面がわ
ずかに削れることで新生面が現れる“セルフク
リーニング効果”があるため、長い期間の撥水
と防汚効果が期待できることを知っていたか
らです。」
HIRECの試験はその後も続いたが、半年経過
後も撥水性能の維持を確認できたため、検討
会は「もっとも効果あり」との報告書を総務省
へ提出することとなったのだ。

● 気象予報のさらなる信頼性向上へ

Xバンドレーダーの水膜減衰対策の切り札と
なったHIRECは、国土交通省が整備する全国
のXバンドレーダーに採用されている。しかし
中村氏は、さらなる気象予報の信頼性を上げ
るための労力を今後も惜しまないという。
「異常気象による災害が増えるいま、国民の生
命と財産を豪雨被害から守る信頼性の高い気
象インフラは、これからさらに重要になります。
今回のHIRECに限らず、気象予報に役立つよう
なハイテク技術があれば、その時はまたぜひ
NTT-ATさんの力をお借りしたいと思います。」
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※イラストは機能説明のためのイメージです。

レドーム

水膜の影響でレーダー波が
減衰し、受信障害が発生。

発信側レーダー波

撥水効果により水玉が弾き飛ばされる

受信側レーダー波 受信側レーダー波

降雨による水膜

撥水効果で雨水が流れ落
ち、水膜ができないため
レーダー波は減衰しない。

レドーム

降雨の水膜によるレーダー波への影響および、HIRECの水膜防止効果
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