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はじめに 1
今年度中に実施を予定している主な数値予報の改善は以下の７項目である。
・全球数値予報モデル（GSM）での適合ガウス格子の採用
・メソ数値予報モデル（MSM）への非静力学 4 次元変分法の導入
・昨年度整備したドップラーレーダーデータのメソ解析での利用
・地上設置型 GPS データのメソ解析での利用
・全球解析での各種衛星データの利用
・全球数値予報モデル（GSM）での物理過程の改良
・メソ数値予報モデル（MSM）での物理過程の改良
全球数値予報モデル（GSM）での適合ガウス格子の採用は 8 月 5 日に実現し、高緯度域
を中心にこれまで冗長だった格子点を間引くことにより精度を保ったまま計算時間を短縮
することができた。また、同時に実施した各部分の見直し・改良により予測精度も向上し
た。一方、昨年度整備したドップラーレーダーデータのメソ解析での本格的利用も同じく 8
月 5 日に開始し、予測精度の向上をもたらした。
そして長年の懸案であった地上設置型 GPS
データのメソ解析での利用は、メソ数値予報モデル（MSM）において降水予測精度の向上
が確認されたことから、2008 年中に実施の予定である。もう一つの懸案であるメソ数値予
報モデル（MSM）への非静力学 4 次元変分法の導入を含むその他の改善項目についても、
年度後半にできる限り実現すべく精力的に開発を進めている。
今年度の研修テキストでは、最新の数値予報モデルとガイダンスの予測特性について調査
した結果をまとめて報告する。一般にモデルやその結果を使って作成されるガイダンスの
予測特性は地域や季節によって変化するため、今年度は、特に、地域や季節による予測特
性の違いに重点を置いて解説を行うよう心がけた。
本テキストによって、モデルやガイダンスの予測特性についての理解が深まり、きめ細
かい知識の活用によって、適切な防災気象情報等の作成に役立つことを願っている。
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1.1 㧗ゎീᗘ⌫ࣔࢹࣝࡢᨵⰋ1
⌫ࣔࢹࣝ㸦GSM㸧ࡣࠊ2007ᖺ11᭶Ỉᖹゎീ
ᗘࡢ20kmࢆ⾜ࡗࡓᚋࡶᨵⰋࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
2008ᖺ8᭶ࡣ㧗㏿ࢆ࡞┠ⓗࡋࡓᨵⰋࢆ⾜࡞
ࡗࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࡇࡢᨵⰋ࡛ᑟධࡉࢀࡓ㐺ྜ࢞࢘ࢫ
᱁Ꮚ㸦Reduced Gaussian Grid: RGG㸧ࡢ⌧ᴗヨ
㦂ࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰࠊ2008ᖺ1᭶ᑐὶ᭷ຠ⨨࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢィ⟬᪉ἲࡘ࠸࡚ᨵⰋࡉࢀࡓࣔࢹࣝ
㸦GSM0801; Ẽ㇟ᗇ 2007㸧ࡽࡢኚ᭦Ⅼࡘ࠸࡚
グ㏙ࡍࡿࠋ

᱁Ꮚᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⦋ᗘ70㺽㏆࡛᱁Ꮚᩘࡣ
༙ศ࡞ࡾࠊ᭱ࡶᴟ㏆࠸⦋ᗘ㸦89.86㺽㸧࡛ࡣ60᱁
Ꮚ㉥㐨ࡢ32ศࡢ1࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌫࠾ࡅࡿ
᱁Ꮚᩘࡣᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡢ71.2%࡛࠶ࡿࠋᅗ1.1.3ࡣ
ᮾす᪉ྥࡢ᱁Ꮚ㛫㝸࡛࠶ࡿࠋRGGࡣࠊ70㺽㏆ࡲ࡛ࠊ
ప⦋ᗘྠ⛬ᗘࡢ᱁Ꮚ㛫㝸ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋ
㸦2㸧 Ἴ᱁ᏊኚࡢᨵⰋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢGSMࡽࠊἼ᱁Ꮚኚ࠾ࡅࡿ᭱㧗ḟ
Ἴᩘࡢᢅ࠸ࢆᨵⰋࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩘ್⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࠊ୍㒊࡛4ಸ⢭ᗘᐇᩘࢆ⏝ࡍࡿࡼ࠺ኚ᭦ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨵⰋࡼࡾࠊຊᏛ㐣⛬ࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀ
ࡓࠋ

1.1.1 ࣔࢹࣝࡢᨵⰋ
㸦1㸧 ᱁Ꮚ⣔ࡢRGG
ࡇࢀࡲ࡛ࡢGSM࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ୍⯡ⓗ࡞࢞࢘
ࢫ᱁Ꮚ㸦௨ୗࠊᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁Ꮚ㸧ࡢሙྜࠊࡢ⦋ᗘ
࡛ࡶᮾす᪉ྥࡢ᱁Ꮚᩘࡀ➼ࡋ࠸ࡓࡵࠊ᱁Ꮚ㛫㝸ࡣ㧗
⦋ᗘ࡞ࡿᚑ࠸⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ1.1.1㸧ࠊゎീ
ᗘ ࠸࠺Ⅼ ࡽࡣ㛗࡞ ィ⟬ࢆࡋ࡚ ࠸ࡿ㸦ᐑᮏ
2005㸧ࠋࡇࡢ㛗࡞᱁Ꮚᩘࢆ㐺ษῶࡽࡍࡇࡼ
ࡗ࡚ࠊணሗ⢭ᗘᙳ㡪ࢆ࠼ࡎ2ᩘ್ィ⟬ࡢ㧗㏿
ࢆᅗࡿࡇࡀࠊRGGᑟධࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ᩘ್ணሗ࣮ࣝࢳ࡛ࣥ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿRGG
ࡢ᱁Ꮚ⣔ࡀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆぢ࡚ࡳࡿࠋᅗ1.1.2
RGGࡢ⦋ᗘᑐࡍࡿᮾす᱁Ꮚᩘࡢኚࢆ⾲ࡋࡓࠋ᱁
Ꮚᩘࡣ༡ᑐ⛠࡛࠶ࡾࠊ㉥㐨ࡽࡋࡤࡽࡃ㛫ᘬࡁࡢ
࡞࠸≧ែࡀ⥆ࡃࡀࠊ⦋ᗘ⣙30㺽ࡽ᱁Ꮚᩘࡢῶᑡࡀ
ጞࡲࡿࠋ᪥ᮏࡢᮏᕞ㏆࡛ࡣ㉥㐨ẚᴫࡋ࡚85%

㸦3㸧 ᣑᩓಀᩘࡢぢ┤ࡋ
ࡲ࡛ࡢGSM࡛ࡣࠊ㢼ࡢⓎᩓᡂศᑐࡍࡿᣑᩓಀ
ᩘࡀࠊ㢼ࡢᅇ㌿ᡂศࡸ௬ ᗘࡢࡑࢀẚ2ಸ࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆ㢼ࡢⓎᩓᡂศࡘ࠸࡚ࡶࠊࡢࡶ
ࡢ୍⮴ࡉࡏࡿࡼ࠺ᨵⰋࡋࡓࠋ
㸦4㸧 ỈẼ㞼Ỉࡢ⛣ὶࡢ㧗ᗘ
ྜྷᮧ㸦2005㸧ࢆᇶࠊỈẼ㞼Ỉࡢ㖄┤⛣ὶ
ࣥࢲ࣮ࢩ࣮ࣗࢺ㸦࿘ᅖࡢ᱁ᏊⅬ್ࡼࡾ್ࡀᑠࡉ
࠸ࠊᒁᡤⓗ࡞ᴟᑠ್㸧ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺⛣ὶࢫ࢟
࣮࣒ࢆ⢭⦓ࡋࡓࠋ

ᅗ 1.1.1 ࣔࢹࣝ᱁Ꮚ㓄⨨ࡢ㸦ᮾす 32 ᱁Ꮚࡢ㸧
ࠋᐑᮏ㸦2005㸧ࡢᅗ 3.1.10 ࢆᥖࠋᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡢሙ
ྜࠊ㧗⦋ᗘ࡛ᮾす᱁Ꮚ㛫㝸ࡀᐦ࡞ࡿ㸦ᕥ㸧ࡀࠊ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚ࡛ࡣࡇࢀࢆ㐺ษ㛫ᘬࡃ㸦ྑ㸧ࠋ
1ᒾᮧබኴ
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ᯝࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࡇࡀᐑᮏ㸦2005㸧♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

1

ࡑࢀ௨㝆ࠊᴟ㏆࡙ࡃᛴ㏿᱁Ꮚ㛫㝸ࡀ⊃ࡃ࡞ࡿ⌮⏤
ࡣᐑᮏ㸦2005㸧ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

GSM0801➨1.1.1㡯࡛㏙ࡓᨵⰋࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝ
࡛ࡢᐇ㦂ࢆࢸࢫࢺᐇ㦂ࡍࡿࠋ᳨ドࡣ≉᩿ࡾࡀ࡞
࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊኟ࣭ࡑࢀࡒࢀ31᪥㛫ࡢ12UTC
ึᮇ್ࡢணሗࢆᇶ⾜࡞ࡗࡓࠋGSM0801ࡢ≉ᛶࡣ
➨1.2⠇ཬࡧἙཎ㸦2007㸧ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ
࠸ࠋ

⦋ᗘ䛻䜘䜛ᮾす᱁Ꮚᩘ䛾ኚ
㻥㻜
㻣㻡

⦋ᗘ㼇㼻㼉

㻢㻜

㸦1㸧 ィ⟬㛫
RGGࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㧗㏿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛⣙40ศࡗ࡚࠸ࡓ84㛫ணሗࡀࠊ⣙31
ศ▷⦰ࡉࢀࡓࠋ

㻠㻡
㻟㻜
㻝㻡
㻜

㻜

㻞㻠㻜

㻠㻤㻜

㻣㻞㻜

㻥㻢㻜

㸦2㸧 ᑐࢰࣥࢹ᳨ド
ᅗ 1.1.4᪥ᮏᇦ࠾ࡅࡿᑐࢰࣥࢹ᳨ドࡼࡿ
FT=48࡛ࡢẼ ࠊ┦ᑐ‵ᗘࠊ㢼㏿ࡢMERMSEࡢ
㖄┤ศᕸࢆ♧ࡍࠋ┦ᑐ‵ᗘࡢMEࡣኟ࣭ࡶ‵
ࡽࡏࡿ᪉ྥኚࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ᒙ࡛ࡢ⇱ࣂࢫ
ࡣᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢼㏿ࡢMEࡣ400hPaࡼࡾୗᒙ࡛ᴫ
ࡡᨵၿࠊࡑࢀࡼࡾୖ࡛ᨵᝏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊୗ
ᒙ㸦925hPa㸧ࡢప ࣂࢫ‵₶ࣂࢫᨵ
ၿࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋRMSEࡣࠊኟࡘ࠸࡚ࡣୗᒙࡢ㢼
㏿࡛ᨵᝏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௨እࡣ୰❧ࠊࡘ࠸࡚ࡣẼ
ࠊ┦ᑐ‵ᗘࠊ㢼㏿ࡶᨵၿഴྥ࠶ࡿࠋ

㻝㻞㻜㻜 㻝㻠㻠㻜 㻝㻢㻤㻜 㻝㻥㻞㻜

᱁Ꮚᩘ
ᅗ 1.1.2 㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚ࠾ࡅࡿᮾす᱁Ꮚᩘࡢኚࠋ
㉥㐨࠾ࡅࡿ᱁Ꮚᩘࡣ 1920 ᱁Ꮚࠋ30 㺽㏆ࡽࡇࢀ
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㻌⦋ᗘ䛻䜘䜛ᮾす᪉ྥ䛾᱁Ꮚ㛫㝸

㻥㻜

㐺ྜ䜺䜴䝇᱁Ꮚ

㻣㻡

㸦3㸧 ᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド
FT=48ࡲ࡛ࡢ12UTCึᮇ್ࡢ㝆Ỉ㔞ࡘ࠸࡚ࠊᑐ
࣓ࢲࢫ᳨࡛ドࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀ
ከࡃࠊᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡲ࡛ࡢ
ഴྥࡁ࡞ኚࡣ࡞࠸ࡀࠊኟᐇ㦂㸦ᅗ1.1.5㸧࡛ࡣࠊ
ࣂ ࢫࢫࢥ ࠊ࢚ࢡ ࢱࣈࣝࢫࣞ ࢵࢺࢫࢥ
㸦ETS㸧ࡶFT=48ࡢ20mm/12h๓ᚋ࡛ࡇࢀࡲ࡛
ᙉ࠸㝆Ỉࢆ࠶ࡲࡾணሗࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓഴྥᨵၿ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊኟᐇ㦂࡛ࡣFT=24,36ࡢᙉ࠸㝆Ỉ
࡛ETSࡀᨵᝏ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐇ㦂㸦ᅗ1.1.6㸧࡛ࡣ
FT=48ࡢ10㹼20mm/12h࡛ࣂࢫࢫࢥࠊETS
ࡶᨵᝏࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤫ィⓗࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⦋ᗘ㻌㼇㼻㼉

㻢㻜
㻠㻡
ᶆ‽䜺䜴䝇᱁Ꮚ

㻟㻜
㻝㻡
㻜

㻜

㻡

㻝㻜
㻝㻡
᱁Ꮚ㛫㝸㻌㼇㼗㼙㼉

㻞㻜

㻞㻡

ᅗ 1.1.3 ᱁Ꮚ⣔ࡼࡿᮾす᪉ྥࡢ᱁Ꮚ㛫㝸ࡢ㐪࠸ࠋᅗ
1.1.2 ࡛♧ࡋࡓ᱁Ꮚᩘࡽ⟬ฟࠋ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡣࠊ
70 㺽㏆ࡲ࡛ࠊప⦋ᗘྠ⛬ᗘࡢ᱁Ꮚ㛫㝸ࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

1.1.2 ⌧ᴗヨ㦂ࡢ⤖ᯝ
⌧ᴗヨ㦂ࡣ2006ᖺ8᭶㸦ኟᐇ㦂㸧2007ᖺ1᭶
㸦ᐇ㦂㸧ࡢࡑࢀࡒࢀ31᪥㛫ࢆᑐ㇟ࡋ࡚⾜࡞ࡗࡓࠋ
GSM0801 ࡛ ࡢ ᐇ 㦂 ࢆ ࢥ ࣥ ࢺ ࣟ ࣮ ࣝ ᐇ 㦂  ࡋ 4 ࠊ
4

ṇ☜ࡣࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡣ࣮ࣝࢳࣥ∧ࡢ GSM0801
␗࡞ࡾࠊ2007 ᖺ 12 ᭶⌧ᴗࡉࢀࡓ➨୍᥎ᐃ್స
ᡂࡢึᮇ್ࡢṆࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

2

㸦4㸧 ྎ㢼㐍㊰ணሗࡢ᳨ド
ᮏᐇ㦂ᮇ㛫୰Ⓨ⏕ࡋࡓྎ㢼ࡣT0606ࡽT0612
ࡲ࡛7ࡘ࠶ࡗࡓࠋ㐍㊰ண ࡣࢆ⥲ྜࡍࡿᨵ
ᝏ࡞ࡿࡀࠊ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ1.1.7㸧ࠋ
ࡲࡓࠊྎ㢼ࡈ㐍㊰ணሗࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ẚ
㍑ࡍࡿࠊⓎ⏕┤ᚋᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓT0611ࢆ㝖
ࡁࠊT0606ࠊT0609ࠊT0612ࡀᨵၿࠊT0607ࠊT0608ࠊ
T0610ࡀᨵᝏ࡞ࡾࠊ≉ࠊT0608T0610ࡣⓎ⏕
┤ᚋࡢணሗ⢭ᗘࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝẚ㍑ࡋ࡚ᝏࡗ
ࡓࠋࢸࢫࢺᐇ㦂ࡢ㐍㊰ணሗࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ẚ
㍑ࡋ࡚ࠊⰋࡗࡓࠊᝏࡗࡓࢆࡑࢀࡒࢀᅗ
1.1.8♧ࡍࠋ

䝔䝇䝖ᐇ㦂
䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᐇ㦂

Ẽ

┦ᑐ‵ᗘ

㢼㏿

ኟ

[K]
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[K]

ኟ

RMSE

[K]



[K]

ᅗ 1.1.4 ⌧ᴗヨ㦂ࡢᑐࢰࣥࢹ᳨ドࠋ᪥ᮏᇦࡘ࠸࡚ FT=48 ࡛ࡢ್ࠋୖࡽ㡰ࠊME㸦ኟࠊ㸧
ࠊRMSE㸦ኟࠊ㸧ࠋ
ᕥࡽ㡰ࠊẼ [K]ࠊ┦ᑐ‵ᗘ[%]ࠊ㢼㏿[m/s]ࠋ⦪㍈ࡣࡍ࡚Ẽᅽ㠃[hPa]ࠋ㉥⥺ࡀࢸࢫࢺᐇ㦂ࠊ㟷⥺ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝᐇ㦂ࠋ

3

䝔䝇䝖ᐇ㦂

ኟ

䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᐇ㦂

䝞䜲䜰䝇䝇䝁䜰

䜶䜽䜲䝍䝤䝹
䝇䝺䝑䝖䝇䝁䜰

FT=12
[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

FT=24

FT=36

FT=48

ᅗ 1.1.5 ⌧ᴗヨ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド㸦ኟ㸧
ࠋ12 㛫㝆Ỉ㔞ࡘ࠸࡚ࠊᕥࡽ㡰ࣂࢫࢫࢥࠊ࢚ࢡࢱࣈ
ࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥࠋᶓ㍈ࡣ㝆Ỉ㔞ࡢ㜈್[mm/12h]ࢆ⾲ࡍࠋFT ࡣୖࡽ 12,24,36,48ࠋ㉥⥺ࡀࢸࢫࢺᐇ㦂ࠊ㟷⥺ࡀ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%ࡢಙ㢗༊㛫ࢆ♧ࡍࠋࡢᅗࡶྵࡵࠊࢸࢫࢺᐇ㦂ࡢ್ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡢ࢚
࣮ࣛࣂ࣮ࡽእࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ᭷ព␗࡞ࡿ┠Ᏻࡍࡿࠋྛࢫࢥࡢ 95%ಙ㢗༊㛫ࡣᐇἣ࠶ࡾ࣭ணሗ࠶ࡾࡢᮇᚅ
್ศᩓࢆࡑࢀࡒࢀ FO/MࠊFO࣭XO/M3㸦グྕࡢពࡣ⾲ B.3.1 ཧ↷㸧ࡋࠊᐇἣ࡞ࡋ࣭ணሗ࠶ࡾࡶྠᵝᐃ⩏
ࡋ࡚ࠊࣛࣥࢲ࣒ 10000 ಶࡢศ⾲ࢆ⏕ᡂࡋ࡚ồࡵࡓࠋ

4

䝔䝇䝖ᐇ㦂



䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᐇ㦂

䝞䜲䜰䝇䝇䝁䜰

䜶䜽䜲䝍䝤䝹
䝇䝺䝑䝖䝇䝁䜰

FT=12
[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

[mm/12h]

FT=24

FT=36

FT=48

ᅗ 1.1.6 ⌧ᴗヨ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド㸦㸧
ࠋᅗࡢぢ᪉࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡢồࡵ᪉ࡣࠊᅗ 1.1.5 ྠࡌࠋ

5

ཧ⪃ᩥ⊩
Ἑཎᩧᥭ㻌2007㻌 ⯡᳨ド㻚㻌 ᖹᡂ19ᖺᗘᩘ್ணሗ
◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌5-10㻚㻌
Ẽ㇟ᗇ2007⌫ᩘ್ணሗࣔࢹࣝ㸦GSM㸧ࡢ✚
㞼ᑐὶࢫ࣮࣒࢟ࡢᨵⰋ㸬㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡
ሗ➨275ྕ.
ᐑᮏ࿃2005㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚ㸬ᩘ್ணሗㄢሗ
࿌ู࣭➨51ྕ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌39-42㻚㻌
ྜྷᮧ⿱ṇ2005㻌 ༢ㄪ࡞ࢭ࣑ࣛࢢࣛࣥࢪࣗ⛣ὶࢫ࢟
࣮࣒ࡢᑟධࡼࡿᡂᒙᅪࡢỈẼ㔞ࡢᨵၿ㸬2005
ᖺᗘ⛅Ꮨㅮ₇ண✏㞟㻘㻌 ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ㻘㻌245.

㻝㻚㻝㻚㻟 䜎䛸䜑
ᩘ್ணሗㄢ࡛ࡣ2008ᖺ8᭶㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࢆ⏝
࠸ࡓ⌫ࣔࢹࣝࢆ⌧ᴗࡋࡓࠋᅇࡢኚ᭦࡛ࡣࠊ᱁
Ꮚ⣔ࡢኚ᭦ຍ࠼ࠊ࠸ࡃࡘࡢᨵⰋࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ⌧
ᴗヨ㦂࡛ࡣᑐࢰࣥࢹ᳨ド࡛ࠊ┦ᑐ‵ᗘࡢ⇱ࣂ
ࢫ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࠋᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド
ࡘ࠸࡚ࡣࠊኟᏘ࡛ᨵၿࡋ࡚࠸ࡿ㜈್ࡶぢࡽࢀࡓࠋྎ
㢼ࡢ㐍㊰ணሗ⢭ᗘࡘ࠸࡚ࡣᨵᝏ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤫ィ
ⓗ᭷ព࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ィ⟬㛫ࡣRGGࡢᑟධࡼࡾࠊ⣙2๐ῶࡉࢀࡓࠋ
ᚋࡣࡇࡢ㛫ࢆࡼࡾ㧗ᗘ࡛」㞧࡞㐣⛬ࡢィ⟬
⏝ࡋࠊணሗ⢭ᗘࡢྥୖࢆᅗࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

RGG⌧ᴗヨ㦂 ྎ㢼㐍㊰ணሗ᳨ド
500

100

䝔䝇䝖ᐇ㦂
䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᐇ㦂

400

80

㐍
㊰ 300
ண
ሗ
ㄗ 200
ᕪ

同
60 呉
吮
呂
40 ᩘ

[km]

100
0

20

0

12

24

36
48
ணሗ㛫 [㛫]

60

72

0
84

ᅗ 1.1.7 ⌧ᴗヨ㦂ࡢྎ㢼㐍㊰ணሗ᳨ドࠋ2006 ᖺ 8 ᭶Ⓨ⏕ࡋࡓ 7 ࡘࡢྎ㢼ࢆணሗᑐ㇟ࡋࡓࠊ00 ཬࡧ 12UTC
ึᮇ್࠾ࡅࡿ㐍㊰ணሗㄗᕪ[km]㸦ᐇ⥺ࠊᕥ㍈㸧ࢧࣥࣉࣝᩘ㸦⥳Ⅼࠊྑ㍈㸧ࠋ㉥⥺ࡀࢸࢫࢺᐇ㦂ࠊ㟷⥺ࡀࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣㄗᕪࡢⓎ⏕ࡀṇつศᕸᚑ࠺௬ᐃࡋࡓሙྜࡢ 95%ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

T0610 8/14 12UTCึᮇ್

T0607 8/5 12UTCึᮇ್

䝧䝇䝖䝖䝷䝑䜽
䝔䝇䝖ᐇ㦂
䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᐇ㦂
ᅗ 1.1.8 ⌧ᴗヨ㦂࡛ࡢྎ㢼ࢺࣛࢵࢡࡢࠋᨵၿࡋࡓ㸦ᕥ㸧ࠊᨵᝏ࡞ࡗࡓ㸦ྑ㸧ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡍࠋ㉥⥺ࡀ
ࢸࢫࢺᐇ㦂ࠊ㟷⥺ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࠊ㯮⥺ࡀ࣋ࢫࢺࢺࣛࢵࢡࠋT0607㸦ᕥ㸧ࡣྎ㢼࡞ࡗ࡚ࡽ 12 㛫ᚋࠊT0610
㸦ྑ㸧ࡣ 24 㛫ᚋࡢึᮇ್ࡽࡢ 84 㛫ணሗ࡛࠶ࡿࠋ
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㻝㻚㻞㻌 ⤫ィ᳨ド㻝㻌
Ẽ㇟ᗇࡢ⌫ࣔࢹࣝ㻔GSM㻕ࡣࠊ2007ᖺ11᭶Ỉᖹ
ゎീᗘ20kmࡢ㧗ゎീᗘ⌫ࣔࢹࣝ㻔GSM0711㻕⛣
⾜ࡋࡓ2ࠋࡉࡽ2008ᖺ8᭶ࡣࠊィ⟬᱁Ꮚࢆᶆ‽࢞
࢘ࢫ᱁Ꮚࡽ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿ
㻔GSM0808㻕ࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊGSM0711ࡀᪧ⌫ࣔࢹࣝ
㸦௨ୗࠊ60kmGSM㸧ࡸ㡿ᇦࣔࢹࣝ㸦௨ୗࠊRSM㸧
୪⾜㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓᮇ㛫ࡶྵࡴࠊ2007ᖺ10᭶ࡽ
2008ᖺ8᭶ࡅ࡚ࡢGSM0711ཬࡧGSM0808ࡢண
ሗ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊྛ✀⤫ィ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌
ࡍࡿࠋ
➨1.1⠇࡛ࡶ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊGSM0808ࡣ
GSM0711ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐ‵ᗘ➼ࡢணᨵၿࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୧⪅ࡣࡰඹ㏻ࡢ≀⌮㐣⛬ࢆ⏝࠸
࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡽࠊணሗ≉ᛶ➼࡛ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡶ
ከ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵᮏ⠇ࡢ᳨ドᑐ㇟ࡣ2008ᖺ8᭶ࡢ
GSM0808ࡢணሗࡶྵࡵࡿࡇࡋࡓࠋࡲࡓᮏ⠇࡛
ࡣGSM0711GSM0808ࢆేࡏ࡚20kmGSMグ
㏙ࡍࡿࠋ
20kmGSMࡢ⥲ྜⓗ࡞ணሗ⢭ᗘࡸணሗ≉ᛶࡘ࠸
࡚ࡣࠊἙཎ㻔2007㻕ヲࡋࡃグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ
ᮏ✏࡛ࡣ➨1.2.1㡯࡛▷ࡃグ㏙ࡍࡿࡵࡿࠋ➨
1.2.2㡯௨㝆࡛ࡣࠊ20kmGSMࡢணሗࡢᆅᇦ≉ᛶࡢ⌮
ゎ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊࣔࢹࣝࡢண
ሗ≉ᛶࡣᏘ⠇ᕪࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊᏘ⠇ࡈ༊ษ
ࡗ᳨࡚ドࢆᐇࡍࡿࠋ

ᛶ㉁ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࢀࡽࡣἙཎ㻔2007㻕
࠾࠸࡚ࠊኟᮇ㛫࠾ࡼࡧᮇ㛫ࡢணሗᐇ㦂ࡢ᳨ド࡛
ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝඹ㏻࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ20kmGSMࡢ
ணሗ≉ᛶࡣ≉ᐃࡢᏘ⠇ࡢࡳᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ഴྥ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࠸࠼ࡿࠋ
㻝㻚㻞㻚㻞㻌 ᪥ᮏ㏆䛻䛚䛡䜛⥲ほሙ䛾⣔⤫ㄗᕪ㻌
ᩘ್ணሗࣔࢹࣝࢆணሗࡢ⌧ሙ࡛ά⏝ࡍࡿ࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ㏆࠾ࡅࡿࣔࢹࣝࡢணሗࡢᆅᇦ≉ᛶ
ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ᪥ᮏ㏆
࠾ࡅࡿ20kmGSMࡢ⥲ほሙࡢணሗࡘ࠸࡚ᑐึᮇ
᳨್ドࢆ⾜࠸ࠊㄗᕪศᕸࡢ≉ᚩࢆㄽࡌࡿࠋ᳨ドᑐ㇟
ࡣ12UTCึᮇ್ࡢFT=24,48ࡢணሗࡋࠊ2007ᖺ10
᭶1᪥㹼11᭶30᪥㸦௨ୗࠊ⛅Ꮨ㸧ࠊ2007ᖺ12᭶1᪥㹼
2008ᖺ2᭶29᪥㸦Ꮨ㸧ࠊ2008ᖺ3᭶1᪥㹼5᭶31᪥㸦
Ꮨ㸧ࠊ2008ᖺ6᭶1᪥㹼8᭶31᪥㸦ኟᏘ㸧ࡢ4ࡘࡢᮇ㛫
 ศࡅ᳨࡚ド ࢆ⾜࠺ࠋ᳨ ドࡍࡿせ⣲ ࡣᾏ㠃Ẽᅽ
㻔Psea㻕ࠊ500hPa㠃㧗ᗘ㻔Z500㻕ࠊ500hPa㠃Ẽ 㻔T500㻕ࠊ
925hPa㠃Ẽ 㻔T925㻕ࡍࡿࠋ
㻔1㻕 ᾏ㠃Ẽᅽ㻔Psea㻕
12UTCึᮇ್ࡢணሗ࠾ࡅࡿPseaࡢᑐึᮇ್ࣂ
ࢫศᕸᅗࢆᅗ1.2.1♧ࡍࠋ⛅ᏘཬࡧᏘࡣ᪥ᮏ
ิᓥ㏆࡛ᖜᗈࡃṇࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏘ
ࡣ᪥ᮏࡢ࿘㎶࡛ࡸࡸ㈇ࣂࢫࡢ㡿ᇦࡀぢࡽࢀ
ࡿࡶࡢࡢࠊ㯤ᾏࠊ᪥ᮏᾏࡽᮾ᪥ᮏࡅ࡚ࡢ㡿ᇦ
࡛ᘬࡁ⥆ࡁṇࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኟᏘࡣ᪥ᮏิ
ᓥ㏆࡛㈇ࣂࢫ㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ00UTCึᮇ್ࡢணሗࡣ12UTCึᮇ್ࡢண
ሗࡼࡾࡶᑐึᮇ್ࣂࢫࡀయⓗࡸࡸ㈇᪉ྥ
ࡎࢀࠊ⛅ᏘࡸᏘࡣ᪥ᮏิᓥ㒊࿘㎶࡛㈇ࣂ
ࢫ࡞ࡿ㡿ᇦࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࡲ࡞ഴྥࡣ
12UTCึᮇ್ࡢሙྜࡰඹ㏻࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ὀពࡋ࡚ࡋ࠸ࡢࡣࠊᅗ1.2.1ࡢࣂࢫศ
ᕸࡣ2ࣨ᭶㛫࡞࠸ࡋ3ࣨ᭶㛫ࡢᖹᆒ࡛࠶ࡾࠊಶูࡢண
ሗࡢㄗᕪࡀᚲࡎࡋࡶᅗ1.2.1ࡢࣂࢫศᕸ㏆࠸
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ1.2.2ཬࡧᅗ1.2.3ࠊ2008ᖺ4᭶7᪥ཬࡧ4᭶10
᪥ࢆணሗᑐ㇟้ࡍࡿ20kmGSMࡢFT=0㸦ึᮇ
್㸧ࠊFT=24,48ࡢᾏ㠃Ẽᅽࡢணࢆ♧ࡍࠋࡕࡽࡶ
᪥ᮏࡢ༡ᓊࢆపẼᅽࡀ㏻㐣ࡋᮏᕞኴᖹὒഃᙉ࠸
㞵ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡛࠶ࡿࠋᅗ1.2.1ࡼࢀࡤࠊᏘ
ࡢ᪥ᮏࡢ༡ᓊ࡛ࡣPseaࡢணṇࣂࢫࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗ1.2.2ࡢ࡛ࡣ20kmGSMࡢపẼᅽࡢ୰ᚰẼᅽࡢ
ணࡀึᮇ್ࡼࡾࡶὸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸦ṇㄗᕪ㸧ࠊ
ᅗ1.2.3ࡢ࡛ࡣ20kmGSMࡀపẼᅽࡢ୰ᚰẼᅽࢆ
ึᮇ್ࡼࡾࡶ῝ࡃணࡋ࡚࠸ࡿ㸦㈇ㄗᕪ㸧ࠋᅗ1.2.3
ࡢࡼ࠺20kmGSMࡀపẼᅽࡢ୰ᚰẼᅽࢆ῝ࡵண
ࡍࡿࡣྛᏘ⠇࠾࠸࡚ࡓࡧࡓࡧぢࡽࢀࡿࠋ

㻝㻚㻞㻚㻝㻌 ᪧ䝰䝕䝹䛸䛾⥲ྜⓗ䛺⢭ᗘẚ㍑㻌
20kmGSMࡢ⌧ᴗ㐠⏝ඛ❧ࡘ2007ᖺ10᭶㹼11
᭶ࡢ⣙2ࣨ᭶㛫ࡢ୪⾜㐠⏝ᮇ㛫ࡣࠊ60kmGSM
RSMࢆྵࡵ࡚3ࡘࡢࣔࢹࣝࡀྠ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇࡽࠊࡇࡢᮇ㛫ࡢྛࣔࢹࣝࡢணሗࡣࣔࢹࣝ㛫ࡢ
ணሗ⢭ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࡢᜦዲࡢᮦᩱ࡞ࡿࠋࡑࡇ
࡛ᙜヱᮇ㛫୰ࡢ3ࡘࡢࣔࢹࣝࡢணሗࡘ࠸࡚ᑐึᮇ
᳨್ドࠊᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ドࠊᑐࢰࣥࢹ᳨ドࢆᐇ
ࡋࠊྛࣔࢹࣝࡢணሗ⢭ᗘࡸணሗ≉ᛶࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ᳨
ドࡢලయⓗ࡞᪉ἲࡣࠊἙཎ㻔2007㻕࡛ᐇࡋࡓኟᮇ
㛫ཬࡧᮇ㛫ࡢணሗᐇ㦂ࡢ᳨ド᪉ἲྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
᳨ドࡢ⤖ᯝࠊᮏᮇ㛫࠾࠸࡚20kmGSMࡢணሗ⢭
ᗘࡀ60kmGSMࡸRSMࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊẼ
ୗ ᒙ 㻔925hPa㻕  ప ‵ ₶ ࣂ   ࢫ ࠊ 850hPa 㹼
400hPa㏆⇱ࣂࢫࡀぢࡽࢀࡿࡇࠊᒙ
ⓗᙅ㢼ࣂࢫࡀぢࡽࢀࡿࡇࠊࡉࡽࡣᙅ࠸㞵
ࡢணሗ㢖ᗘࡀᐇἣࡼࡾࡶከࡃࠊ㝆Ỉᙉᗘࡀᙉࡃ࡞ࡿ
ᚑࡗ࡚ᐇἣࡸRSMࡼࡾࡶணሗ㢖ᗘࡀ㐣ᑡ࡞ࡿ
Ἑཎ ᩧᥭ
2008 ᖺ 1 ᭶✚㞼ᑐὶ㐣⛬ࡢᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏࢸ
࢟ࢫࢺෆ࡛ࡣᚲせᛂࡌ࡚ᨵⰋᚋࡢࣔࢹࣝࢆ GSM0711
༊ูࡋ࡚ GSM0801 ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᮏ⠇࡛ࡣ୧
⪅ࢆ༊ูࡋ࡞࠸ࠋ
1
2
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⛅Ꮨ

Ꮨ

ኟᏘ

FT=48

FT=24

Ꮨ

ᅗ 1.2.1 20kmGSM ࡢᾏ㠃Ẽᅽࡢᑐึᮇ್ࣂࢫศᕸᅗࠋ༢ hPaࠋᕥࡽ㡰⛅Ꮨ㸦2007 ᖺ 10 ᭶㹼11 ᭶㸧ࠊ
Ꮨ㸦2007 ᖺ 12 ᭶㹼2008 ᖺ 2 ᭶㸧
ࠊᏘ㸦2008 ᖺ 3 ᭶㹼5 ᭶㸧
ࠊኟᏘ㸦2008 ᖺ 6 ᭶㹼8 ᭶㸧ࡢணሗ࡛ࠊୖẁࡀ FT=24ࠊ
ୗẁࡀ FT=48ࠋᬮⰍ⣔ࡀṇࣂࢫࠊᐮⰍ⣔ࡀ㈇ࣂࢫࠋணሗࡣ࡚ 12UTC ึᮇ್ࠋ➼್⥺ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ FT
ࡢணሗࡢᮇ㛫ᖹᆒࠋ

FT=0

FT=24

FT=48

ᅗ 1.2.2 2008 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥ 12UTC ࢆணሗᑐ㇟้ࡍࡿ 20kmGSM ࡢᾏ㠃Ẽᅽࡢணሗࠋᕥࡽ FT=0,24,48ࠋ╔Ⰽࡣ
ᑐึᮇ್ㄗᕪ࡛ࠊᬮⰍ⣔ࡀṇㄗᕪࠊᐮⰍ⣔ࡀ㈇ㄗᕪࢆ⾲ࡍࠋ

FT=0

FT=24

FT=48

ᅗ 1.2.3 ᅗ 1.2.2 ྠࡌࠋࡓࡔࡋணሗᑐ㇟้ࡣ 2008 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥ 12UTCࠋ

㻔2㻕 500hPa㧗ᗘ㻔Z500㻕
ᅗ1.2.4500hPa㧗ᗘࡢணሗࡢᑐึᮇ್ࣂࢫ
ࢆ♧ࡍࠋFT=24ࡢணࡣ᪥ᮏ㏆࡛ᗈࡃ㈇ࣂࢫ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋFT=48࡞ࡿ⛅ᏘࡸᏘࡣᮾࢩࢼ

ᾏ࿘㎶࡛ṇࣂࢫ࡞ࡾࠊᏘࡣᾏ㐨ࡸ༓ᓥ㏆
ᾏ࡞᪥ᮏิᓥࡢᮾഃࡢ㡿ᇦ࡛ṇࣂࢫࡀ㢧
ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓኟᏘࡣ୰ᅜ㝣ࡸ᪥ᮏࡢᮾ࡛ṇࣂ
ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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Ꮨ

Ꮨ

ኟᏘ

FT=48

FT=24

⛅Ꮨ

ᅗ 1.2.4 20kmGSM ࡢ 500hPa 㧗ᗘࡢᑐึᮇ್ࣂࢫศᕸᅗࠋ༢ mࠋᏘᏘࡢ FT=48 ࡢᅗࡣⲔ⥺࡛ࣂ
ࢫࡢ➼್⥺ࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ㸦➨ 1.2.4 㡯㻔3㻕㸧
ࠋࡑࡢࡢヲ⣽ࡣᅗ 1.2.1 ྠᵝࠋ

Ꮨ

Ꮨ

ኟᏘ

FT=48

FT=24

⛅Ꮨ

ᅗ 1.2.5 20kmGSM ࡢ 500hPa Ẽ

ࡢᑐึᮇ್ࣂࢫศᕸᅗࠋ༢Υࠋࡑࡢࡢヲ⣽ࡣᅗ 1.2.1 ྠᵝࠋ

၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸦➨1.2.4㡯㸧ࠋ
ኟᏘࡣ᪥ᮏࡢ༡࡛ᩘm⛬ᗘࡢ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛3ࣨ᭶㛫ࡢᖹᆒ࡛࠶ࡾࠊ᪥ࠎ
ࡢࡢㄗᕪࡀᚲࡎࡋࡶᅗ1.2.4ࡢࣂࢫศᕸ
୍⮴ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊୖ✵࠾ࡅࡿኟᏘࡢኴᖹ
ὒ㧗Ẽᅽࡢᙇࡾฟࡋࡢணࡀࠊᖹᆒࡍࡿഹ࡞ࡀ
ࡽึᮇ್ࡼࡾࡶᙅ࠸࠸࠼ࡿࠋ

࡞࠾ࠊ00UTCึᮇ್ࡢࣂࢫศᕸࡣ≉⛅Ꮨࠊ
ᏘࠊኟᏘ࠾࠸࡚12UTCึᮇ್ࡼࡾࡶ㈇ࣂࢫ
ࡢ㡿ᇦࡀࡸࡸᗈࡃࠊኟᏘࡢ᪥ᮏิᓥୖ✵ࡣFT=24,48
ࡶ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ᅗ1.2.4࡛ᏘࡢFT=48ࡢศᕸᅗ╔┠ࡍࡿࠊᮅ
㩭༙ᓥࡽ᪥ᮏ㏆ࡅ࡚ࡣ࠾ࡼࡑ⦋40ᗘ௨
࡛ṇࣂࢫࠊࡑࢀࡼࡾ༡࡛㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏิᓥ㏆ࡢୖ✵࡛Z500ࡢ༡᪉ྥ
ࡢഴᗘࡀᖹᆒࡋ࡚⦆ࡸணࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛࠶ࡾࠊୖ✵ࡢ㢼㏿ࡀ୰ᅜᮾ㒊ࡽᮏᕞ
ࡅ࡚ࡢ㡿ᇦ࡛㈇ࣂࢫ࡛࠶ࡿࡇࡢ㛵㐃ࢆ♧

㻔3㻕 500hPaẼ 㻔T500㻕
500hPaẼ ࡢணሗࡢᑐึᮇ್ࣂࢫࡢศᕸࢆ
ᅗ1.2.5♧ࡍࠋ⛅ᏘࡽᏘࡅ࡚᪥ᮏิᓥୖ✵
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Ꮨ

Ꮨ

ኟᏘ

FT=48

FT=24

⛅Ꮨ

ᅗ 1.2.6 20kmGSM ࡢ 925hPa Ẽ ࡢᑐึᮇ್ࣂࢫศᕸᅗࠋ༢Υࠋ⥙ࡅࡢ㡿ᇦࡣᆅୖẼᅽࡀ 925hPa ࡼࡾࡶ
ప࠸ࡓࡵࠊ┦ᙜࡍࡿẼ ࢆእᤄࡼࡾồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢヲ⣽ࡣᅗ 1.2.1 ྠᵝࠋ

⛬ࡀୗᒙẼ ┤᥋ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᅗ1.2.6࠾࠸࡚Ꮨࡢ୰ᅜᮾ㒊࡛
T925ࡀ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ
20kmGSMࡀࡇࡢᆅᇦ࡛✚㞷ࡢ㡿ᇦࢆ⌧ᐇࡼࡾࡶᗈ
ࡃゎᯒࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ3ࠊࡇࢀࡀT925ࡢ㈇ࣂ
ࢫᐤࡋࡓ࠸࠺ࢩࢼࣜ࢜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
⌧ᅾࡢࡇࢁཎᅉࡣࡣࡗࡁࡾ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᾏ㠃Ẽᅽୖ✵ࡢẼ ࡣẼయࡢ≧ែ᪉⛬ᘧ
㟼ຊᏛᖹ⾮4ࢆ㏻ࡋ࡚ᐦ᥋㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍⯡
ୖ✵ࡢẼ ࡀప࠸ᾏ㠃Ẽᅽࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋᐇ㝿ࠊ
ᅗ1.2.5ࡸᅗ1.2.6࡛ୖ✵ࡢẼ ࡀᑐึᮇ್࡛㈇ࣂ
ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࠊᅗ1.2.1࡛ᾏ㠃Ẽᅽࡀṇࣂ
ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࡢᑐᛂࡣⰋ࠸ࠋ

࡛ᗈࡃ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉Ꮨࡣ⦋35
ᗘ㏆ࢆ୰ᚰ㈇ࣂࢫ㡿ᇦࡀᮾす㛗ࡃఙࡧ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㡿ᇦ࡛ࡣᖹᆒࡋ࡚ึᮇ್ࡼࡾࡶFT=48
࡛1Υᙅపࡃணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋኟᏘࡣ᪥ᮏ㏆
࠾ࡅࡿࣂࢫࡣᑠࡉ࠸ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ
00UTCึᮇ್ࡢணሗ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
㻔4㻕 925hPaẼ 㻔T925㻕
ᅗ1.2.6925hPaẼ ࡢᑐึᮇ್ࣂࢫࡢศᕸ
ࢆ♧ࡍࠋ᪥ᮏ㏆࡛ࡣᏘࡢᾏ㐨㏆ࢆ㝖࠸࡚ᗈ
⠊ᅖ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣ
00UTCึᮇ್ࡢணሗ࡛ࡶྠᵝぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
Ἑཎ㻔2007㻕࡛ࡣ20kmGSMࡢୗᒙ㸦925hPa㏆㸧
ప ࣂࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅗ
1.2.6ࡶࡇࡢഴྥ୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋT925࡛ప
ࣂࢫࡀ༟㉺ࡋ࡚࠸ࡿཎᅉࡋ࡚ࡣࠊẼୗᒙ
࠾ࡅࡿ㝆Ỉ⢏ᏊࡢⓎࡀ㐣࡛࠶ࡿࡓࡵୗ
ᒙࡢẼ ࡢணࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦➨
1.2.4㡯㻔2㻕㸧ࠋ㻌
ࡲࡓࠊT925ࡢࣂࢫࡣ㝣ᇦᅛ᭷ࡢཎᅉࡶᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᅗ1.2.6ࡼࢀࡤࠊT925ࡢࣂ
ࢫࡣṇ᪉ྥ࣭㈇᪉ྥࡶ≉㝣ᇦ࡛ࡁ࡞್
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏘࡢᮅ㩭༙ᓥࡽ୰ᅜᮾ㒊
ࡅ࡚ࡢ㈇ࣂࢫࡸࠊኟᏘࡢ୰ᅜ㝣ᮾ㒊ࡢṇ
ࣂࢫ࡞ࠊ㝣ᇦ࠾ࡅࡿࣂࢫ㏆᥋ࡍࡿᾏ
ᇦ࠾ࡅࡿࣂࢫࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿᆅᇦࡀᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡣࠊୗᒙẼ ࣂࢫࢆ⏕
ࡌࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㝣ᇦ≉᭷ࡢཎᅉࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ20kmGSMࡢ㝣㠃㐣

2008 ᖺᏘࡣࢩ࣋ࣜࡽ୰ᅜᮾ㒊ࡅ࡚␗ᖖ㧗
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣ⌧ᐇࡢ✚㞷ࡀᖺ
ࡼࡾࡶᑡ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ20kmGSM ࡢ✚㞷῝ゎ
ᯒࡣẼೃ್㸦ᖹᖺ್㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸⤌ࡳ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊࡑ࠺ࡋࡓሙྜࡣẼೃ್ᘬࡁࡎࡽࢀࡿᙧ࡛⌧
ᐇࡼࡾࡶ✚㞷㠃✚ࢆᗈࡃゎᯒࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ20kmGSM ࡢ㝣㠃㐣⛬ࡣ⼥㞷ࢆ⌧ᐇࡼࡾࡶ᪩ࡃ
㐍⾜ࡉࡏࡿ࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸦ᖹ࣭ᆏୗ 2005㸧ࠋ
4 20kmGSM ࡣࠊ㟼ຊᏛᖹ⾮ࢆ௬ᐃࡋࡓࣉ࣑ࣜࢸࣈ᪉
⛬ᘧࢆணሗ᪉⛬ᘧࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3

10

㻝㻚㻞㻚㻟㻌 ᑐ䜰䝯䝎䝇㝆Ỉ᳨ド㻌
20kmGSMࡣ2007ᖺ11᭶ࡲ࡛RSMࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ
᪥ᮏ㏆ࡢ▷ᮇணሗࢆᨭࡍࡿᙺࢆᘬࡁ⥅࠸࡛
࠾ࡾࠊ20kmGSMࡢ㝆Ỉணࡣ᪥ᮏᅜෆࡢኳẼணሗ
ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
Ἑཎ㻔2007㻕࡛ࡣࠊ20kmGSMࡣᅜⓗぢ࡚
ᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀᐇἣࡼࡾࡶከࡃࠊ㝆Ỉࡀᙉࡃ
࡞ࡿணሗ㢖ᗘࡀ㢧ⴭᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺≉ᚩ
ࡀ࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣࡉࡽ㝆Ỉண
ࡢᆅᇦ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊಶࠎࡢ࣓ࢲࢫ
ほ ᆅⅬ࠾ࡅࡿ20kmGSMࡢண㝆Ỉ㔞㸦ほ Ⅼ
4Ⅼ⥺ᙧෆᤄ㸧ほ ್ࢆẚ㍑ࡋ᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࠋ
᳨ドᑐ㇟ࡣ12UTCึᮇ್ࡢண㝆Ỉ㔞ࡍࡿࠋ
2007ᖺ10᭶1᪥㹼11᭶30᪥㸦⛅Ꮨ㸧ࠊ2007ᖺ12᭶1
᪥㹼2008ᖺ2᭶29᪥㸦Ꮨ㸧ࠊ2008ᖺ3᭶1᪥㹼5᭶31
᪥㸦Ꮨ㸧ࠊ2008ᖺ6᭶1᪥㹼8᭶31᪥㸦ኟᏘ㸧ࡢ4ᮇ
㛫ࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠊ㝆Ỉ㔞ࡢ㜈್ࢆタᐃࡋ࡚ࣂ
ࢫࢫࢥ࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ㻔ETS㻕ࢆ
⟬ฟࡍࡿࠋ
࡞࠾࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド࡛ࡣࠊ㜈್ࡀࡁࡃ࡞ࡿ
ᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ㏆᥋ᆅⅬ࠾ࡅࡿほ
࣭㠀ほ ࡢࡤࡽࡘࡁࡀࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗ
ணሗࡢᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓ㝆Ỉ㔞ࢆ✚
⟬ࡍࡿ㛫ࢆ▷ࡃྲྀࡿࠊ⥲ほሙࡢணሗࡢㄗᕪక
࠺㝆Ỉணࡢ⨨ࡎࢀࡸ้ࡎࢀࡶᩄឤᛂ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࡓࡵࠊࡸࡣࡾࡇࡕࡽࡶᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑
ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࢆ㋃ࡲ࠼ᮏ㡯࡛ࡣࠊ24㛫✚⟬㝆Ỉ
㔞࡛1mmࢆ㜈್ࡍࡿᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗ≉ᛶࡢ⤂
㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚㻔1㻕グ㏙ࡍࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣ㐺ᐅࠊ
1mm/6hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࡢࢫࢥࡶゐࢀࠊࢫࢥ
ࡢ᪥ኚࡘ࠸࡚ࡶ⤂ࡍࡿࠋ㻔2㻕࡛ࡣࡼࡾࡁ࡞
㜈್ࡢ㝆Ỉணぢࡽࢀࡿᆅᇦ≉ᛶࡘ࠸࡚ゐࢀ
ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡘ࠸࡚ࡣ➨1.3⠇ࡸ୰ᕝ
㻔2007㻕ࡢࡼ࠺࡞᳨ドࡶཧ⪃ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

ࡽᏘࡅ࡚ࠊFTࡢ㐍⾜క࠺ࢫࢥࡢῶᑡഴ
ྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
௨ୗࠊᅗ1.2.7ἢࡗ࡚ᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗࡢࢫࢥࡢ
≉ᚩࢆᏘ⠇ࡈ㏙ࡿࠋ
⛅Ꮨࡣࠊ㛵ᮾࡼࡾすࢆ୰ᚰࣂࢫࢫࢥࡀ㸯
ࢆ㉸࠼ࡿᆅⅬࡀከ࠸ࠋ1mm/6hࢆ㜈್ࡍࡿࢫࢥ
ศᕸࡼࢀࡤࠊ≉ࣂࢫࢫࢥࡀࡁ࠸ࡢࡣ00
㹼12UTCࢆ✚⟬ࡢᑐ㇟้ࡍࡿணሗࡢሙྜ࡛࠶
ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧
ࠋ24㛫㝆Ỉ㔞ࡘ࠸࡚2007ᖺ11᭶ࡢ1
ࣨ᭶㛫ὀ┠ࡍࡿࠊᕞࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢෆ㝣
㒊㸦ᕞす㒊㹼㏆␥୰㒊㹼㛗㔝┴㏆㹼Ⲉᇛ┴
㏆㸧ࣂࢫࢫࢥࡢࡁ࠸㡿ᇦࡀ࣋ࣝࢺ≧ศ
ᕸࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࡢ11᭶ࡣࠊ᪥ᮏࡢ༡ࡢ
๓⥺ࡼࡿኴᖹὒഃࡢ㝆Ỉࢆᐇἣࡼࡾᗈࡆ
࡚ணࡋ࡚࠸ࡿࡸࠊᆺࡢẼᅽ㓄⨨ࡢ㝿᪥ᮏ
ᾏഃࡢ㝆Ỉࢆᐇἣࡼࡾࡶኴᖹὒഃࡲ࡛ᗈࡆ࡚ண
ࡋ࡚࠸ࡿࡀఱᗘ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡿࡼ࠺
Ꮨࡶఝࡓࡼ࠺࡞ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺
ࡋࡓഴྥࡣ᪥ᮏิᓥࡢᒣᓅᆅᖏࡢࣔࢹࣝᆅᙧࡀᐇ
㝿ࡢ᭱ᶆ㧗ࡼࡾప࠸ࡇࡶ୍ᅉ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ5ࠋ࡞࠾ࠊETSࡢᅗ࡛ࡶࢫࢥࡢᑠࡀぢࡽࢀࡿ
ࡀࠊᑐ㇟᭶㸦10᭶ཪࡣ11᭶㸧ࡸணሗ㛫ࡼࡿศᕸ
ࡢኚࡀࡁࡃࠊࢫࢥࡢᆅᇦศᕸ୍㈏ࡋࡓഴྥ
ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
Ꮨࡣࠊᾏ㐨ࡸᮾࡢኴᖹὒഃࠊ㛗㔝┴ࡽ㏆
␥୰㒊ࡅ࡚ࣂࢫࢫࢥࡀ1ࡼࡾࡶ࡞ࡾ
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ࠎࡢࢆぢ࡚ࡳࡿࠊᆺࡢ
Ẽᅽ㓄⨨ࡢ㝿㝆Ỉணሗࡀᐇ㝿ࡼࡾࡶኴᖹὒഃࡲ
࡛ᗈࡀࡿࡀከࡃࠊᾏ㐨༡㒊ࡸᒾᡭ┴ἢᓊ㏆
ࡢࣂࢫࢫࢥࡢ㐣ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞
㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㛵ᮾࡽ㏆␥୰㒊ࡅ࡚ࡣࠊ
ୖ㏙ࡢ⌮⏤ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࡢ༡ᓊࢆపẼᅽࡀ㏻㐣ࡍ
ࡿ㝿㝆Ỉࢆணሗࡍࡿ⠊ᅖࡀᐇἣࡼࡾࡶᗈࡀ
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡶࣂࢫࢫࢥࡢቑᐤ
ࡋ࡚࠸ࡿࡳࡽࢀࡿࠋ
ᏘࡢETSࡣࠊᮾᾏᆅ᪉ࡼࡾすࡢኴᖹὒἢᓊ㒊࡛
┦ᑐⓗࡁࡃࠊ≉ᮾᾏᆅ᪉ࡢἢᓊ㒊࡛ࡣ1㏆
࠸್࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ᾏ㐨ࡸᮾᆅ᪉࡛ࡣ᪥ᮏ
ᾏഃࡶྵࡵ࡚┦ᑐⓗ್ࡀᑠࡉ࠸ࠋ᪂₲┴࡞᪥ᮏ
ᾏഃࡢᆅⅬ࡛ࡣࠊᏘࡣࠕணሗ࠶ࡾࠊほ ࠶ࡾࠖ

㻔1㻕 ᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗࡢᆅᇦ≉ᛶ
ᅗ1.2.7ࠊFT=24㹼48ࡢ24㛫ண㝆Ỉ㔞ࡘ
࠸࡚ࠊ㝆Ỉ㔞ࡢ㜈್ࢆ1mm/24hࡋ࡚ᮇ㛫ࡈ⟬
ฟࡋࡓࣂࢫࢫࢥETSࡢศᕸᅗࢆ♧ࡍࠋࣂ
ࢫࢫࢥࡣྛᮇ㛫ࡶ᪥ᮏࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛1௨ୖ࡛
࠶ࡾࠊ➨1.2.1㡯࡛ゐࢀࡓࡼ࠺ᙅ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘ
ࡀᐇἣࡼࡾࡶᴫࡋ࡚㧗࠸ࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊኟᏘ௨እࡢᏘ⠇࡛ࡣFT=0㹼24ࠊFT=24㹼
48ࠊFT=48㹼72ணሗᮇ㛫ࡀ㐍ࡴࡘࢀ࡚ࣂࢫ
ࢫࢥࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀῶᑡࡍࡿഴ
ྥࡀᅜⓗぢࡽࢀࠊFTࡢ㐍⾜ࡼࡾࣂࢫࢫࢥ
ࡀ1௨ୗ㌿ࡌࡿᆅᇦࡶ࠶ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋᅜࡢ
࣓ࢲࢫほ ᆅⅬࢆᑐ㇟ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓᏘ⠇ࡈࡢ
ࣂࢫࢫࢥࢆᅗ1.2.8♧ࡍࠋࡇࡢᅗࡽࡶ⛅Ꮨ

20kmGSM ࡛ࡣࠊྛ᱁Ꮚෆࡢᐇ㝿ࡢᶆ㧗ࡢᖹᆒࢆࣔࢹ
ࣝᆅᙧࡋ࡚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ3,000m ⣭ࡢᒣࠎࡀ
㐃࡞ࡿ୰㒊ᒣᓅ㏆࠾࠸࡚ࡶࣔࢹࣝᆅᙧࡢᶆ㧗ࡣ᭱㧗
࡛ 2,000m ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࣔࢹࣝᆅᙧࡣ㝆Ỉ㐣⛬௨እ
ࡶᵝࠎ࡞ᙧ࡛ணሗ⤖ᯝᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡓࡵࠊ༢⣧ࣔࢹ
ࣝᆅᙧࢆྛ᱁Ꮚෆࡢᐇ㝿ࡢᶆ㧗ࡢ್᭱タᐃࡍࢀࡤゎ
Ỵࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 RSM ࡛ࡣࣔࢹࣝᆅᙧࡢᶆ㧗ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᔞୖࡆࡋࡓ࢚ࣥ
࣮࣋ࣟࣉᒣ㸦ⴙ⣡ᑎ 1994㸧ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢຠᯝ
ࡸస⏝ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡇࡽ 20kmGSM ࡛ࡣ᥇⏝ࡋ࡚
࠸࡞࠸㸦ᕝ 2006㸧ࠋ
5
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࡞ࡿ᪥ࡀ㠀ᖖከ࠸ࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗ
ࣂࢫࢫࢥࡣ1㏆࠸್
࡞ࡿࠋࡓࡔࡋᐇ㝿ࡣࠕணሗ࠶ࡾࠊ
ほ ࡞ࡋࠖࡢᅇᩘࡀ୍ᐃᩘᏑᅾࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀETSࢆᘬࡁୗࡆࡿ
せᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ6ࠋ
࡞࠾ࠊᏘࡢ1mm/6hࢆ㜈್
ࡍࡿࢫࢥࡽ᪥ኚࢆࡣࡗࡁࡾ
ᢕᥱࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋࡗࡓࡀࠊண
ሗึᮇ㻔FT=0㹼6㻕ࡢ6㛫㝆Ỉ㔞
ࡢࣂࢫࢫࢥࡀࡢணሗ้
ࡼࡾࡶࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀ
ᅜⓗศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࢀࡣ20kmGSMࡢண
ሗึᮇ࠾ࡅࡿ㝆Ỉ㢖ᗘࡀ㐣࡛
࠶ࡿᛶ㉁ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸦ᆏୗ 2006㸧ࠋ
Ꮨࡣࠊᾏ㐨࡛ࣂࢫࢫࢥ
ࡀ1ࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᾏ㐨㏆ࢆ㏻㐣ࡍࡿపẼᅽకࡗ
࡚ᾏ㐨ࡢࡰᇦ࡛㝆Ỉࢆண
ࡋࡓࡶࡢࡢࠊᐇἣ࡛ࡣ┦ᙜᩘࡢᆅ
Ⅼ࡛㝆Ỉࡀほ ࡉࢀ࡞ࡗࡓ࠸
࠺ࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ࡀᾏ㐨ࡢࣂࢫࢫࢥࢆ
ᢲࡋୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢᆅᇦࡢ
ࣂࢫࢫࢥࡢ㐣ഴྥࡶࠊᐇ
ἣࡼࡾࡶᗈ⠊ᅖᙅ࠸㝆Ỉࢆண
ࡍࡿࡀከ࠸ࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ETSࡣᾏ㐨ࡸᮾᆅ᪉࡛Ꮨ
ᘬࡁ⥆ࡁ┦ᑐⓗప࠸್࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
1mm/6hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࡣࠊ
Ꮨࡣணሗ㛫ࡢ⤒㐣ᚑࡗ࡚ࢫ
ࢥศᕸࡀすࡽᮾ⛣ືࡋ࡚࠸

ࣂࢫࢫࢥ

⛅
Ꮨ


Ꮨ


Ꮨ

ᅗ 1.2.7 20kmGSM ࡢ 24 㛫ண
㝆Ỉ㔞ࡢ᳨ド⤖ᯝࠋFT=24㹼48 ࡢ
㝆Ỉணࡘ࠸࡚ࠊ࣓ࢲࢫほ
್ࢆ┿್ࡍࡿ㜈್ 1mm/24h ࡢ
ࣂࢫࢫࢥ㸦ᕥ㸧
࣭ETS㸦ྑ㸧
ࢆᥥ⏬ࠋୖࡽ⛅Ꮨ㸦2007 ᖺ 10
᭶㹼11 ᭶㸧ࠊᏘ㸦2007 ᖺ 12 ᭶
㹼2008 ᖺ 2 ᭶㸧ࠊᏘ㸦2008 ᖺ 3
᭶㹼5 ᭶㸧ࠊኟᏘ㸦2008 ᖺ 6 ᭶㹼8
᭶㸧
ࠋணሗࡣ࡚ 12UTC ึᮇ್ࠋ ኟ

Ꮨ

࠼ࡤࠊ㞷ᆅᖏࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ᪂
₲┴ὠ༡࡛ࡣ FO=63, FX=11, XO=2,
XX=15 ࡛࠶ࡾ㸦グྕࡣᕳᮎ㘓 B.3 ࢆ
ཧ↷ࡢࡇ㸧
ࠊࣂࢫࢫࢥࡣ 1.14ࠊ
ETS ࡣ 0.44 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ㻔ETS㻕

㻔2㻕㻌 ᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗࡢᆅᇦ≉ᛶ
㻔1㻕࡛ࡣ1mm/24hཬࡧ1mm/6hࢆ㜈್ࡍࡿᙅ࠸
㝆Ỉࡢணሗ≉ᛶࢆぢ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡼࡾࡁ࡞㜈್
ࡢሙྜࡘ࠸࡚௨ୗグ㏙ࡍࡿ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ
࠸ࡎࢀࡶ1mm/24hࡢሙྜࡼࡾࡶᩘࡀᑡ࡞࠸ࡢ
࡛ಙ㢗ᛶࡣపࡃ࡞ࡿࠋ
10mm/24hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࠊ⛅Ꮨࡣᩘࡀᑡ
࡞ࡃᆅᇦࡼࡿࢫࢥࡢࡤࡽࡘࡁࡀࡁ࠸ࠋᏘࡣࠊ
ᮾࡽᒣ㝜ࡅ࡚ࡢᒣἢ࠸ࡢ㞷ᆅᖏ࠾࠸
࡚ࠊ㝆Ỉࢆணࡲࡓࡣほ ࡋࡓᩘࡀ3ࣨ᭶㛫࡛
ᩘ༑⛬ᗘ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢࣂ
ࢫࢫࢥ╔┠ࡍࡿࠊᮾᆅ᪉࠾ࡼࡧᒣ㝜ᆅ᪉ࡢ
ෆ㝣㒊࡛1ࡼࡾᑠࡉ࠸ᆅⅬࡀ┠❧ࡘ୍᪉ࠊ୰㒊ᒣᓅ
㏆࠾࠸࡚1ࡼࡾࡶࡁ࠸ᆅⅬࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡓࡔࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࠺ࡣ
᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㞷ᆅᖏ௨እࡢᆅᇦࡣᩘࡀᑡ࡞
ࡗࡓࠋᏘࡣᮾᆅ᪉ࡼࡾ࡛ᩘࡀᑡ࡞ࡃࢫ
ࢥࡢࡤࡽࡘࡁࡀࡁ࠸ࡀࠊす᪥ᮏ࡛ࡣࣂࢫࢫ
ࢥࡀ0.8㹼1⛬ᗘࡢᆅⅬࡀከࡗࡓࠋ
ከࡃࡢᆅᇦ୍࡛ᐃࡢᩘࡀ☜ಖࡉࢀࡓኟᏘ
࠾࠸࡚ࡣࠊ≉7᭶㛵ᮾᆅ᪉ཬࡧᐑᇛ┴ࡢࣂ
ࢫࢫࢥࡀ1ࡼࡾࡶ࡞ࡾࡁ࠸ࡢࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣኤ᪉ࡽኪࡅ࡚ࡢ7mm/3h⛬
ᗘࡢ㝆Ỉࡢࣂࢫࢫࢥࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊኟᏘ
ࡢᏳᐃ㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀ㐣࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋす᪥ᮏ࡛ࡣࠊ6᭶ࣂࢫࢫࢥࡀ1ࡼ
ࡾࡶ࡞ࡾࡁࡗࡓ୰ᅜᆅ᪉༡㒊ࢆ㝖࠸࡚1⛬ᗘ
1௨ୗࡢᆅⅬࡀከࡃࠊ≉ᕞ༡㒊ࠊᅄᅜࠊ㏆␥
ཬࡧ୰㒊ᒣᓅ࿘㎶࡛ࡣࣂࢫࢫࢥࡀ1ࡼࡾࡶᑠ
ࡉ࠸ᆅⅬࡀከࡗࡓࠋ
50mm/24hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࡣࠊྛᏘ⠇ࡶ
ࢇࡢᆅⅬ࡛ᩘࡀ୍᱆ᑡ࡞࠸ࡓࡵࢫࢥࡢ
ಙ㢗ᛶࡀప࠸ࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ༑⛬ᗘ௨ୖ┦ᑐⓗ
ᩘࡀከ࠸ኟᏘࡢᕞᆅ᪉࡛ࡣࣂࢫࢫࢥ
ࡀ1ࡼࡾᑠࡉ࠸ᆅⅬࡀከࡗࡓࠋ
㝆Ỉ㔞ࡢ✚⟬㛫ࢆ▷ࡃࡋ࡚㜈್ࢆ10mm/6h
ࡋࡓሙྜࠊᩘࡣኟᏘࡢᕞᆅ᪉࡞࡛༑⛬ᗘ
☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ㝖ࡁࠊྛᏘ⠇ࡶࢇࡢᆅ
ᇦ୍࡛᱆ᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᩘࡀẚ㍑ⓗከ࠸
Ꮨࡢ᪂₲┴ෆ㝣࡛ࡣࠕணሗ࡞ࡋࠊほ ࠶ࡾࠖࡢ
ࡀከࡃࠊࣂࢫࢫࢥࡀ1ࢆࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓᏘࡢ㛵ᮾᆅ᪉௨す࡛ࡣࠊணሗ㛫ࡢ⤒㐣
ᚑࡗ࡚ࢫࢥࡀすࡽᮾ⛣ືࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ぢཷࡅࡽࢀࡓࡀࠊᇶᮏⓗࡣࣂࢫࢫࢥࡀ1ࢆ
ୗᅇࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀከࡗࡓࠋኟᏘࡣᮾᾏᆅ᪉ࡽ
すࡢኴᖹὒഃ࡛ࣂࢫࢫࢥࡀ1ࢆୗᅇࡿᆅᇦࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

㻝㻚㻡
㻝㻚㻠
㻝㻚㻟
㻝㻚㻞
㻝㻚㻝
㻝㻚㻜
㻜㻚㻥
㻜㻚㻤

⛅Ꮨ
Ꮨ
Ꮨ
ኟᏘ

㻜㻙㻞㻠

㻞㻠㻙㻠㻤

㻠㻤㻙㻣㻞

ᅗ 1.2.8 20kmGSM ࡢ 24 㛫ண㝆Ỉ 㔞ࡢ
1mm/24h ࢆ㜈್ࡍࡿࣂࢫࢫࢥࢆ FT ࡈ
ᥥ⏬ࡋࡓࡶࡢࠋ⛅ࡀڸᏘ㸦2007 ᖺ 10 ᭶㹼
11 ᭶㸧ࠊࡀیᏘ㸦2007 ᖺ 12 ᭶㹼2008 ᖺ 2 ᭶㸧
ࡀەᏘ㸦2008 ᖺ 3 ᭶㹼5 ᭶㸧
ࠊࡀڦኟᏘ㸦2008
ᖺ 6 ᭶㹼8 ᭶㸧ࠋᶓ㍈ࡀ FTࠊ⦪㍈ࡀࣂࢫࢫࢥ
ࠋணሗࡣ࡚ 12UTC ึᮇ್ࠋ

ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋᏘࡼࡃぢࡽࢀࡿ⛣ື
ᛶࡢᨐࡀࠊ㛫ᖏࡣ↓㛵ಀࢫࢥᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ3᭶ཬࡧ4᭶ࡢࣂࢫ
ࢫࢥࡣணሗᑐ㇟้౫Ꮡࡍࡿᗈᇦⓗ࡞ணሗ
≉ᛶࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ5᭶࡞ࡿࠊ≉
00㹼12UTCࢆணሗᑐ㇟ࡍࡿ㝆Ỉணሗ࠾࠸࡚
ᅜⓗࣂࢫࢫࢥࡀ1.5ࢆୖᅇࡿᆅⅬࡀከࡃ࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏘࡶᏘྠᵝணሗึᮇ㻔FT=0㹼
6㻕ࡢ6㛫㝆Ỉ㔞ࡢࣂࢫࢫࢥࡀࡢணሗ้
ࡼࡾࡶࡁࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ኟᏘࡣࠊࡢᏘ⠇ẚ㍑ࡋ࡚ࣂࢫࢫࢥࡀ
ࡁࡃࠊ1.5ࢆ㉸࠼ࡿᆅⅬࡶᅜⓗศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉
2008ᖺ6᭶ࡣᮾ᪥ᮏ࡛ࠊྠ7᭶ࠊ8᭶ࡣ㛵ᮾᆅ᪉௨
すࢆ୰ᚰࣂࢫࢫࢥࡀ1ࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸
ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋࣂࢫࢫࢥࡢቑࡣࠊ20kmGSM
ࡀᏳᐃᛶ㝆Ỉࢆணࡍࡿ㝿ࠊ㝆Ỉࡀཬࡪ⠊ᅖࢆ
ᐇἣࡼࡾࡶᗈࡃணࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ㉳ᅉࡋ
࡚࠸ࡿ㸦୰ᕝ 2006; ୰ᕝ 2007㸧ࠋETSࡣ≉㛵ᮾ
ࡼࡾす࡛ࡢᏘ⠇ࡼࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1mm/6hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࠊ6᭶ࡣᮾᆅ᪉ࡸ㛵
ᮾᆅ᪉ࡢࣂࢫࢫࢥࡀࠊ≉00㹼12UTCࢆணሗ
ᑐ㇟ࡍࡿ㝆Ỉணሗ࠾࠸࡚ࡁࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ࡲࡓ7᭶8᭶ࡣࠊ≉06㹼18UTCࢆணሗᑐ㇟ࡍ
ࡿ㝆Ỉணሗ࡛㛵ᮾᆅ᪉௨すࡢࣂࢫࢫࢥࡀ
࡞ࡾࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ␎㸧ࠊ㛵ᮾ࡞࡛ࡣ1ࣨ᭶
㛫㝆Ỉࢆ10ᅇ௨ୖணࡋ࡞ࡀࡽほ ࡣ0㹼2ᅇ⛬
ᗘ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶከࡃࡢᆅⅬ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ
⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊᙅ࠸㝆Ỉࢆᐇ㝿ࡼࡾᗈࡃணࡍࡿഴ
ྥࡢࠊ㝆Ỉࡀほ ࡉࢀࡿ㛫ᖏࡀ⣔⤫ⓗࡎࢀ
࡚ணࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㻝㻚㻞㻚㻠㻌 ᑐ䝌䞁䝕᳨ド㻌
2007ᖺ10᭶ࠊ2008ᖺ1᭶ࠊ4᭶ࠊ7᭶ࡢ12UTCึ
ᮇ್ࡢணሗࡘ࠸࡚ࠊࢰࣥࢹほ ್ࢆ┿್ࡋࡓࣂ
ࢫഴྥࢆㄪࡿࠋᑐ㇟ࡍࡿணሗせ⣲ࡣẼ 㻔T㻕ࠊ
ẚ‵㻔Q㻕ࠊỈᖹ㢼㏿㻔Ws㻕࡛ࠊ20kmGSMࡢ᱁ᏊⅬࡽ
ࢰࣥࢹほ Ⅼࡢෆᤄ᪉ἲࡣ4Ⅼ⥺ᙧෆᤄ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ1.2.9ࡽᅗ1.2.11ࠊྛせ⣲ࡘ࠸࡚ࡢFT=48ࡢ
ணሗࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࢆᥖ㍕ࡋࡓ7ࠋ
࡞࠾ࠊ2004ᖺ8᭶㹼9᭶ࡢኟᐇ㦂2005ᖺ12᭶㹼
2006ᖺ1᭶ࡢᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊ᪥ᮏᅜෆ20ᆅⅬࡢࢰ
ࣥࢹほ ್ࢆ┿್ࡋࡓࣂࢫࡢ㖄┤ศᕸࡢࢢ
ࣛࣇࢆἙཎ㻔2007㻕ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᪥ᮏ㏆
࠾ࡅࡿㄗᕪࡢᖹᆒⓗ࡞ഴྥࡸࡁࡉ➼ࡘ࠸࡚
ࡣࡑࡕࡽࡶཧ↷ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋᮏ㡯࡛ࡣணሗࡢᆅᇦ≉
ᛶ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ
㻔1㻕 Ẽ 㻔T㻕
ᅗ1.2.9ࡣࠊ12UTCึᮇ್ࡢணሗ㻔FT=48㻕ࡘ࠸࡚ࠊ
᪥ᮏ࿘㎶࠾ࡅࡿẼ Tࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸࢆ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
T925ࡢࣂࢫศᕸ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤➨1.2.2㡯
㻔4㻕ཬࡧᅗ1.2.6࡛ᑐึᮇ್ࣂࢫࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊᅗ1.2.9ࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࡽࡶఝ
ࡓࡼ࠺࡞ഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᮏ࿘㎶࡛
ࡣ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࡀከࡃࠊ4᭶ࡣᮅ
㩭༙ᓥࡸ୰ᅜᮾ㒊࡛㈇ࣂࢫࡀࡁࡃ࡞ࡾࠊ7
᭶ࡣ୰ᅜ㝣ᮾ㒊࡛ṇࣂࢫ㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓഴྥࡣT925ࡼࡾ700mୖ✵ࡢT850࡛ࡶ
☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋT925ẚ㍑ࡍࡿࣂࢫࡣࡸ
ࡸṇ᪉ྥࢩࣇࢺࡋ࡚࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࿘㎶ࡢ㈇ࣂࢫ
ഴྥࡣT925ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ⌫ⓗぢ࡚ࡶT925ࡣప ࣂࢫࡀ༟㉺
ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ␎㸧ࠊࡇࡢཎᅉࡋ࡚ᆅᇦ౫ࡽ࡞࠸
ఱࡽࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᶵᵓࡀാ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
㸦㻔2㻕ཧ↷㸧ࠋࡲࡓ4᭶≉ࡁ࡞㈇ࣂࢫࡀ⌧ࢀ
ࡿഴྥࡣ୰⦋ᗘᖏࡢ࣮ࣘࣛࢩ㝣ୖ࡛ᖜᗈࡃぢ
ࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋ7᭶ࡢࡁ࡞ṇࣂࢫࡣ୰ᅜ㝣
ᮾ㒊≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㏆࡛ࡢᏘ⠇㢼࡞
ࡼࡿᙳ㡪ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
T700ࡣࠊ10᭶ཬࡧ4᭶ࡢ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿࣂ
ࢫࡣᑠࡉ࠸ࠋ7᭶ࡣT925ࡣ㏫ṇࣂࢫࡢᆅⅬ
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ1᭶ࡣࠊ㍯ᓥཬࡧ⛅⏣࡛ṇ
ࣂࢫ࡞ࡿ୍᪉࡛ࠊ⳹୰ࡽᕞࢆ⤒࡚㛵ᮾࡲ
࡛ᖏ≧㈇ࣂࢫ㡿ᇦࡀఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ㧗ᗘࢆୖࡆࡓT500࡛ࡣࠊྛᏘ⠇ࡶ㈇ࣂ
ࢫࡀ༟㉺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊT700࡛ࡶぢࡽࢀࡓ1᭶
ࣔࢹࣝࡢணሗᑐ㇟้ࢰࣥࢹᡴࡕୖࡆ้ࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶ 12UTCࠋࡓࡔࡋ୰ᅜࡢࢰࣥࢹほ ࡣ 11UTC ⾜ࢃࢀ
ࡿࡀࠊᑐࢰࣥࢹ᳨ド࡛ࡣほ ⤖ᯝࢆࡑࡢࡲࡲ 12UTC ࡢ┿
್ࡳ࡞ࡋ᳨࡚ドࡋࡓࠋ

ࡢᖏ≧ࡢ㈇ࣂࢫ㡿ᇦࡀT500࡛ࡣࡉࡽ㢧ⴭ
⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ศᕸࡣᅗ1.2.5ࡢᏘࡢᑐึ
ᮇ್ࣂࢫศᕸᅗࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡼࡾᗈ⠊ᅖぢࡿすࡣ࢝ࢩ࣑࣮ࣝᆅ᪉ࡲ࡛ࠊࣄ࣐
ࣛࣖᒣ⬦ࡢഃࡢ㡿ᇦ୍ᖏ࡛ࡁ࡞㈇ࣂࢫ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㈇ࣂࢫࡢᖏࡀ
⌧ࢀࡿཎᅉࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ2008ᖺ1᭶
ୗ᪪ࡣ୰ᅜ୰㒊࣭༡㒊ࡽ୰ኸࢪࡅ࡚ࡢ
ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ᐮἼ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧせᅉ
ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㻔2㻕 ẚ‵㻔Q㻕
ᅗ1.2.10ࠊ12UTCึᮇ್ࡢணሗ㻔FT=48㻕࠾ࡅ
ࡿẚ‵Qࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࢆ♧ࡍ8ࠋ
Q925ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣ10᭶ࡣṇࣂࢫࠊ4᭶ࡣ
ࡸࡸ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ㝣ୖ࡛ࡣ10᭶ࠊ
4᭶ࡶṇࣂࢫࡢᆅⅬࡀከ࠸ࠋ1᭶ࡢࣂࢫࡀ
ᑠࡉ࠸ࡢࡣࡑࡶࡑࡶQࡢ್ࡀࡢᏘ⠇ࡼࡾᑠࡉ࠸ࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋ
7᭶ࡣࠊ᪥ᮏ㏆࡛ࡣ⦋40ᗘ௨༡ࠊ୰ᅜ㝣
࡛ࡣ⦋30ᗘ௨༡࡛Q925ࡀṇࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿᆅⅬࡀከ࠸ࠋᅗ1.2.9࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᆅⅬ࡛T925
㌺୪ࡳ㈇ࣂࢫࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿࢩࢼ
ࣜ࢜ࡋ࡚ࠊࣔࢹ࡛ࣝࡣୗᒙ࠾ࡅࡿ㝆Ỉ⢏Ꮚࡢ
Ⓨࡀ㐣࡛࠶ࡿࡓࡵẚ‵ࡀࡁࡃࠊࡑࡢศࡔࡅ
Ⓨ⇕ࡢ྾ࡀከࡃ࡞ࡾୗᒙࡢẼ ࡀᐇἣࡼࡾࡶ
పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᪉࡛ࠊ㝣㠃
㐣⛬ࡸቃ⏺ᒙࢫ࣮࣒࢟࡞ูࡢ㐣⛬ࡀẼ ࡸẚ‵
ࡢࣂࢫᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
Q850ࡣQ925ࡼࡾࡶయⓗࣂࢫࡀ㈇᪉ྥ
ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣྛᏘ⠇ࡶ㈇ࣂࢫ
ࡢᆅⅬࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐇἣࡼࡾࡶ⇱ࡋ࡚࠸ࡿ
ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣ850hPaࡢ┦ᑐ‵ᗘ
㻔RH㻕ࡶ㈇ࣂࢫࡢᆅⅬࡀከࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
Q700࡛ࡶ᪥ᮏᅜෆ࡛㈇ࣂࢫഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾RH700ࡶ᪥ᮏᅜෆ࡛㈇ࣂࢫഴྥ࡛࠶ࡗࡓ
㸦ᅗ␎㸧ࠋ4᭶Q925ࡸQ850࡛ぢࡽࢀࡿ୰ᅜᮾ㒊
ࡢṇࣂࢫࡀQ700࡛ࡣࢇぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ
ࠊ7᭶ࡣ୰ᅜ㝣ཬࡧᮅ㩭༙ᓥࡢ⦋40ᗘ௨༡
ࢆ୰ᚰࡁ࡞㈇ࣂࢫࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋQ500ࡣࡑ
ࢀࡼࡾୗࡢ㧗ᗘẚ࡚Qࡢ⤯ᑐ㔞ࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࣂ
ࢫࡢ್ࡶᑠࡉ࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶ᪥ᮏ㏆࡛ࡣ㈇ࣂ
ࢫࢆᣢࡘᆅⅬࡀከ࠸ࠋ࡞࠾ࠊୡ⏺ⓗࡣ୰ᅜ୰
㒊࣭す㒊࡞୍㒊ࡢᆅᇦࢆ㝖࠸࡚ࠊQ700ࠊQ500ࡣ
ᗈࡃ㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ

8 Ἑཎ㻔2007㻕࡛ࡣ┦ᑐ‵ᗘ RH ࡘ࠸࡚ᑐࢰࣥࢹ᳨ドࢆ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ┦ᑐ‵ᗘࡣẼ ࡢࣂࢫࡼࡿ㣬Ỉ
ୖẼᅽࡢኚࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣẼ୰ࡢ
ỈẼ㔞ࢆ⾲ࡍẚ‵ Q ࢆ᳨ドせ⣲ࡋࡓࠋ
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㻔3㻕 Ỉᖹ㢼㏿㻔Ws㻕
ᅗ1.2.11ࠊ12UTCึᮇ್ࡢணሗ㻔FT=48㻕࠾ࡅ
ࡿỈᖹ㢼㏿Wsࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࢆ♧ࡍࠋୖ
✵ࡢẼὶࡢࣂࢫࢆぢࡿࡓࡵࠊᅗ1.2.9ཬࡧᅗ
1.2.10ࡣ␗࡞ࡾ700hPa㠃ࡢ್ࡢ௦ࢃࡾ250hPa
㠃ࡢ್ࢆᥥ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ws925ࡣ୰ᅜ㝣࡛1᭶ࡽ7᭶ࡅ࡚㈇ࣂ
ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀከ࠸ࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋ᪥ᮏᅜෆࡢࣂࢫศᕸ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ≉ᛶ
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
୍᪉Ws850ࡣࠊྛᏘ⠇ࡶ᪥ᮏ㏆ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛
㈇ࣂࢫࡀ⌧ࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉10᭶1᭶ࡣ᪥ᮏᅜ
ෆ࡛ࡶከࡃࡢᆅⅬ࡛1.0m/s࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ㈇
ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ws500ࡣ᪥ᮏ࿘㎶㡿ᇦ࡛㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿᆅⅬࡀከ࠸ࡀࠊ㝣ୖ࡞ࡢᡤࠎ࡛ṇࣂࢫࡢ
㡿ᇦࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ws500ࡢࣂࢫศ
ᕸࡣࠊᆅ⾮㢼ࡢ㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚Z500ࡢࣂࢫศᕸ
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋ
 ࠼ ࡤ ࠊ ᅗ 1.2.4  ࡼ ࢀ ࡤ  Ꮨ ࡢ ᪥ ᮏ  ㏆ ࡢ
Z500㻔FT=48㻕ࡣ⦋40ᗘ௨༡࡛㈇ࣂࢫࠊࡑࢀࡼ
ࡾ࡛ࡣṇࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⦋40ᗘࢆᣳࡴ
㡿ᇦ࡛ࡣ500hPa㏆ࡢ༡᪉ྥࡢẼᅽഴᗘࢆᐇ㝿
ࡼࡾࡶᖹᆒࡋ࡚⦆ࡸணࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡣࠊᆅ⾮㢼ࡢ㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚500hPa㠃࠾
ࡅࡿす㢼ᡂศࢆᙅࡵࡿ᪉ྥస⏝ࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊᅗ
1.2.11ࡢ1᭶ࡢWs500ࡣ⦋40ᗘࢆᣳࡴ㡿ᇦ࡛㈇ࣂ
ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀከ࠸ࠋᅗ1.2.11ྠࡌண
ሗࡘ࠸࡚ࠊ500hPa㠃Ỉᖹ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢᑐࢰࣥࢹ
ࣂࢫศᕸࢆᅗ1.2.12♧ࡍࠋ2008ᖺ1᭶ࡣᮏ
ᕞ࡛ᮾ㢼ࣂࢫࠊ୰ᅜᮾ㒊࡛ࡣ༡㢼ࣂࢫ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅗ1.2.4♧ࡋࡓᏘࡢZ500ࡢࣂ
ࢫࡢ➼್⥺ࡰἢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
㏫ࠊᅗ1.2.4ࡢᏘࡢFT=48ࡢࣂࢫศᕸᅗ
ࡼࢀࡤ㯤ᾏ㏆࡛500hPa㏆ࡢ༡᪉ྥࡢẼᅽഴ
ᗘࡀᖹᆒࡋ࡚ᐇ㝿ࡼࡾࡶᛴ࡞ண࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀᑐᛂࡋ࡚ᅗ1.2.11࡛ࡣࡇࡢᆅᇦࡢWs500㢧ⴭ
࡞ṇࣂࢫࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᆅᇦࢆྵ
ࡴᮾࢩࢼᾏ࿘㎶㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᅗ1.2.12♧ࡋࡓ
2008ᖺ4᭶࠾ࡅࡿỈᖹ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢࣂࢫࡢ᪉
ྥࡀࠊᅗ1.2.4ࡢᏘࡢZ500ࡢࣂࢫࡢ➼್⥺
ࡰἢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊWsࡢࣂࢫࡀẼᅽഴᗘࡢࡳ࡛࡚ㄝ
9 500hPa 㠃ࡢࡼ࠺࡞༑ศ㧗ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢁ࡛ࡣࠊ⣔ࡢỈ
ᖹࢫࢣ࣮ࣝࡀ༑ศࡁࡃࠊࡲࡓᆅ⾲㠃ࡢᦶ᧿ࡢᙳ㡪ࡀ↓
ど࡛ࡁࡿࡇࡽࠊẼᅽഴᗘຊ㸦㸻Ẽᅽ໙㓄ẚ㸧ࢥ
ࣜ࢜ࣜຊ㸦㸻Ỉᖹ㢼࣋ࢡࢺࣝᆶ┤࡛ࠊࡁࡉࡣỈᖹ㢼㏿
ẚ㸧ࡀ㔮ࡾྜ࠺ᆅ⾮㢼ࡢ㛵ಀࡀࡰᡂࡾ❧ࡕࠊẼᅽ໙
㓄ࡀࡁ࠸ࡇࢁ࡛ࡣỈᖹ㢼㏿ࡶࡁࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢ㛵ಀࡣ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣂࢫᡂศࡘ࠸࡚ࡶᡂࡾ❧ࡘ㸦ṇ☜ࡣỈ
ᖹ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢࣂࢫࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸧
ࠋ
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࡛᫂ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤᅗ1.2.11ࡢ1᭶ࡢ
Ws500ࣂࢫศᕸᅗ࡛ࡣ୕ἑࡸᮐᖠṇࣂ
ࢫࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ≉ᐃࡢ࡛ࡁ࡞ṇࣂ
ࢫࡀ⏕ࡌࡓࡇࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1᭶ࡣ᪥
ᮏୖ✵࡛ࡋࡤࡋࡤࠊWs500ࡀ100kt㻔Ҹ51m/s㻕ࢆ㉸࠼
ࡿࡼ࠺࡞㡿ᇦࡀᮾすᖏ≧⌧ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㡿ᇦ
ࡣZ500ࡢ༡᪉ྥࡢഴᗘࡀࡁ࠸ሙᡤᑐᛂࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡇࡢணሗࡎࢀࡀ࠶ࡿᙉ㢼㍈
ࡢ㏆ࡃ࡛Ws500ࡁ࡞ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ
ࡼࡾୖᒙࡢ㢼╔┠ࡍࡿࠊWs250࡛ࡣ≉1᭶
ࠊ⳹ࡽ᪥ᮏิᓥࡅ࡚ࡁ࡞㈇ࣂࢫࡢ
㡿ᇦࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ㡿ᇦࡣࢪ࢙ࢵࢺẼὶࡢ㐍㊰
┦ᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࢪ࢙ࢵࢺẼὶࡢணࡀGSM࡛ࡣ
ᖹᆒࡋ࡚ᙅ࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ4᭶ࡶ᪥ᮏิ
ᓥୖ✵࡛ࡁ࡞㈇ࣂࢫࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏫10᭶
ࡣᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰṇࣂࢫࡢ㡿ᇦࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋୖᒙࡢ㢼ࡢ≧ἣࡣᖺࡈࡢኚືࡀࡁࡃࠊᅗ
1.2.11ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࣂࢫศᕸࡀẖᖺ⌧ࢀࡿ
ࡶࡢ࠺ࡣࢃࡽ࡞࠸ࠋ
㻝㻚㻞㻚㻡㻌 䜎䛸䜑㻌
2007ᖺ10᭶௨㝆ࡢ20kmGSMࡢணሗࡘ࠸࡚ࠊ≉
ᆅᇦ≉ᛶ╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊᪧࣔࢹࣝࡢẚ㍑᳨ドࠊ
⥲ほሙࡢᑐึᮇ᳨್ドࠊ㝆Ỉࡢᑐ࣓ࢲࢫ᳨ドࠊྛ
✀ணሗせ⣲ࡢᑐࢰࣥࢹ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࠊ20kmGSM60kmGSMࠊRSMࡀ୪⾜ࡋ࡚
㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ2007ᖺ10᭶㹼11᭶ࢆᑐ㇟ࠊ3ࡘࡢ
ࣔࢹࣝࡢẚ㍑᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ20kmGSM
ࡢ⥲ྜⓗ࡞ணሗ⢭ᗘࡀ60kmGSMࡸRSMࢆୖᅇࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠊἙཎ㻔2007㻕࡛ሗ࿌
ࡋࡓணሗ≉ᛶࡀᮇ㛫࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᑐึᮇ᳨್ドࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋPseaࡣ
⛅ᏘࡽᏘࡅ࡚᪥ᮏ㏆࡛ṇࣂࢫ࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊኟᏘࡣ㈇ࣂࢫ㌿ࡌ࡚࠸ࡓࠋZ500
ࡣᏘ᪥ᮏิᓥࡢᮾഃࡢ㡿ᇦ࡛ṇࣂࢫࠊ༡
ഃ࡛㈇ࣂࢫ࡞ࡾࠊẼᅽഴᗘࡀᖹᆒࡋ࡚⦆ࡸ
ணࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓኟᏘࡣ᪥ᮏࡢ༡ᾏୖ࡛㈇ࣂ
ࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋT500ࡣ⛅ᏘࡽᏘࡅ࡚ࠊ
ࡲࡓT925ࡣྛᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ㏆࡛ᗈ⠊ᅖ㈇
ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᑐ࣓ࢲࢫ㝆Ỉ᳨ド࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ1mm/24hࢆ㜈್ࡍࡿᙅ࠸㝆Ỉࡢࣂࢫ
ࢫࢥࡣᅜⓗ1ࡼࡾࡁࡗࡓࠋ㝆Ỉ⠊ᅖࢆᐇ
㝿ࡼࡾࡶᗈࡵணࡋࡀࡕ࡞ࡇࡀࣂࢫࢫࢥ
ࢆᢲࡋୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉ኟᏘࡣᑐὶᛶ㝆Ỉࡀཬࡪ
⠊ᅖࢆᗈࡃணࡍࡿഴྥ࠶ࡿࡓࡵࠊࣂࢫࢫࢥ
ࡀ1.5ࢆ㉸࠼ࡿᆅⅬࡀ᪥ᮏᅜෆᖜᗈࡃศᕸࡋ࡚
࠾ࡾࠊETSࡀࡢᏘ⠇ࡼࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀከ
ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ10mm/24hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜࡣᏘ
⠇ࡸᆅᇦࡼࡾࣂࢫࢫࢥࡢᑠᕪࡀぢࡽ

2008 ᖺ 1 ᭶

2008 ᖺ 4 ᭶

2008 ᖺ 7 ᭶

T925

T850

T700

T500

2007 ᖺ 10 ᭶

ᅗ 1.2.9 20kmGSM ࡢẼ ࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࠋ12UTC ึᮇ್ࡢ FT=48 ࡢணሗࡘ࠸࡚ᑐࢰࣥࢹࣂࢫ
ࢆᥥ⏬ࠋ
ᕥࡽ㡰 2007 ᖺ 10 ᭶ࠊ
2008 ᖺ 1 ᭶ࠊ
2008 ᖺ 4 ᭶ࠊ
2008 ᖺ 7 ᭶ࡢணሗ࡛ࠊ
ୖࡽ㡰 T500, T700, T850,
T925ࠋ༢ࡣΥࠋᬮⰍ⣔ࡀṇࣂࢫࠊᐮⰍ⣔ࡀ㈇ࣂࢫࠋ

ࢀࠊࡲࡓ50mm/24hࡸ10mm/6hࢆ㜈್ࡋࡓሙྜ
ࡣࠊ୍ᐃࡢᩘࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡿ᇦ࡛ࡣࣂ
ࢫࢫࢥࡀ1ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡗࡓࠋࡓࡔ
ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ1mm/24hࢆ㜈್ࡍࡿሙྜ
ẚ㍑ࡋ࡚ᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ᑐࢰࣥࢹ᳨ドࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋẼ ࡣࠊ
T925ࡣᅜⓗ㈇ࣂࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋT700ࡣ≉7
᭶᪥ᮏิᓥ㏆࡛ᖜᗈࡃṇࣂࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋ
T500ࡣ㈇ࣂࢫࡢᆅⅬࡀከࡃࠊ1᭶ࡣ㈇ࣂ
ࢫࡀ≉ࡁ࠸㡿ᇦࡀ⳹୰ࡽᕞࢆ⤒࡚㛵ᮾ
⮳ࡿᖏ≧ศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ2008ᖺ1᭶ୗ᪪
ࡣ୰ᅜࡽ୰ኸࢪࡅ࡚ᐮἼ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧせᅉࡀࢫࢥᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋẚ‵ࡣࠊQ925ࡣ᪥ᮏᅜෆ
࡛ࡣ10᭶ࡸ7᭶ṇࣂࢫ㸦‵₶ࣂࢫ㸧࡞
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ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀከࡃࠊQ850ࡼࡾࡶୖᒙ࡛ࡣ㈇ࣂ
ࢫ㸦⇱ࣂࢫ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀከࡗࡓࠋ
㢼㏿ࡣࠊWs850ࡼࡾୖᒙ࡛㈇ࣂࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ᆅⅬࡀከࡗࡓࠋ500hPa㢼ࡢࣂࢫࡣZ500ࡢᑐ
ึᮇ್ࣂࢫᆅ⾮㢼ࡢ㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚㛵㐃ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋWs250࡛ࡣࠊ1᭶ࡢࢪ࢙ࢵ
ࢺẼὶࡀ⳹ࡽ᪥ᮏิᓥࡅ࡚ࣔࢹ࡛ࣝࡣᖹ
ᆒࡋ࡚ᙅࡵணࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏ⠇࡛⤂ࡋࡓ20kmGSMࡢࣂࢫࡢ୰ࡣࠊ
㝆ỈࡸẼ ࡞ࠊ࢞ࢲࣥࢫ㸦➨3❶㸧ࢆ㏻ࡋ࡚㐺
ᐅಟṇࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊணሗࡢ⌧ሙ࡛ࡣ
⥲ほሙࡸ㝆Ỉศᕸࡢᢕᥱ➼ࡢࡓࡵࣔࢹࣝࡢࣉࣟ
ࢲࢡࢺࢆ┤᥋⏝ࡍࡿሙ㠃ࡶከ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊ
20kmGSMࡀᮏ⠇ࡢࡼ࠺࡞ணሗ≉ᛶࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗࣔࢹࣝ㻔MSM㻕➼ࡢ

2008 ᖺ 1 ᭶

2008 ᖺ 4 ᭶

2008 ᖺ 7 ᭶

Q925

Q850

Q700

Q500

2007 ᖺ 10 ᭶

ᅗ 1.2.10 20kmGSM ࡢẚ‵ࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࠋせ⣲ࡣୖࡽ㡰 Q500, Q700, Q850, Q925 ࡛ࠊ༢ࡣ
g/kgࠋࡑࡢࡢヲ⣽ࡣᅗ 1.2.9 ྠᵝࠋ

࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻞㻝㻙㻞㻟㻚㻌
ᖹ㞞அ㸪ᆏୗ༟ஓ㸪㻞㻜㻜㻡㻦㻌 㝣㠃㐣⛬㸬ᩘ್ணሗㄢ
ሗ࿌ู࣭➨㻡㻝ྕ㸪Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㸪㻣㻜㻙㻣㻡㻚㻌
ⴙ⣡ᑎಙᓫ㻘㻌 㻝㻥㻥㻠㻦㻌 ᩘ್ணሗ䝰䝕䝹㻚㻌 ᖹᡂ㻢ᖺᗘᩘ್
ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖䠋ᩘ್ணሗㄢሗ࿌䞉ู➨㻠㻝ྕ㻘㻌
Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻡㻞㻙㻤㻥㻚

ࣉࣟࢲࢡࢺࡶẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾⰋ࠸ணሗࡢసᡂ
ࡢࡓࡵάࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ᚋࠊᮏ✏࡛⤂ࡋࡓࡼ࠺࡞ࣂࢫࡢ୍ᒙࡢ㍍
ῶࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡢᨵⰋࢆᘬࡁ⥆ࡁ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
㻌
ཧ⪃ᩥ⊩㻌
Ἑཎᩧᥭ㻘㻌 㻞㻜㻜㻣㻦㻌 ⯡᳨ド㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘᩘ್ணሗ
◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻡㻙㻝㻜㻚㻌
ᕝ⿱ே㻘㻌 㻞㻜㻜㻢㻦㻌 ࣔࢹࣝࡢᴫせ㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘᩘ್ண
ሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻣㻙㻝㻜㻚㻌
ᆏୗ༟ஓ㻘㻌 㻞㻜㻜㻢㻦㻌 ⤫ィ᳨ド㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘᩘ್ணሗ◊
ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻝㻠㻙㻝㻥㻚㻌
୰ᕝ㞞அ㻘㻌 㻞㻜㻜㻢㻦㻌 㝆Ỉ᳨ド㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘᩘ್ண
ሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻟㻢㻙㻠㻜㻚㻌
୰ᕝ㞞அ㻘㻌 㻞㻜㻜㻣㻦㻌 㝆Ỉ㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ
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2007 ᖺ 10 ᭶

2008 ᖺ 4 ᭶

2008 ᖺ 7 ᭶

Ws925

Ws850

Ws500

Ws250

2008 ᖺ 1 ᭶

ᅗ 1.2.11 20kmGSM ࡢỈᖹ㢼㏿ࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࠋせ⣲ࡣୖࡽ㡰 Ws250, Ws500, Ws850, Ws925 ࡛ࠊ
༢ࡣ m/sࠋࡑࡢࡢヲ⣽ࡣᅗ 1.2.9 ྠᵝࠋ

2008 ᖺ 4 ᭶

2008 ᖺ 1 ᭶

ᅗ 1.2.12 20kmGSM ࡢ 500hPa Ẽᅽ㠃Ỉᖹ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢᑐࢰࣥࢹࣂࢫศᕸᅗࠋ12UTC ึᮇ್ࡢ FT=48 ࡢண
ሗࡘ࠸࡚ᥥ⏬ࠋᕥࡀ 2008 ᖺ 1 ᭶ࠊྑࡀ 4 ᭶ࠋ▮༳ࡢ㛗ࡉⰍࡣࡶ㢼ࣂࢫࡢࡁࡉᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㻝㻚㻟㻌 ᳨ド1
㻌
㻝㻚㻟㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻
ᮏ⠇࡛ࡣ⌫ࣔࢹࣝ㸦GSM㸧ࡘ࠸࡚ࠊ2007ᖺ11
᭶ᚑ᮶ࡢỈᖹゎീᗘ60kmࡽ20km㧗ゎീᗘ
ࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦GSM0711; ᕝ 2007㸧ࠊ2008ᖺ
1᭶ᑐὶ᭷ຠ⨨࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຊᏛ㐣⛬ࡼࡿ㛫
ኚഴྥ㸦DCAPE㸧ࡢィ⟬ᡭἲࡀᨵⰋࡉࢀࡓࣔࢹࣝ
㸦GSM0801; Ẽ㇟ᗇ 2007㸧
ࠊཬࡧ2008ᖺ8᭶㐺ྜ࢞
࢘ࢫ᱁Ꮚᑟධ➼ࡢኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࣔࢹࣝ㸦GSM0808;
➨1.1⠇ཧ↷㸧ࡘ࠸࡚ࠊࢆᣲࡆ࡚ࣔࢹࣝ㛫ࡢᕪ␗
ཬࡧᨵⰋࡢຠᯝࢆ⤂ࡍࡿࠋࡲࡓࠊୖグࡍ࡚ࡢࣔࢹ
ࣝᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿᾏὒᒙ✚㞼ࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
㸦ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟; ᕝྜ 2004㸧ࡼࡾ⏕ࡌࡿ㐣࡞ୗ
ᒙ㞼ࡘ࠸࡚ࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗࣔࢹࣝ㸦MSM㸧ࡢẚ㍑
ࡽၥ㢟Ⅼࢆ♧ࡍࠋ
㻝㻚㻟㻚㻞㻌 ⥲ほሙ䛾 㻳㻿㻹 䛾ணሗ≉ᛶ
䠄㻝䠅㻌 㻰㻯㻭㻼㻱 ィ⟬ᡭἲᨵⰋ䛾ຠᯝ㻌
ኟᏘࡢ㝆Ỉணሗࡢࡋ࡚2006ᖺྎ㢼➨10ྕ
క࠺ணࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋࡇࡢྎ㢼ࡣ8᭶17᪥
16UTCᐑᓮ┴ୖ㝣ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢୖࡀ㐜ࡃୖ
㝣ᚋ28㛫⤒ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃ᪥ᮏᾏᢤࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᕞࢆ୰ᚰ㛗㛫ࡢ㝆Ỉࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋᅗ1.3.1
2006 ᖺ 8 ᭶ 17 ᪥ 12UTC ึ ᮇ ್  ࠾ ࡅ ࡿ FT=12 ࡢ
GSM0711ࠊGSM0801ࠊGSM0808ྛࣔࢹࣝࡢ๓6㛫
✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊࡑࢀᑐᛂࡍࡿ้ࡢゎᯒ㞵㔞ࢆ♧ࡍࠋ
ゎᯒ㞵㔞࡛ࡣࠊྎ㢼୰ᚰ㏆ࡸ༡ᾏୖ࡛50mm/6hࢆ㉸
࠼ࡿᙉ㞵ࢆᗈ⠊ᅖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡚ࡢࣔࢹࣝࡣඹ
㏻ࡋ࡚ᙉ㞵ࢆணࡍࡿ㡿ᇦࡀ⊃࠸ࠋ㝆Ỉ⾲⌧ࡣࣔࢹࣝ
ࡢỈᖹゎീᗘࡁࡃ౫Ꮡࡋࠊ≉ᙉ㞵ࡢ⾲⌧ࡣᐇἣ
ẚ㐣ᑡ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋGSM0711 ẚ࡚
DCAPEᨵⰋᚋࡢGSM0801ࠊGSM0808ࡣࠊྎ㢼୰ᚰ
㏆ࡢ㝆Ỉࣃࢱ࣮ࣥࡀኚࡋࠊᬮ‵Ẽࡀὶධࡍࡿᐑᓮ
┴ࡸᅄᅜす㒊࡛ࡣᆅᙧᛶࡢᙉ㞵⾲⌧ࡀᨵၿࡉࢀ࡚ࠊࡼ
ࡾ㐺☜࡞⨨ᙉ࠸ᑐὶᛶ㝆Ỉࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊྛࣔࢹࣝࡶኴᖹὒഃ࡛5mm/6h௨ୗ
ࡢᙅ࠸㞵ࡢ㡿ᇦࢆᮾᾏᆅ᪉ࡲ࡛ᗈࡆࠊゎᯒ㞵㔞ẚ
࡚ࡸࡸ㐣࡞ணࢆࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ḟࠊᏘࡢⓎ㐩ࡍࡿపẼᅽࡢࡘ࠸࡚ゎㄝࡍ
ࡿࠋ2007ᖺ1᭶6᪥ࡽ8᪥ࡅ࡚ࠊ༡ᾏୖࡢపẼᅽ
ࡀᮾ᪥ᮏࡢኴᖹὒഃἢᓊࢆᛴ㏿Ⓨ㐩ࡋ࡞ࡀࡽୖࡋࠊ
᪥ᮏᾏഃࡽᮾ㐍ࡋࡓపẼᅽ୍యࡋ࡚ᮾ㐍ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᙳ㡪࡛᪥ᮏࢆ୰ᚰⲨࢀࡢኳẼ࡞ࡾࠊࡑࡢ
ᚋᆺⓗ࡞ᆺࡢẼᅽ㓄⨨࡞ࡗࡓࠋᅗ1.3.22007ᖺ
1᭶6᪥12UTCึᮇ್࠾ࡅࡿFT=12ࡢྛࣔࢹࣝࡢ๓6
㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊᑐᛂࡍࡿ้ࡢゎᯒ㞵㔞ࢆ♧ࡍࠋ
ࡇࡢ࡛ࡣࣔࢹࣝ㛫࡛㝆Ỉࡢ⾲⌧ᕪ␗ࡣࢇ
1

ᑠ㔝⏣ ᾈඞ
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ᅗ 1.3.1 2006 ᖺ 8 ᭶ 17 ᪥ 12UTC ึᮇ್࠾ࡅࡿ
 FT=12 ࡢ㸦a㸧GSM0711㸦b㸧GSM0801㸦c㸧GSM0808
 ࡢ๓ 6 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊ
㸦d㸧ᑐᛂࡍࡿ้ࡢ๓ 6 
 㛫✚⟬ゎᯒ㞵㔞ࠋ

ᅗ 1.3.2 2007 ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥ 12UTC ึᮇ್࠾ࡅࡿ
 FT=12 ࡢ㸦a㸧GSM0711㸦b㸧GSM0801㸦c㸧GSM0808
 ࡢ๓ 6 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊ
㸦d㸧ᑐᛂࡍࡿ้ࡢ๓ 6 
 㛫✚⟬ゎᯒ㞵㔞ࠋ

ぢࡽࢀࡎࠊゎᯒ㞵㔞ẚᮾᆅ᪉ࡢ᪥ᮏᾏഃ࡛ከᑡ
ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᴫࡡᑐᛂࡀⰋࡗࡓࠋ
Ꮨࡢ࡛DCAPEࡢᨵⰋࡢຠᯝࡀ᫂░࡛࡞࠸⌮
⏤ࡋ࡚ࠊ୰ᕝ㸦2007㸧࡛㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊⲨ

ᕝ-ࢩ࣮ࣗࣂ࣮ࢺ✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ㸦A-S㸧
ࡼࡿ㝆Ỉணࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋGSM0808
ࡘ࠸࡚ࠊࣔࢹࣝෆ࡛ࡢ㝆Ỉィ⟬ࡢྜࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
ᅗ1.3.3ᅗ1.3.1㸦c㸧
ࠊᅗ1.3.2㸦c㸧࡛♧ࡋࡓ㝆Ỉ㔞ࢆ
A-Sࡼࡿ㝆Ỉつᶍจ⤖ࡼࡿ㝆Ỉศࡅ࡚♧
ࡍࠋኟᏘࡢ㸦ᅗ1.3.3ୖẁ㸧࡛ࡣࠊᅗ1.3.1㸦c㸧࡛
ணࡋࡓ㝆Ỉᇦࡢࡰᇦ࡛A-Sࡼࡿ㝆Ỉࢆணࡋ
࡚࠾ࡾࠊ≉ྎ㢼୰ᚰ㏆ࡢᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆࡁࡃཷࡅ
ࡿ㡿ᇦ࡛GSM0711ẚ㍑ࡋ࡚DCAPEᨵⰋࡼࡿ㝆
Ỉ⾲⌧ࡢᕪࡀ᫂░࡞ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧
ࠋ୍᪉࡛Ꮨࡢ
㸦ᅗ1.3.3ୗẁ㸧࡛ࡣࠊࣔࢹࣝෆ࡛つᶍจ⤖ࡼࡿ㝆
Ỉࡀ༟㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊA-Sࡼࡿ㝆Ỉࡣᮾᆅ᪉ࡢ୍㒊
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊDCAPEࡢᨵⰋࡼࡿᕪ␗
ࡀࣔࢹࣝ㛫࡛㠀ᖖᑠࡉࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
࡛ࡣࠊGSM0711ࠊGSM0801࠾࠸࡚ࡶA-Sࡼࡿ
㝆Ỉつᶍจ⤖ࡼࡿ㝆ỈࡢྜࡣࠊGSM0808
ࡰྠࡌ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧
ࠋ
䠄㻞䠅㻌 㐺ྜ䜺䜴䝇᱁Ꮚ䜈䛾ኚ᭦➼䛾ຠᯝ㻌㻌
ᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡽ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡢኚ᭦ࡢ࡞
┠ⓗࡣࠊ㧗⦋ᗘࡢ᱁Ꮚᩘࢆ㐺ษῶࡎࡿࡇࡼࡿィ
⟬㔞ࡢ๐ῶ࡛࠶ࡿࡀࠊGSM0808࡛ࡣࡑࡢࡶᣑᩓಀ
ᩘࡢ⤫୍ࡸỈẼ⛣ὶࡢᨵၿ࡞ຊᏛ㐣⛬ࢆ୰ᚰᨵ
Ⰻࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦➨1.1⠇ཧ↷㸧
ࠋࡓࡔࡋࠊ≀⌮㐣
⛬ࡣࡁ࡞ኚ᭦ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ᪥ࠎࡢ㝆
Ỉ࡞≀⌮㐣⛬ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ⌧㇟࠼ࡿᙳ㡪
ࡣᑠࡉ࠸ࠋ᱁Ꮚ⣔ኚ᭦ࡼࡿணሗࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉࡃࠊ
GSM0801GSM0808ࡢᕪ␗ࡣຊᏛ㐣⛬ࡼࡿࡶ
ࡢࡀࡁ࠸ࠋࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࢆ ࡿᣦᶆࡋ࡚ࠊ୰࣭㧗
⦋ᗘࡢẼࡢὶࢀࡢணሗ⢭ᗘࢆ♧ࡍ500hPa㧗ᗘࡢண
ሗ⢭ᗘࡘ࠸࡚ࠊࢧࢡࣝᐇ㦂࠾ࡅࡿணሗ್ᑐᛂ
ࡍࡿ้࡛ࡢゎᯒ್ࡢᕪࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᅗ1.3.42006
ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥00UTC ࢆึᮇ್ࡍࡿ FT=36 ࠾ࡅࡿ
500hPa㧗ᗘሙࡢணሗ್ࠊᑐᛂࡍࡿゎᯒ್ࡢᕪࢆ♧
ࡍࠋᑐ㇟้࡞ࡿ2006ᖺ8᭶2᪥12UTC࠾࠸࡚ࠊ
᪥ᮏ㏆ࡣኴᖹὒ㧗ẼᅽそࢃࢀᅜⓗᏳᐃࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㢧ⴭ⌧㇟ࡣ࡞ࡗࡓࠋGSM0808ࡣGSM0711ࠊ
GSM0801ẚ࡚ゎᯒ್ࡽࡢ㈇ࡢ೫ᕪࡀ᪥ᮏ㏆
࡛ῶᑡࡋࠊᙅࡗࡓኴᖹὒ㧗Ẽᅽࡢ⾲⌧ࡀᨵၿࡉࢀࡓࠋ
ࡓࡔࡋGSM0808ࡢᴗົヨ㦂ᮇ㛫㸦ኟᏘ2006ᖺ8᭶1
᪥㹼8᭶31᪥ࠊᏘ2007ᖺ1᭶1᪥㹼1᭶31᪥㸧࠾࠸
࡚ࠊࡇࡢࡢࡼ࠺┠❧ࡗࡓᨵၿࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
ࡣᑡ࡞ࡃࠊࡢከࡃࡢࡣGSM0711ࡸGSM0801
ẚࡰ୰❧ࡶࡋࡃࡣⱝᖸࡢᨵၿ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㻝㻚㻟㻚㻟㻌 㻳㻿㻹 䛸 㻹㻿㻹 䛾ୗᒙ㞼⾲⌧䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶
2007ᖺ11᭶ࡼࡾGSM0711ࡀ㐠⏝㛤ጞࡉࢀ࡚ࡽࠊ
GSMMSMࡢୗᒙ㞼ࡢ⾲⌧ࡁ࡞㐪࠸ࡢ࠶ࡿ
ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGSMࡣୗᒙ㞼㔞ࡀከࡃ࠾ኳẼ࣐ࢵ
ࣉ࡛ࡣࡾࡢணࠊࡑࢀᑐࡋMSMࡢ࠾ኳẼ࣐ࢵࣉ࡛
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ᅗ 1.3.3 GSM0808 ࡢ๓ 6 㛫✚⟬ࡢ㝆Ỉ㔞ࠋୖẁࡣᅗ
 1.3.1 ྠࡌኟᏘࠊ
ୗẁࡣᅗ 1.3.2 ྠࡌᏘࡢ࡛ࠊ
 㸦a㸧
㸦c㸧A-S ࡼࡿ㝆Ỉࠊ
㸦b㸧
㸦d㸧つᶍจ⤖ࡼ
 ࡿ㝆Ỉࠋ

ᅗ 1.3.4 2006 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ 00UTC ึᮇ್ࡢ FT=36 ࠾
 ࡅࡿ㸦a㸧GSM0711㸦b㸧GSM0801㸦c㸧GSM0808
 ࡢ 500hPa 㧗ᗘࡢᑐゎᯒ್ㄗᕪࠋゎᯒ್ᑐࡋ㉥ࡣṇࠊ
 㟷ࡣ㈇ࡢㄗᕪࢆ⾲ࡍࠋ༢ࡣ mࠋ

ࡣᛌᬕࡶࡋࡃࡣᬕࢀࢆணࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞࡛࠶ࡿࠋ
2008ᖺ8᭶ࡢ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁ᏊᑟධᚋࡢGSM0808࡛ࡶ
ྠᵝࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣGSM0808࠾ࡅࡿ
ᆺⓗ࡞ࠊཎᅉ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿᒙ✚㞼ࢫ࣮࢟
࣒ࡢၥ㢟Ⅼࢆ㏙ࡿࠋ࡞࠾ࠊᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁ᏊࡢGSM
㸦GSM0711ࠊGSM0801㸧ࡼࡿྠᵝࡢࠊཬࡧࣔ
ࢹࣝࡢ㞼㔞ࢆ┤᥋⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠾ኳẼ࣐ࢵࣉࡢ⏝ୖ

ࡢὀពⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨3.1.9㡯࡛㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ేࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
䠄㻝䠅㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻤 ᭶ 㻢 ᪥䛾㻌㻌
GSM0808㐠⏝㛤ጞ┤ᚋࡢ2008ᖺ8᭶5᪥12UTCึ
ᮇ್࠾ࡅࡿண࡛ࠊGSM0808MSMࡢ㛫࡛࠾ኳẼ
࣐ࢵࣉࡢࡾࡢ⾲⌧ࡁ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋᅗ1.3.5
2008ᖺ8᭶6᪥00UTC࠾ࡅࡿᆅୖኳẼᅗ㐠㍺ከ
┠ⓗ⾨ᫍMTSATࡢྍど⏬ീࢆ♧ࡍࠋἢᾏᕞ㏆ࡣẼ
ᅽࡢ㇂ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㯤ᾏࡽ᪥ᮏᾏࡅ࡚ࡣᗈࡃ㧗Ẽ
ᅽそࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊMTSATྍど⏬ീ࡛ࡣ┠❧ࡗࡓ㞼ᇦ
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᅗ1.3.62008ᖺ8᭶5᪥12UTCึᮇ
್ࡢFT=12࠾ࡅࡿGSM0808ཬࡧMSMࡢ࠾ኳẼ࣐
ࢵࣉ925hPa࠾ࡅࡿ‵ᩘࡢศᕸࢆ♧ࡍࠋGSM0808
ࡢ࠾ኳẼ࣐ࢵࣉࡣ᪥ᮏᾏࡸ㯤ᾏࡢᾏୖࢆ୰ᚰᗈ࠸㡿
ᇦ࡛ࡾࢆணࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊMSMࡢணࡣࡇࡢࡼ࠺
࡞ࡾࡢ㡿ᇦࡣぢࡽࢀ࡞࠸㸦ᅗ1.3.6ୖẁ㉥㸧ࠋ
925hPa࡛ࡢ‵ᩘศᕸࡣGSM0808MSM࡛ࣔࢹࣝ㛫
ࡢ㐪࠸ࡣᑠࡉࡃࠊྠ㡿ᇦ࡛ࡣඹ⇱ࡋ㸦ᅗ1.3.6ୗẁ㸧
ࠊ
ࡑࢀࡼࡾୖᒙࡢ700hPaࡸ500hPaࡅ࡚ࡶ୧ࣔࢹࣝ
ࡶ⇱ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧
ࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢ㡿ᇦࡢ
ࡾࡣୗᒙ㞼ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
ࡣGSM0808ࡀࠊ925hPaࡼࡾୗᒙ࡛࠾ኳẼ࣐ࢵࣉࡢ
㜈್ࢆ㉸࠼ࡿ㞼ࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿ㸦࠾ኳ
Ẽ࣐ࢵࣉࡢุ᩿ᇶ‽ࡣᏳ⸨㸦2007㸧ࢆཧ↷㸧
ࠋ
ᅇྲྀࡾୖࡆࡓ2008ᖺ8᭶6᪥ࡢ㝈ࡽࡎࠊࡾ
ࡢ⾲⌧ࡀGSMMSMࡢ㛫࡛ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀ࠸ࡃ
ࡘ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡣࠊ≉ᐃࡢẼᅽ㓄⨨ࡸ
㡿ᇦ㝈ᐃࡉࢀࡎࠊᏘ⠇ࡶࡼࡽ࡞࠸ࡇࡀࢃࡗ࡚
࠸ࡿࠋGSMࡀᐇἣࡸMSMẚ㍑ࡋ࡚ୗᒙ࡛⮬↛
㐣࡞㞼ࢆ⏕ᡂࡋ࡚ࡋࡲ࠺ཎᅉࡣࠊGSMࡢࡳᑟධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

䠄㻞䠅㻌 ᒙ✚㞼䝇䜻䞊䝮㻌㻌
ள⇕ᖏࡢ㝣すᓊ㏆ࡢᾏὒࢆ୰ᚰࡍࡿ㡿ᇦࡢ
Ẽቃ⏺ᒙࡣࠊୖ➃㠀ᖖᙉ࠸㏫㌿ᒙࢆᙧᡂࡋᾏὒᛶ
ᒙ✚㞼࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᒙ✚㞼ࡣᾏ㠃ࡽࡢὶࡼ
ࡿỈẼࡢ㍺㏦ࡸࠊ㞼㡬࢚ࣥࢺ࣓ࣞࣥࣥࢺ 2 ࡞ࡢ
ᵝࠎ࡞≀⌮㐣⛬ࡢ┦స⏝ࡼࡾ⏕ᡂ࣭ᾘ⁛ࡍࡿࡓࡵࠊ
㖄┤ศゎ⬟ࡢ⢒࠸ࣔࢹ࡛ࣝࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀ㠀ᖖᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ
㢧⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸㖄┤ศゎ⬟ࡢ⢒࠸ࣔࢹ࡛ࣝࠊᒙ✚㞼
ࡀ⌧ࢀࡸࡍ࠸⎔ቃሙࡢ᮲௳ࢆ⧊ࡾ㎸ࢇ࡛デ᩿ⓗ㞼ࢆ
⏕ᡂࡍࡿࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋGSM࡛ࡣࠊḟ
ࡢ3ࡘࡢ᮲௳ࡢୗ㞼㔞ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ձ┤ୖࡢᒙᙉ࠸㏫㌿ᒙࡀ࠶ࡿ
ղᆅ⾲㏆ࡃࡀᙉᏳᐃ࡛࡞࠸

㞼㡬࢚ࣥࢺ࣓ࣞࣥࣥࢺ㸸㞼㡬ࡼࡾୖࡢ⇱ࡋࡓ㧗 ࡢ✵
Ẽࡀ㞼ᒙෆྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ⌧㇟ࠋ

ᅗ 1.3.5 2008 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥ 00UTC ࡢᆅୖኳẼᅗ㸦ᕥ㸧
 MTSAT ྍど⏬ീ㸦ྑ㸧
ࠋ

ᅗ 1.3.6 2008 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ึᮇ್ࡢ FT=12 ࠾
 ࡅࡿ 㸦a㸧
㸦b㸧࠾ኳẼ࣐ࢵࣉ 㸦c㸧
㸦d㸧925hPa ࠾
 ࡅࡿ‵ᩘศᕸ㸦⥳Ⰽࡢࣁࢵࢳࡣ 3 ᗘ௨ୗ㸧
ࠋᕥࡽ
 GSM0808ࠊMSMࠋ

ᅗ 1.3.7 2008 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ึᮇ್ࡢ FT=12 ࠾
 ࡅࡿ๓ 6 㛫ᖹᆒࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ㞼ࡢ⏕ᡂ㢖
 ᗘࡢศᕸࠋ

ճ㞼ᒙࢆ927hPaࡼࡾୗᒙࡢࡳ㝈ࡿ3
ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡣ2004ᖺᙜࡢGSM㸦Ỉᖹゎീᗘ
60kmࠊ㖄┤40ᒙ㸧ᑟධࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࣔࢹ࡛ࣝ
ศ⾲⌧࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓୗᒙ㞼ࢆቑຍࡉࡏࠊ⌫

ᑟධᙜึࡣ㖄┤40 ᒙࡢGSM ྥࡅ940hPaࡢไ㝈್࡛࠶
ࡗࡓࡀ㖄┤ 60 ᒙࡢኚ᭦ేࡏ࡚ㄪᩚࡉࢀࡓࠋ

2

3
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つᶍ࡛Ẽࡢᨺᑕᨭࡢࣂࢫࢆࡁࡃᨵၿࡋࡓ
㸦ᕝྜ 2004㸧
ࠋᅗ1.3.7㸦1㸧ྠࡢ2008ᖺ8᭶5
᪥12UTCࢆึᮇ್ࡍࡿFT=12࠾ࡅࡿ⌫ࡢ๓6
㛫ᖹᆒࡢࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ㞼ࡢ⏕ᡂ㢖ᗘศᕸࢆ
♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ㞼ࡢ⏕ᡂ㢖ᗘ
ࡣࠊ㖄┤᪉ྥ1ᒙ࡛ࡶᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡾ㞼ࡀ⏕ᡂ
ࡉࢀࡓ᱁Ꮚࢆ1ࠊࡑࢀ௨እࢆ0ࡋ࡚㛫ᖹᆒࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㝣すᓊ㏆ࡢᾏὒࢆ୰ᚰ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸦ᅗ1.3.7㉥㸧
ࠊ⾲⌧ࡢ㞴ࡋ࠸ᾏὒᛶᒙ✚㞼ࢆ
⿵ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㧗⦋ᗘࡸ㝣ᮾᓊࡢ㝣ୖ࡛ࡶ㐺
⏝ࡉࢀࠊ᪥ᮏᾏ࿘㎶࠾࠸࡚ࡶ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ୍⯡ᒙ✚㞼ࡢほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡿ᇦ࡛ࡣ᫂░࡞㏫㌿
ᒙࢆకࡗ࡚࠾ࡾࠊGSM࡛ࡣࡇࡢ≉ᛶᇶ࡙ࡁ㏫㌿ࡢᙉ
ࡉᛂࡌ࡚ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࡛࢟㞼ࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡓࡵᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࡛࢟デ᩿ࡍࡿ㞼㔞ࡣ㏫㌿ࡀᙉ࠸
ከࡃࠊỈẼ㔞ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㞼ࢆ⏕ᡂࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࢆྵࡵࠊ᪥ᮏ㏆࡛MSM
ࡁࡃ␗࡞ࡿணࢆࡋࡓ࡛ࡣࠊGSMࡣࡈࡃୗᒙ࡛ᙉ
࠸㏫㌿ࢆணࡋᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡗ࡚㐣ୗᒙ㞼
ࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧
ࠋ㐣㞼ࢆ⏕ᡂࡍࡿ⤖ᯝࠊᒙ
✚㞼ࢫ࣮࣒࡛࢟⏕ᡂࡉࢀࡓ㞼ࡢ࿘ᅖ࡛ࡣࠊỈᖹ᪉ྥ
㞼㔞ࡢ㐣ᑡࡸ㐃⥆࡞ศᕸ࡞ࠊ㞼⾲⌧ࡀ⮬↛࡞
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᅗ1.3.8ࠊᅗ1.3.7࡛♧ࡋࡓᒙ✚㞼ࢫ࢟
࣮࣒ࡼࡿ㞼ࡢ⏕ᡂ㢖ᗘࡢ᪥ᮏ࿘㎶࡛ࡢᣑᅗྠண
ሗ้ࡢୗᒙ㞼㔞㸦850hPa௨ୗࡢ㞼㔞ࠊ0-1࡛⾲ࡉࢀ
ࡿ㸧
ࠊཬࡧ㞼㔞ࡢᮾ⤒135ᗘࠊ⦋30ᗘ㹼45ᗘ㸦ᅗ1.3.8
㸦b㸧୰ࠊXY㸧࠾ࡅࡿ㖄┤᩿㠃ᅗࢆ♧ࡍࠋᅗ1.3.8㸦b㸧
࡛ࡣ᪥ᮏᾏࡢ⦋41ᗘ㏆ࢆቃ༡ࠊୗᒙ㞼ࡢཌ
࠸㡿ᇦࢇ㞼ࡢ↓࠸㡿ᇦศࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊᅗ1.3.8㸦a㸧ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ㞼⏕ᡂࡢ㢖
ᗘࡢศᕸࡼࡃᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ1.3.8㸦c㸧ࡢ㞼㔞ࡢ㖄
┤᩿㠃ᅗ࡛ࡶ⦋41ᗘ㏆࡛㐃⥆࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠾
ኳẼ࣐ࢵࣉ࡛ࡣࣔࢹࣝࡢ㞼㔞ࢆධຊࡋ࡚ኳẼࡢุู
ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡾ㐣⏕ᡂࡉࢀࡓ
㞼ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㜈್ࢆ㉸࠼ࠊࡾࡢ⾲⌧࡞ࡗࡓࠋ

㻝㻚㻟㻚㻠㻌 䜎䛸䜑䛸ᚋ䛾ㄢ㢟
DCAPEࡢィ⟬ᡭἲࡢᨵⰋࡼࡾࠊཝᐦ࡞DCAPEࡀ
ồࡵࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊ≉ᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆࡁࡃཷࡅࡿ㡿
ᇦ࠾࠸࡚A-Sࡼࡿ㝆Ỉࢆ㐺☜࡞⨨ண࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡾࠊ㝆Ỉ⾲⌧ࡀᨵၿࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࣔࢹࣝෆ
࡛つᶍจ⤖ࡼࡿ㝆Ỉࡢ༟㉺ࡍࡿ࡛ࡣࠊయࡢ
㝆Ỉ⾲⌧ᕪ␗ࡣࢇ⌧ࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣDCAPE
ࡀ✚㞼ᑐὶࡢⓎ⏕ࢆุᐃࡍࡿࢺ࣮ࣜ࢞㛵ᩘࡋ࡚⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᙅ࠸㝆Ỉࢆࡸࡸ㐣
ᗈࡆ࡚ࡋࡲ࠺ၥ㢟Ⅼࡣṧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁ≀⌮㐣
⛬ࢆ୰ᚰᨵⰋࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᶆ‽࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡽ㐺ྜ࢞࢘ࢫ᱁Ꮚࡢ᱁Ꮚ⣔ࡢኚ
᭦ࡢணሗ⢭ᗘࡢຠᯝࡣᑠࡉ࠸ࠋຊᏛ㐣⛬ࡢᨵⰋࡼ
ࡾ500hPa㧗ᗘሙࡢணሗࡘ࠸࡚ᑐゎᯒ್ࡢㄗᕪࡀῶ
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ᅗ 1.3.8 2008 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ึᮇ್࠾ࡅࡿ
 FT=12 ࡢ㸦a㸧๓ 6 㛫ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ㞼ࡢ
 ⏕ᡂ㢖ᗘࠊ
㸦b㸧ୗᒙ㞼㔞ࠊ
㸦c㸧ᅗ㸦b㸧୰ X-Y ࠾ࡅ
 ࡿ㞼㔞ࡢ㖄┤᩿㠃ᅗࠋ

ᑡࡋࠊ⢭ᗘࡢྥୖࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡶ࠶ࡗࡓࡀྥୖࡢ
ᖜࡣᑠࡉࡃࠊከࡃࡢ࡛ࡣ୰❧࡛࠶ࡗࡓࠋ▷ᮇணሗ
ࡢ≉ᐃࡢ࡛⌧ࢀࡿኚࡣᑠࡉ࠸ࡀࠊゎᯒணሗࢧ
ࢡࣝࢆ⧞㏉ࡍࡇ࡛ᨵⰋࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡣGSM࡛⾲⌧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓୗᒙ
㞼ࢆ⿵࠸ᨺᑕᨭࡢࣂࢫࢆ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᮲௳
ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡛㐣ୗᒙ㞼ࢆ⏕ᡂࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ
࠶ࡿࠋᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤࡇࡢࡼ࠺࡞
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡀࠊ⌫࡛ࡢୗᒙ㞼㔞ࡢῶᑡࡘ࡞ࡀࡾࠊ
ᨺᑕᨭࡸᆅୖẼ ண࡞ࡁࡃᙳ㡪ࢆ࠼ணሗ
⢭ᗘࢆపୗࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⌧ᅾࠊᆅ⾲㠃ࣇࣛࢵࢡࢫࡢ
ᨵⰋࡸ㞼㡬࢚ࣥࢺ࣓ࣞࣥࣥࢺࡢ⪃៖࡞Ẽୗᒙࡢ
⾲⌧ࡢྥୖࢆᅗࡿඹࠊ㞼ࡢ⏕ᡂ㔞ࢆỴᐃࡍࡿ☜⋡
ᐦᗘ㛵ᩘࡢ⢭⦓ࡸ㝆Ỉࡼࡿ㞼ࡢᾘኻ㐣⛬ࡢㄪᩚ࡞
ࠊ㐺ษ࡞㞼㔞ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆໟᣓⓗ㛤Ⓨࡋࠊணሗ⢭ᗘࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
Ᏻ⸨ⰾ㸪2007: ࠾ኳẼ࣐ࢵࣉ㸬ᖹᡂ19ᖺᗘᩘ್ணሗ
 ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㸪Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㸪94-97.
ᕝྜ⚽᫂㸪2004: 㞼Ỉ㐣⛬㸬ᩘ್ணሗㄢሗ࿌ู࣭➨
 50ྕ㸪Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㸪72-80㸬
Ẽ㇟ᗇ㸪2007⌫ᩘ್ணሗࣔࢹࣝ㸦GSM㸧ࡢ✚㞼ᑐ
 ὶࢫ࣮࣒࢟ࡢᨵⰋ㸬㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ➨
 275ྕ㸬
ᕝ⿱ே㸪2007: ኚ᭦ࡢᴫせ㸬ᖹᡂ19ᖺᗘᩘ್ணሗㄢ
 ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㸪Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㸪1-4㸬
୰ᕝ㞞அ㸪2007: 㝆Ỉ㸬ᖹᡂ19ᖺᗘᩘ್ணሗㄢ◊ಟࢸ
 ࢟ࢫࢺ㸪Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㸪21-23㸬

㻝㻚㻠㻌 㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᨵⰋ㻝㻌

⾲  㐌㛫 (36 ࡢ࡞ᨵⰋࡢᮇᵝ
ᮇ
ࣔࢹࣝ ᦤືసᡂ ᦤືᑐ㇟ ࣓ࣥࣂ࣮
㸦ᖺ᭶㸧
ゎീᗘ
ᡭἲ
㡿ᇦ
ᩘ

㻝㻚㻠㻚㻝㻌 㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮㻌
㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䠄௨ୗ䚸㐌㛫EPS䠅
䛿㐌㛫ኳẼணሗ䛾ᨭ䜢┠ⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛶䛚䜚䚸ྛ
䝯䞁䝞䞊䛾ணሗ䜢ጞ䜑䚸䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒ䜔䝇䝥䝺䝑
䝗➼䚸ྛ✀䛾㈨ᩱ䛜⌧ᴗ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䠄ᯘ䞉ᕝୖ
2006䠅䚹
㐌㛫EPS䛾ᮏ㐠⏝䛿䚸2001ᖺ3᭶䛾ィ⟬ᶵ䝅䝇䝔
䝮᭦᪂䛸ྠ䛻㛤ጞ䛥䜜䛯䚹௨㝆䚸ึᮇᦤືసᡂᡭ
ἲ䛸ᩘ್ணሗ䝰䝕䝹䚸䛚䜘䜃䝯䞁䝞䞊ᩘ䛻ᨵⰋ䛜
䛥䜜䚸㐌㛫ኳẼணሗ䛾ᨭ㈨ᩱ䛾⢭ᗘྥୖ䛜ᅗ䜙
䜜䛶䛝䛯䠄⤒⏣ 2006䠅䚹⾲1.4.1䛻㐠⏝㛤ጞ௨᮶䛾
䛺ᵝ䛾ኚ䜢䜎䛸䜑䜛䚹
2007ᖺ11᭶䚸⌫䝰䝕䝹䛾㧗ゎീᗘ䛸ྠ䛻䚸
㐌㛫EPS䛻ึᮇᦤືసᡂᡭἲ䛾ኚ᭦䜔ணሗ䝰䝕䝹
䛾㧗ゎീᗘ➼䛾ᖜ䛺ኚ᭦䛜ຍ䛘䜙䜜䛯䚹ᮏ⠇䛷
䛿ᅇ䛾ኚ᭦ෆᐜ䛸㐌㛫EPS䛾ᵝ䚸ཬ䜃ᅇ䛾
ኚ᭦䛾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹௨ୗ䛷䛿᪂䛧䛔㐌㛫
EPS䜢䛂WEPS0711䛃䚸2006ᖺ3᭶䛛䜙ᅇ䛾ኚ᭦䜎
䛷㐠⏝䛥䜜䛶䛔䛯䜒䛾䜢䛂WEPS0603䛃䛸䜆䚹
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1+1㸫1756㸫11+͊1㸫175͊6
㸫1ࠋ࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡣᦤືࢆຍ࠼࡚࠸࡞࠸ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࣓ࣥࣂ࣮ࢆྵࡴࠋ
WEPS0603 Ꮨᐇ㦂䠄2005ᖺ12᭶䠅

㼍㻕
WEPS0711 Ꮨᐇ㦂䠄2005ᖺ12᭶䠅

㻝㻚㻠㻚㻞㻌 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻝㻝᭶䛾㐌㛫㻱㻼㻿㧗ᗘ㻌
(1) ึᮇᦤືసᡂᡭἲ䛾ኚ᭦
⾲1.4.2䛻WEPS0711䛷⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛ึᮇᦤື
సᡂᡭἲ䛾ᵝ䜢♧䛩䚹2007ᖺ11᭶䛾ኚ᭦䛷䛿䚸
䛣䛾ᡭἲ䛜ᡂ㛗䝰䞊䝗⫱ᡂἲ䠄BGMἲ䚸Breeding
of Growing Modeἲ䠅䠄Toth and Kalnay 1993䠅䛛
䜙 ≉ ␗ 䝧 䜽 䝖 䝹 ἲ 䠄 SV ἲ 䚸 Singular Vector ἲ 䠅
䠄Buizza and Palmer 1995䠅䜈ኚ᭦䛥䜜䛯䚹SV䛾ィ
⟬䛻䛿䚸⌫ゎᯒ䛾4ḟඖኚศἲ䠄㛛⬥ 2005䠅䛷⏝
䛔䜙䜜䛶䛔䜛᥋⥺ᙧ䝰䝕䝹䛸䛭䛾㝶క䝰䝕䝹䜢⏝
䛧䛶䛔䜛䚹SVἲ䛾⌮ㄽ䛻䛴䛔䛶䛿ᒣ᰿(2002)䚸ᩘ್
ணሗ䝰䝕䝹䜈䛾⏝䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿⤒⏣(2006)䚸
ᒣཱྀ(2006)䚸㓇(2008)➼䛻䜘䜛ゎㄝ䛜䛒䜛䚹
WEPS0603䛷⏝䛔䜙䜜䛶䛔䛯BGMἲ䛷䛿䚸⫱ᡂ
䝃䜲䜽䝹䜢⏝䛔䛶ᦤື䜢సᡂ䛧䛶䛚䜚䚸㐣ཤ䛾⫱ᡂ䝃
䜲䜽䝹ᮇ㛫䛻䛚䛔䛶ᡂ㛗䛧䛶䛝䛯䝰䞊䝗䛛䜙䚸䜰䞁䝃
䞁䝤䝹䛾ྛ䝯䞁䝞䞊䛾ึᮇᦤື䜢సᡂ䛩䜛䠄⤒⏣
2006䠅䚹୍᪉䚸WEPS0711䛷᥇⏝䛥䜜䛯SVἲ䛿䚸᥋
⥺ᙧ䝰䝕䝹䛻䛚䛔䛶䚸ึᮇ้䛛䜙䛒䜛ᮍ᮶䛾ホ౯
㛫䛾㛫䛷䛾ᡂ㛗⋡䛜䛝䛺ㄗᕪ䝧䜽䝖䝹䜢ồ䜑䚸
䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䛾ึᮇᦤື䜢సᡂ䛩䜛ᡭἲ䛷䛒䜛䚹
ᦤື䛾ᡂ㛗䛾ホ౯䛿పゎീᗘ䛾᥋⥺ᙧ䝰䝕䝹䛷⾜
䛖䛜䚸ᐇ㝿䛾ணሗ䜢⾜䛖䝰䝕䝹䛻䛚䛔䛶䚸ᐇ⏝ୖ༑
ศ ᡂ 㛗 䛩 䜛ᦤ ື 䜢 ồ 䜑䜛 䛣 䛸 䛜 ྍ ⬟䛷 䛒 䜛 䠄 ᒣ ཱྀ㻌
2006䠅䚹
䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䛻䛚䛔䛶䚸䝇䝥䝺䝑䝗䛿ணሗ䛾☜

㼎㻕
ᅗ༙⌫㡿ᇦ㸦1㸫1㸧࡛ࡢணሗ㛫
ẖࡢK3D㧗ᗘሙ>P@ࡘ࠸࡚ࡢࢫࣉࣞࢵࢻ
ࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒࡢ506(ࠋᖺ᭶ࢆᑐ
㇟ࡋࡓᏘᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠋD ࡀ:(36ࠊE
ࡀ:(36ࡢ⤖ᯝࠋ

⋡ᐦᗘ㛵ᩘ䛾ᗈ䛜䜚䜢⾲䛩ศᩓ䛾᥎ᐃ್䛻ᑐᛂ䛩
䜛㔞䛷䛒䜛䚹䝇䝥䝺䝑䝗䛿䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒணሗ䛾
RMSE䛸ẚ㍑䛧䛶ྠ⛬ᗘ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛟2
䠄㧗㔝 2002䠅䚸䛭䛖䛺䛳䛶䛔䛺䛡䜜䜀䜰䞁䝃䞁䝤䝹䛜
䛖䜎䛟ᵓᡂ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛻䛺䜛䚹BGMἲ䛻䛚䛔䛶
䛿䚸⫱ᡂ䝃䜲䜽䝹ᮇ㛫䛻ᡂ㛗䛧䛶䛝䛯䝰䞊䝗䛜䛭䛾ᚋ
䜒ᘬ䛝⥆䛝ᡂ㛗䛩䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿
సᡂ䛥䜜䛯ึᮇᦤື䛿ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻ᡂ㛗䛩䜛䛸䛿
㝈䜙䛺䛛䛳䛯䚹䛭䛾䛯䜑䚸WEPS0603䛷䛿ணሗᮇ㛫
䛾ᚋ༙䛷༑ศ䛺䝇䝥䝺䝑䝗䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䚸ึᮇᦤື䛾
䛝䛥䜢ึᮇ್ゎᯒ䛾ㄗᕪ䛸ẚ䜉䛶䛝䜑䛻ㄪᩚ䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䛳䛯䚹
ᅗ1.4.1䛿2005ᖺ䛾12᭶䜢ᑐ㇟䛻⾜䛳䛯ᐇ㦂䛻


ࣔࢹࣝࡢࡉࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ึᮇ್ࡢࣥࢧࣥࣈ
ࣝࡔࡅ࡛ࠊࡇࡢ㛵ಀࢆ‶ࡓࡍࡢࡀᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋணሗࣔࢹࣝࡢࡉ㉳ᅉࡍࡿㄗᕪࡣࠊࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝணሗࡢ506(ࡣྵࡲࢀࡿࡀࠊࢫࣉࣞࢵࢻࡣྵ
ࡲࢀ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢศࢫࣉࣞࢵࢻࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋ
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㻝㻚㻠㻚㻟㻌 㐌㛫㻱㻼㻿㧗ᗘ䛾ຠᯝ㻌
WEPS0711䛾ᴗົヨ㦂䛾䛯䜑䚸2004ᖺ䛾8᭶
䠄௨ୗ䚸ኟᏘ䠅䛸2005ᖺ䛾12᭶䠄௨ୗ䚸Ꮨ䠅䛾ᮇ㛫
䛻䛚䛔䛶ᐇ㦂䜢⾜䛳䛯䚹䛣䛣䛷䛿䛭䛾⤖ᯝ䜢♧䛩䚹
(1) 䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒணሗ䛾⢭ᗘẚ㍑
ᅗ1.4.3䛻ኟᏘᐇ㦂䛷䛾༙⌫䠄20N䠉90N䠅㡿ᇦ
䛻䛚䛡䜛䚸䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒணሗ䛾ணሗ㛫ẖ䛾
500hPa㠃㧗ᗘሙ䛻䛴䛔䛶䛾䜰䝜䝬䝸䞊┦㛵䜢♧䛩䚹
㟷⥺䛜WEPS0603䛾⤖ᯝ䛷䚸㉥⥺䛜WEPS0711䛾
⤖ᯝ䛷䛒䜛䚹䜋䜌䛶䛾ணሗ㛫䛻䛚䛔䛶䚸
WEPS0711䛾⤖ᯝ䛿୰❧䜒䛧䛟䛿ⱝᖸ䛾ᨵၿ䛸䛺䛳
䛶䛔䜛䚹䛣䛾ഴྥ䛿850hPa㠃䛷䛾Ẽ 䛾䜰䝜䝬䝸䞊
┦㛵➼䛷ẚ㍑䛧䛯ሙྜ䜔䚸RMSE䛷ẚ㍑䛧䛶䜒䜋䜌
ྠ䛨䛷䛒䜛䠄ᅗ␎䠅䚹
(2) Ẽ 䛾☜⋡ணሗ䛾⢭ᗘẚ㍑
☜⋡ணሗ䛾᳨ド䛸䛧䛶䚸ᅗ1.4.4䛻ணሗ㛫ẖ䛾
850hPa㠃Ẽ 䛻䛴䛔䛶䛾䚸ẼೃᏛⓗᶆ‽೫ᕪ䃢䛻
ᑐ䛧䛶ᐃ䜑䛯㜈್䛷䛾䝤䝷䜲䜰䝇䜻䝹䝇䝁䜰䜢♧䛩䚹
᳨ド㡿ᇦ䛸䛧䛶䛿ᮾ䜰䝆䜰㡿ᇦ䠄20N䠉60N, 100E
䠉170E䠅䜢⏝䛔䛶䛔䜛䚹4䛴䛾ᅗ䛿a)ኟᏘ䛾䜰䝜䝬䝸

䛚䛡䜛䚸᪂䞉ᪧ䛾㐌㛫EPS䛭䜜䛮䜜䛾䚸500hPa㠃䛾
㧗ᗘሙ䛻䛴䛔䛶䛾䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䛾䝇䝥䝺䝑䝗䛸䜰
䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒணሗ䛾RMSE䛾ẚ㍑ᅗ䛷䛒䜛䚹a)䛾
WEPS0603䛷䛿ணሗᮇ㛫䛾ึᮇ䛛䜙䚸㐌㛫ணሗ䛸䛧
䛶⏝䛥䜜䜛FT=72௨㝆䛷䜒䝇䝥䝺䝑䝗䛜㐣䛸䛺䛳
䛶䛚䜚䚸☜⋡ᐦᗘ㛵ᩘ䛾ᗈ䛜䜚䛜㐣䛷䛒䜛䚹୍᪉䚸
b)䛾WEPS0711䛷䛿䝇䝥䝺䝑䝗䛿䜘䜚㐺ษ䛺䛝䛥䛸
䛺䛳䛶䛚䜚䚸WEPS0603䛷ぢ䜙䜜䛯㐣䛺䝇䝥䝺䝑䝗
䛜ゎᾘ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䜎䛯ᅇ䚸ᦤື䜢ホ౯䛩䜛㡿ᇦ䛸䛧䛶䚸⇕ᖏ㡿ᇦ
䛾➃䜢⦋20ᗘ䛛䜙30ᗘ䛻ኚ᭦䛧䛯䚹䛣䜜䛿ኟᏘ
䛾᪥ᮏ࿘㎶䛾Ẽೃ≉ᛶ䜢⪃䛘䚸᪥ᮏ䛾༡䛷ᡂ㛗䛩
䜛ᦤື䜢䜘䜚㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䛷䛒䜛䚹
(2) ணሗ䝰䝕䝹䛾ኚ᭦
WEPS0711䛾ணሗ䝰䝕䝹䛿䚸ྠᮇ䛻⌧ᴗ䛥
䜜䛯㧗ゎീᗘ⌫䝰䝕䝹GSM0711䛾పゎീᗘ∧
(TL319L60)䛷䛒䜛䚹ணሗ䝰䝕䝹䛾ᵝ䜢ኚ᭦䛾๓
ᚋ䛷ẚ㍑䛧䛯䜒䛾䜢⾲1.4.3䛻♧䛩䚹
ᅇ䛾ኚ᭦䛷㐌㛫EPS䛾ゎീᗘ䛿ᖜ䛻ᙉ䛥
䜜䛶䛚䜚䚸㖄┤ᒙᩘ䛿40ᒙ䛛䜙60ᒙ䜈䚸Ỉᖹゎീᗘ
䛿 䛣 䜜 䜎 䛷 䛾 1.125 ᗘ 䠄 TL159 䚸 ⣙ 120km 䠅 䛛 䜙
0.5625ᗘ䠄TL319䚸⣙60km䠅䛸䛺䛳䛯䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸
㐌㛫ணሗ䛾ᨭ㈨ᩱ䛻䛚䛔䛶Ẽ㇟⌧㇟䛾䜘䜚⣽䛛
䛔⾲⌧䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
ᅗ1.4.2䛻䚸2005ᖺ12᭶13᪥12UTCึᮇ್䛾4
᪥ணሗ䛾䚸๓24㛫㝆Ỉ䛜12mm௨ୖ䛻䛺䜛☜⋡
䛾ศᕸ䜢♧䛩䚹a)䛾WEPS0711䛷䛿䚸ணሗ䝰䝕䝹䛾
㧗ゎീᗘ䛻䜘䜚ᆅᙧᛶ㝆Ỉ䛾⾲⌧䛜ྥୖ䛧䚸b)䛾
WEPS0603䛻ẚ䜉䜘䜚ᆅᙧ䛻ᛂ⟅䛧䛯⌧ᐇⓗ䛺☜
⋡ศᕸ䛾⾲⌧䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸㧗ゎീᗘ⌫䝰䝕䝹䛸ྠᵝ䛻䚸㛫✚ศ䛾
2䝍䜲䝮䝺䝧䝹䚸✚㞼ᑐὶ䝇䜻䞊䝮䜈䛾DCAPE䛾
ᑟධ䛺䛹䛾ᨵⰋ䜒⾜䜟䜜䚸ணሗ䝰䝕䝹䛾㧗㏿䞉⢭
ᗘྥୖ䛜䛿䛛䜙䜜䛶䛔䜛䠄ᕝ 2006䠅䚹

㼍㻕

㼎㻕

ᅗ ᖺ᭶᪥87&ึᮇ್ࡢ᪥ணሗ
࠾ࡅࡿ๓㛫ணሗ㝆Ỉ㔞ࡀPP௨ୖ࡞ࡿ
☜⋡ศᕸࠋD ࡀ:(36ࠊE ࡀ:(36ࠋ

⾲  :(36 ࡢᦤືసᡂᡭἲࡢᵝ㸦⏝ㄒ➼ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣᒣཱྀ  ࢆཧ↷ࠋ㸧


༙⌫㡿ᇦ
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1㸫1
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᥋⥺ᙧ࣭㝶కࣔࢹࣝࡢゎീᗘ

7/㸦 ᗘ㸧

᥋⥺ᙧ࣭㝶కࣔࢹࣝࡢึᮇ್

࠶ࡾ

᥋⥺ᙧ࣭㝶కࣔࢹࣝࡢᣑᩓ

Ỉᖹᣑᩓࠊ㖄┤ᣑᩓ
㸦ᕥຍ࠼࡚㸧✚㞼ᑐὶ㐣⛬ࠊ
㔜ຊἼᢠࠊ㛗Ἴᨺᑕࠊ㞼Ỉ㐣⛬

᥋⥺ᙧ࣭㝶కࣔࢹࣝࡢ≀⌮㐣⛬

ὶ㐣⛬

ホ౯㛫
ᦤືࡢࡁࡉࡢホ౯ ࣀ࣒ࣝ㸧
ᦤືࡋ࡚⏝ࡍࡿᡂ㛗ᚋ 69 ࡢ✚ศ
㛫

㛫

㛫
‵₶ࢺ࣮ࢱ࢚ࣝࢿࣝࢠ࣮

㛫

㛫

ึᮇᦤືࡢᖜࡢࡁࡉ

K3D ࡢ㧗ᗘሙࡢ 506 ್ࡀẼೃ K3D ࡢẼ ሙࡢ 506 ್ࡀẼೃᏛ
Ꮫⓗኚື㔞ࡢ 
ⓗኚື㔞ࡢ 

69 ࡽึᮇᦤືࢆసᡂࡍࡿᡭἲ
⏝ࡍࡿ 69 ࡢᩘ

ࣂࣜࣥࢫ࣑ࢽ࣐࣒ἲ
ࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࡛  ಶ
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䞊䛜1.5䃢௨ୖ䚸b) ኟᏘ䛾䜰䝜䝬䝸䞊䛜-1.5䃢௨ୗ䚸
c)Ꮨ䛾䜰䝜䝬䝸䞊䛜1.5䃢௨ୖ䚸d)Ꮨ䛾䜰䝜䝬䝸䞊
䛜-1.5䃢௨ୗ䛾ሙྜ䛾䝇䝁䜰䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸㟷⥺䛜
WEPS0603䛾⤖ᯝ䛷䚸㉥⥺䛜WEPS0711䛾⤖ᯝ䛷
䛒䜛䚹ኟᏘ䛻䛚䛔䛶䛿䜋䛸䜣䛹䛾ணሗ㛫䛷୰❧䜎
䛯䛿ᨵၿ䚸Ꮨ䛷䛿䜋䛸䜣䛹䛾ணሗ㛫䛷ᨵၿ䛸䛺
䛳䛶䛔䜛䚹యⓗ䛻䚸ணሗᮇ㛫䛾๓༙䛷䛾ᨵၿᖜ䛜
䛝䛟䚸ึᮇᦤືసᡂᡭἲ䛾ኚ᭦䛻䜘䜚䝇䝥䝺䝑䝗䛾
䛝䛥䜢㐺ษ䛺䜒䛾䛻ᨵၿ䛷䛝䛯ຠᯝ䛜⌧䜜䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸ኟᏘ䛷䛿䜰䝜䝬䝸䞊䠚1.5䃢䛾㜈್䛷䚸Ꮨ䛷
䛿䜰䝜䝬䝸䞊䠘-1.5䃢䛾㜈್䛷䛾䝇䝁䜰䛜䚸䛝䛟ᨵ
ၿ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
(3) 㝆Ỉ☜⋡䛾᳨ド
㝆Ỉ☜⋡䛾᳨ド䛸䛧䛶䚸ᅗ1.4.5䛻䚸㝆Ỉ䛾㜈್䜢
๓24㛫㝆Ỉ㔞12mm䛸䛧䛯ROC㠃✚䜢♧䛩䚹᳨
ド䛻⏝䛔䛯ᐇἣ䛿䜰䝯䝎䝇䛾㝆Ỉ䛷䚸ணሗ್䛸䛧䛶䛿
䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䛻᭱䜒㏆䛔GPV䜢⏝䛧䛶䛔䜛䚹a)䛜ኟ
Ꮨᐇ㦂䚸b)䛜Ꮨᐇ㦂䛾⤖ᯝ䛷䛒䜚䚸ᶓ㍈䛾┠┒䜚
䛿᪥⏺䛻ᑐᛂ䛩䜛䜘䛖䛻㑅䜣䛷䛔䜛䚹䜎䛯䚸㟷⥺䛜
WEPS0603䛾⤖ᯝ䛷䚸㉥⥺䛜WEPS0711䛾⤖ᯝ䛷
䛒䜛䚹Ꮨ䛷䛿ணሗᮇ㛫䛻䛚䛔䛶ᖜ䛺ᨵၿ䛸䛺
䛳䛶䛚䜚䚸䛣䛾⤖ᯝ䛿㜈್䜢๓24㛫㝆Ỉ㔞1mm䚸
6mm䛻ኚ䛘䛶䜒䜋䜌ྠ䛨䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛴䛔䛶䛿䚸䝇䝥
䝺䝑䝗䛾㐺ṇ䜔䚸ணሗ䝰䝕䝹䛾㧗ゎീᗘ䛻䜘䜚
ᆅᙧᛶ㝆Ỉ䛾⾲⌧䛜ᨵၿ䛧䛯ຠᯝ䛜䛝䛔䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹୍᪉䚸ኟᏘ䛻䛚䛔䛶䛿ணሗ䛾๓༙䜢୰ᚰ䛻ᨵ
ᝏ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䛣䛣䛷ᅗ䛿♧䛥䛺䛔䛜䛣䛾ᨵᝏᖜ䛿
㜈್䜢๓24㛫㝆Ỉ㔞1mm䚸6mm䚸12mm䛸䛝
䛟䛩䜛䛻䛴䜜䛝䛟䛺䜛ഴྥ䛻䛒䜛䚹䛣䛾ၥ㢟䛻䛴䛔
䛶䛿䚸ணሗ䝰䝕䝹䛾≉ᛶ䛾ᙳ㡪䛜䛝䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
ᚋ䛾EPS䛾ணሗ䝰䝕䝹䛾ᨵⰋ䜔䚸ᦤື䛾ᨵⰋ䜢
㏻䛨䛶ᨵၿ䜢ヨ䜏䜛ィ⏬䛷䛒䜛䚹

ணሗ䝰䝕䝹⮬య䛜䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻䜘䜛☜ᐇᛶ
䜒ྵ䜐䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸⌧ᅾ䛾㐌㛫EPS䛷䛿ึᮇ್䛻
䜘䜛☜ᐇᛶ䛾䜏䛧䛛⪃៖䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛣䛾ணሗ
䝰䝕䝹䛾☜ᐇᛶ䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䜰䞁䝃䞁䝤
䝹ணሗ䛾⢭ᗘྥୖ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䛯䜑䚸䛭䜜䜢⪃៖䛩
䜛ᡭἲ䛾1䛴䛷䛒䜛☜⋡ⓗ≀⌮㐣⛬ᙉไἲ䠄Buizza
et al., 1999䠅䛾ᑟධ䜢┠ᣦ䛧䛶㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
ྠ䛻䚸ึᮇᦤືసᡂᡭἲ䛻䛴䛔䛶䜒䚸䜘䜚㐺ษ䛺
ึᮇᦤື䜢సᡂ䛩䜛䛯䜑䚸ᨵⰋ䜢㐍䜑䛶䛔䛟ィ⏬䛷
䛒䜛䚹䜎䛯䚸䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䛾⢭ᗘྥୖ䛻䛿ணሗ
䝰䝕䝹⮬య䛾⢭ᗘྥୖ䜒㔜せ䛷䛒䜚䚸GSM䛾㛤Ⓨ
ᡂᯝ䜢㐌㛫EPS䛻䜒ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䛟ィ⏬䛷䛒䜛䚹
ᅇ䛾㐌㛫EPS䛾ኚ᭦䛷ணሗ䝰䝕䝹䛜Ỉᖹ᱁Ꮚ
㛫㝸⣙60km䜈㧗ゎീᗘ䛥䜜䛯䛯䜑䚸ᙉ㢼䜔㞵
䛸䛔䛳䛯㢧ⴭ⌧㇟䛾⾲⌧䛜ྥୖ䛧䛯䚹䛣䛾䛯䜑䚸䜰䞁
䝃䞁䝤䝹ணሗ䜢⏝䛔䛶䚸ᩘ᪥ඛ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㢧ⴭ⌧
㇟Ⓨ⏕䛾ྍ⬟ᛶ䜔Ẽ㇟⅏ᐖ䝸䝇䜽䜢ホ౯䛷䛝䜛ྍ⬟
ᛶ䛜䛒䜛䚹ᚋ䛿䚸㢧ⴭ⌧㇟䛻╔┠䛧䛯᳨ド➼䜢⾜
䛔䚸䛭䜜䜙䛾䝥䝻䝎䜽䝖㛤Ⓨ䜢ᨭ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹
ཧ⪃ᩥ⊩㻌
㛛⬥㝯ᚿ⌫ḟඖኚศἲᩘ್ணሗㄢ
ሗ࿌ู࣭➨ྕẼ㇟ᗇணሗ㒊
ᕝ⿱ே㧗ゎീᗘ⌫ࣔࢹࣝᖹᡂᖺ
ᗘᩘ್ணሗㄢ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺẼ㇟ᗇணሗ㒊

⤒⏣ṇᖾࣥࢧࣥࣈࣝணሗᴫㄽᩘ್ண
ሗㄢሗ࿌ู࣭➨ྕẼ㇟ᗇணሗ㒊
⤒⏣ṇᖾᒣཱྀ᐀ᙪ㐌㛫ࣥࢧࣥࣈࣝண
ሗᖹᡂᖺᗘᩘ್ணሗㄢ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺẼ㇟
ᗇணሗ㒊
㓇ுኴẼ㇟ᗇࡢ᪂ࡋ࠸㐌㛫ࣥࢧࣥࣈ
ࣝணሗࢩࢫࢸ࣒ኳẼ
㧗㔝Ύࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢ⏝ᢏ⾡
 ࣥ ࢧ ࣥ ࣈ ࣝ ண ሗ  Ẽ ㇟ ◊ ✲ ࣀ ࣮ ࢺ  

ᯘஂ⨾㸪ᕝୖṇᚿ⌧ᴗ࠾ࡅࡿࣉࣟࢲࢡ

㻝㻚㻠㻚㻠㻌 㐌㛫㻱㻼㻿䛾㛤Ⓨィ⏬㻌
᭱ᚋ䛻㐌㛫EPS䛾⢭ᗘྥୖ䛸⏝ᨵၿ䛻ྥ䛡䛯
ᚋ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⤂䛩䜛䚹
䜰䞁䝃䞁䝤䝹䛷⾲⌧䛩䜉䛝ணሗ䛾☜ᐇᛶ䛸䛿䚸
ึᮇ್䛾ᣢ䛴ㄗᕪ䛻䜘䜛ணሗ䛾☜ᐇᛶ䛰䛡䛷䛺䛟䚸

⾲  ᪂࣭ᪧ㐌㛫 (36 ࡢணሗࣔࢹࣝࡢᵝ


:(36

:(36

Ỉᖹゎീᗘ
㖄┤ゎീᗘ
࣓ࣥࣂ࣮ᩘ

7/  ᗘ⣙ NP 
7/  ᗘ⣙ NP 
 ᒙ ࣔࢹࣝ᭱ୖᒙẼᅽ K3D 
 ᒙ ࣔࢹࣝ᭱ୖᒙẼᅽ K3D 
 ࣓ࣥࣂ࣮㸦 ᦤືࣛࣥࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࣛࣥ㸧

ணሗ㛫㸦ึᮇ้㸧

 㛫 87& 

͊

㛫✚ศ 

 ࢱ࣒ࣞ࣋ࣝ 㛫㝸㸸 ⛊ 

 ࢱ࣒ࣞ࣋ࣝ 㛫㝸㸸 ⛊ 

ึᮇ್

7// ࡢゎᯒ್ࢆ 7// ゎീ
ᗘኚࡋࡓࡶࡢࢆ⏝ࠋ

7// ࡢゎᯒ್ࢆ 7// ゎീ
ᗘኚࡋࡓࡶࡢࢆ⏝ࠋ

ᾏ㠃Ỉ 㸦ቃ⏺್㸧
ᾏịศᕸ㸦ቃ⏺್㸧

 ᗘ᱁Ꮚࡢゎᯒ್
 ᗘ᱁ᏊࡢẼೃ್

 ᗘ᱁Ꮚࡢゎᯒ್
 ᗘ᱁Ꮚࡢゎᯒ್

͊㸦ྜྷᮧ࣭ᯇᮧ㸧ゎㄝࡀ࠶ࡿࠋ
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%XL]]D500LOOHUDQG713DOPHU
6WRFKDVWLF UHSUHVHQWDWLRQ RI PRGHO
XQFHUWDLQWLHV LQ WKH (&0:) (QVHPEOH
3UHGLFWLRQ 6\VWHP4XDUW - 5R\ 0HWHRU
6RF
7RWK = DQG ( .DOQD\  (QVHPEOH
IRUHFDVWLQJ DW 10& WKH JHQHUDWLRQ RI
SHUWXUEDWLRQV%XOO$PHU0HWHRU6RF
㻝

㻌
a) ኟᏘ
㻜㻚㻤
䜰䝜䝬䝸䞊>1.5䃢
㻌
䇷WEPS0603
㻜㻚㻢
㻌
䇷WEPS0711
㻌
㻜㻚㻠
㻌
㻜㻚㻞
㻌
㻌
㻜
㻜
㻞㻠 㻠㻤
㻣㻞
㻥㻢 㻝㻞㻜 㻝㻠㻠 㻝㻢㻤 㻝㻥㻞 㻞㻝㻢
㻌
㻝
㻌
㻌
b) ኟᏘ
㻜㻚㻤
䜰䝜䝬䝸䞊<䠉1.5䃢
㻌
㻜㻚㻢
㻌
㻌
㻜㻚㻠
㻌
㻜㻚㻞
㻌
㻌
㻜
㻜
㻞㻠
㻠㻤
㻣㻞
㻥㻢
㻝㻞㻜 㻝㻠㻠
㻝㻢㻤 㻝㻥㻞
㻞㻝㻢
㻌
㻝
㻌
c)Ꮨ
㻜㻚㻤
䜰䝜䝬䝸䞊>1.5䃢
㻌
㻌
㻜㻚㻢
㻌
㻜㻚㻠
㻌
㻜㻚㻞
㻌
㻌
㻜
㻜
㻞㻠
㻠㻤
㻣㻞
㻥㻢 㻝㻞㻜 㻝㻠㻠 㻝㻢㻤 㻝㻥㻞 㻞㻝㻢
㻌
㻝
㻌
d)Ꮨ
㻜㻚㻤
㻌
䜰䝜䝬䝸䞊<䠉1.5䃢

㻾㻻㻯

䜰䝜䝬䝸䞊┦㛵

ࢺᩘ್ணሗㄢሗ࿌ู࣭➨ྕẼ㇟ᗇணሗ
㒊
ᒣཱྀ᐀ᙪ≉␗࣋ࢡࢺࣝἲࡢ㛤Ⓨᩘ್ண
ሗㄢሗ࿌ู࣭➨ྕẼ㇟ᗇணሗ㒊
ᒣ᰿┬୕ᦤືࡢ⥺ᙧⓎᒎࡢ⌮ㄽࣥࢧ
ࣥࣈࣝணሗẼ㇟◊✲ࣀ࣮ࢺ
ྜྷᮧ⿱ṇᯇᮧᓫ⾜ࢱ࣒ࣞ࣋ࣝ㛫✚
ศἲᩘ್ணሗㄢሗ࿌ู࣭➨ྕẼ㇟ᗇண
ሗ㒊
%XL]]D5713DOPHU7KHVLQJXODU
YHFWRUVWUXFWXUHRIWKHDWPRVSKHULFJOREDO
FLUFXODWLRQ-$WPRV6FL
㻌
㻞㻜㻜㻠ᖺ㻜㻤᭶䠄ኟᐇ㦂䠅
㻌
㻝
㻜㻚㻥
㻌
㻜㻚㻤
㻌
㻜㻚㻣
㻌
㻜㻚㻢
㼃㻱㻼㻿㻜㻢㻜㻟
㻌
㻜㻚㻡
㼃㻱㻼㻿㻜㻣㻝㻝
㻜㻚㻠
㻌
㻜
㻞㻠
㻠㻤
㻣㻞
㻥㻢 㻝㻞㻜 㻝㻠㻠 㻝㻢㻤 㻝㻥㻞 㻞㻝㻢
㻌
ணሗ㛫䠄䠅
㻌
㻌 ᅗ ኟᏘࡢ༙⌫ 1㸫1 㡿ᇦ࡛ࡢணሗ
㻌
㛫ẖࡢK3D㠃ࡢ㧗ᗘሙࡢࣀ࣐࣮ࣜ┦㛵ࡢ
㻌
ẚ ㍑ ᅗ ࠋ 㟷 Ⰽ ࡢ ⥺ ࡀ :(36 ࠊ ㉥ Ⰽ ࡢ ⥺ ࡀ
㻌
:(36ࠋ
㻌
㻾㻻㻯㠃✚㻌㻔ኟᏘ䚸㜈್㻝㻞㼙㼙㻛㼐㼍㼥㻕
㻌
㻝
㻌
䇷WEPS0603
㻜㻚㻥
䇷WEPS0711
㻌

吭
呀
叻
叹
吐
各
呂
吐
吊
叹

㻜㻚㻤

㻌
㻜㻚㻣
㻌
㻜㻚㻢
㻌
㻜㻚㻡
㻌
㻞㻣 㻡㻝 㻣㻡 㻥㻥 㻝㻞㻟 㻝㻠㻣 㻝㻣㻝 㻝㻥㻡
㻌
ணሗ㛫㻌㻔㻕
㻌
㻾㻻㻯㠃✚㻌㻔Ꮨ䚸㜈್㻝㻞㼙㼙㻛㼐㼍㼥㻕
㻌
㻝
㻌
㻜㻚㻥
㻌
㻜㻚㻤
㻌
㻜㻚㻣
㻌
㻜㻚㻢
㻌
㻜㻚㻡
㻌
㻞㻣 㻡㻝 㻣㻡 㻥㻥 㻝㻞㻟 㻝㻠㻣 㻝㻣㻝 㻝㻥㻡
㻌
ணሗ㛫㻌㻔㻕
㻌
㻌 ᅗ   㝆 Ỉ ࡢ ☜ ⋡ ண ሗ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ᳨ ド ⤖ ᯝ
㸦52&㠃✚㸧ࠋ⦪㍈ࡣPPGD\ࢆ㜈್ࡋࡓ52&㠃
㻌
✚ࠊᶓ㍈ࡣணሗ㛫ࠊ┠┒ࡾࡢ⨨ࡀ᪥⏺ࠋD
㻌
ࡀኟᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊE ࡀᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠋ㟷Ⰽࡀ
㻌
:(36ࠊ㉥Ⰽࡀ:(36ࠋ


a)ኟᏘ

㻾㻻㻯

㻜㻚㻢

㻜㻚㻠

㻜㻚㻞

b)Ꮨ

㻜
㻜

㻞㻠

㻠㻤

㻣㻞

㻥㻢

㻝㻞㻜

㻝㻠㻠

㻝㻢㻤

㻝㻥㻞

㻞㻝㻢

ணሗ㛫䠄䠅
ᅗ ᮾࢪ㡿ᇦ 1㸫1(㸫( ࡛ࡢ
ணሗ㛫ẖࡢK3D㠃ࡢẼ ࡘ࠸࡚ࡢࣈࣛࢫ
࢟ࣝࢫࢥࡢẚ㍑ࠋ㟷⥺ࡀ:(36ࠊ㉥⥺ࡀ:(36
ࡢࢫࢥࠋD ኟᏘࣀ࣐࣮ࣜ㸼ȪࠊE ኟᏘ
ࣀ࣐࣮ࣜ㸺ȪࠊF Ꮨࠊࣀ࣐࣮ࣜ㸼ȪࠊG 
Ꮨࠊࣀ࣐࣮ࣜ㸺Ȫࠋ
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㻝㻚㻡㻌 ྎ㢼䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᑟධ㻝㻌
㻌
㻝㻚㻡㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
ྎ㢼ࡢ㐺ษ࡞㜵⅏ᑐᛂุ᩿ࡢᨭྥࡅ࡚ྎ㢼
㐍㊰ሗࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡸ
ࢹ࣮ࢱྠࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࣥࢧࣥࣈࣝணሗࢆ⏝࠸ࡿࡇࡶ᭷⏝࡞ᡭẁ࡞ࡾ
ᚓࡿࠋࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡼࡗ࡚ࠊỴᐃㄽⓗணሗ
㝶ࡍࡿ☜ᐇᛶࡢሗࡀຍ࡛ࡁࡿࠊࣥࢧ
ࣥࣈࣝᖹᆒࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ྎ㢼㐍㊰ணሗࡢ⢭ᗘྥ
ୖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢணሗࢩࢼࣜ࢜ಙ㢗
ᗘࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ࣜࢫࢡホ౯ᇶ࡙
ࡃ㜵⅏ᑐᛂุ᩿ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣ2008ᖺྎ㢼➨1ྕࡼࡾࠊྎ㢼ࣥࢧࣥ
ࣈࣝணሗࢩࢫࢸ࣒㸦௨ୗࠊྎ㢼EPS㸧ࡢᮏ㐠⏝ࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋ2007ᖺ11᭶㐠⏝ࢆ⤊ࡋࡓྎ㢼ࣔࢹࣝ
௦ࢃࡾࠊ⌧ᅾࡣỈᖹゎീᗘ⣙20kmࠊ㖄┤60ᒙࡢ
⌫ࣔࢹࣝ㸦௨ୗࠊGSM㸧ྎ㢼EPSࡀẼ㇟ᗇࡢྎ㢼
㐍㊰ணሗࢆᨭࡍࡿᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ྎ㢼EPSࡣᅜணሗ୰ᯡࡋ࡚Ẽ㇟ᗇᮏᗇ࡛⾜࠺
ྎ㢼㐍㊰ணሗࡢࡓࡵ㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊẼ㇟ᗇࡢᆅ᪉
ᐁ⨫ࡸᗇእࡢࣉࣟࢲࢡࢺࡢ㓄ಙࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ྎ㢼EPSࡢᮏ㐠⏝ඛ㥑ࡅ࡚ࠊ2007ᖺ5᭶ࡽ12
᭶ࡅ࡚ヨ㦂㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋヨ㦂㐠⏝୰ࡢࢩࢫࢸ
࣒ࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣཱྀ㸦2006a,
2008㸧ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊヨ㦂㐠
⏝ᮏ㐠⏝ࡢ㐪࠸ࠊཬࡧᮏ㐠⏝࡛ࡢྎ㢼㐍㊰ணሗࡢ
☜ᐇᛶࡢホ౯᪉ἲ࡞ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ
㻌
㻝㻚㻡㻚㻞㻌 ྎ㢼㻱㻼㻿䛾ணሗ䝰䝕䝹䛾ᵝ㻌
ྎ㢼EPSࡣ1᪥4ᅇࠊ00, 06, 12, 18UTCࢆึᮇ้
ࡋ࡚ࠊẼ㇟ᗇணሗ㒊ணሗㄢࡢணሗᢸᙜ⪅ࡼࡿ⇕
ᖏపẼᅽࡢゎᯒᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢሙྜ
ᐇ⾜ࡉࢀࡿ㸸
(a) ⯡ᾏୖணሗ༊㸦0㹼60N, 100E㹼180Eࡢ㡿
ᇦ㸧ෆྎ㢼ࡲࡓࡣྠ༊ෆ࡛24㛫௨ෆྎ
㢼࡞ࡿணࡉࢀࡿ⇕ᖏపẼᅽࡀᏑᅾࡍࡿ
ሙྜࠋ
(b) ྠ༊እ⇕ᖏపẼᅽ㸦᭱㢼㏿34kt௨ୖ㸧ࡀ
Ꮡᅾࡋࠊ24 㛫௨ෆணሗࡲࡓࡣᭀ㢼㆙
ᡄᇦࡀྠ༊ෆධࡿணࡉࢀࡿሙྜࠋ
ᮏ㐠⏝ヨ㦂㐠⏝ࡢྎ㢼EPSࡢணሗࣔࢹࣝࡢᵝ
ࡣ⾲1.5.1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋணሗ㛫㸦132㛫㸧
ࣥࢧࣥࣈࣝࢧࢬ㸦11࣓ࣥࣂ࣮㸧ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
2007ᖺ11᭶ࡢGSMࡢ㐠⏝㛤ጞక࠸ࠊึᮇ್࡞
ࡿ⌫ࣔࢹࣝゎᯒ್ࡣヨ㦂㐠⏝ᮏ㐠⏝࡛␗࡞ࡿࠋ
ᮏ㐠⏝࡛ࡣࠊGSMࡢゎᯒ್ࢆゎീᗘኚࡍࡿࡇ
ࡼࡾྎ㢼EPS⏝ࡢ⌫ࣔࢹࣝ㸦TL319L60㸸Ỉᖹゎ
1

ീᗘ⣙60kmࠊ㖄┤60ᒙ㸧ࡢึᮇ್ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᨃఝほ ᆺྎ㢼࣮࣎࢞ࢫࡣGSMࡢゎᯒ್ࢆసᡂࡍ
ࡿ㝿㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⨾⃰ 2007㸧ࠋ

⾲ 1.5.1
ヨ㦂㐠⏝ᮏ㐠⏝࠾ࡅࡿྎ㢼 EPS ࡢணሗࣔࢹࣝࡢ

ᵝ

ヨ㦂㐠⏝
ᮏ㐠⏝

⌫ࣔࢹࣝ TL319L60
ணሗࣔࢹࣝ
Ỉᖹゎീᗘ⣙
60kmࠊ㖄┤ 60 ᒙ


ࣥࢧࣥࣈࣝࢧࢬ
11 ࣓ࣥࣂ࣮

㸦10 ᦤືࣛࣥ㸩ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࣛࣥ㸧
ணሗ㛫㸦ึᮇ้㸧
132 㛫 00, 06, 12, 18UTC


TL959L60 㸦 Ỉ ᖹ
ゎീᗘ⣙
20kmࠊ
TL319L40
㸦Ỉ

㖄┤
60
ᒙ㸧
ࡢゎᯒ
ᖹ
ゎ
ീ
ᗘ
⣙
 ึᮇ್
60kmࠊ㖄┤ 40 ್ࢆ TL319L60 

ゎീᗘኚࡋࡓࡶ
ᒙ㸧ࡢゎᯒ್

ࡢ


㻝㻚㻡㻚㻟㻌 ึᮇᦤືసᡂᡭἲ䛾ᵝ㻌
⾲1.5.2ᮏ㐠⏝ヨ㦂㐠⏝ࡢྎ㢼EPSࡢึᮇᦤ
ືసᡂᡭἲࡢᵝࢆ♧ࡍࠋྎ㢼EPS࠾ࡅࡿึᮇᦤ
ືసᡂᡭἲࡣࠊ≉␗࣋ࢡࢺࣝ㸦Singular Vector㸸௨
ୗࠊSV⾲グࡍࡿ㸧ἲ㸦Buizza and Palmer 1995㸧
࡛࠶ࡿ2ࠋḢᕞ୰ᮇணሗࢭࣥࢱ࣮㸦ECMWF㸧࡛᥇⏝
ࡉࢀࡓSVἲࡣࠊ2007ᖺ11᭶ࡽẼ㇟ᗇࡢ㐌㛫ࣥ
ࢧࣥࣈࣝணሗࢩࢫࢸ࣒ࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㓇
2008㸧ࠋ
ྎ㢼EPS࡛ࡣࠊ⦋20ᗘ௨ࡢRSMC㈐௵㡿ᇦ
㸦20N㹼60Nࠊ100E㹼180Eࡢᅛᐃ㡿ᇦ:௨ୗࠊRSMC
㡿ᇦ⾲グࡍࡿ㸧᭱3ࡘࡢ⇕ᖏపẼᅽ࿘㎶ᇦ
㸦GSMࡢ24㛫ணሗ࠾ࡅࡿྛ⇕ᖏపẼᅽࡢ᥎ᐃ
⨨ࢆ୰ᚰࡋࡓࠊᮾす20ᗘࠊ༡10ᗘࡢ▴ᙧ
㡿ᇦ㸧ࡢࠊྜࢃࡏ࡚᭱4ࡘࡢSVィ⟬ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ
㡿ᇦࢆᣦᐃ࡛ࡁࡿࠋ⇕ᖏపẼᅽ࿘㎶ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ㡿
ᇦࡋ࡚SVἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊ㜵⅏ୖ㔜せ࡞⇕ᖏప
Ẽᅽࡢ࿘㎶ᇦ࠾࠸࡚ㄗᕪᡂ㛗ࡢࡁ࠸ึᮇᦤືࢆ
ồࡵࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ 3ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣECMWF
࡛ࡶ᪤᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Puri et al. 2001)ࠋ࡞࠾ࠊ
SVィ⟬࠾ࡅࡿᡂ㛗⋡ࡢホ౯ࡣࠊ‵₶ࢺ࣮ࢱ࢚ࣝࢿ
ࣝࢠ࣮ࣀ࣒ࣝ㸦Ehrendorfer et al. 1999; Barkmeijer
et al. 2001㸧ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᮏ㐠⏝࡛ࡣࠊྎ㢼࿘㎶ᇦࢆྵࡵࡓࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺ㡿ᇦ࡛ồࡲࡗࡓSVࡢ୰ࡽ㢮ఝᵓ㐀ࢆᣢࡘSVࢆ
㝖ࡋࡓᚋࠊࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤືసᡂᡭἲ4ࣂࣜ
SV ἲࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢゎㄝࡣࠊ⤒⏣㸦2006㸧ࠊᒣ᰿
㸦2002㸧ࠊᒣཱྀ㸦2006b㸧➼ࢆ㐺ᐅཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
3 㐌㛫 EPS ࡛ࡣࠊ༙⌫㡿ᇦ⇕ᖏ㡿ᇦࡋ࡚ᖏ≧ᗈ
࠸ࢱ࣮ࢤࢵࢺ㡿ᇦࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦➨ 1.4 ⠇ཧ↷㸧
ࠋ
4 SV ἲ࡛ồࡵࡓึᮇᦤືࢆ⏝ࡋ࡚ࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤ
2

ᑠ᳃ ᣅஓ, ᒣཱྀ ᐀ᙪ
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ࣥࢫ࣑ࢽ࣐࣒ἲ5ࢆ⏝࠸࡚SVࢆ⥺ᙧ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣྛࣥࢧࣥࣈ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡀྠ⛬ᗘࡢྎ㢼㐍㊰
ணሗㄗᕪ≉ᛶࢆᣢࡘࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢኚ
᭦క࠸ࠊࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤືࡢᖜㄪᩚ᪉ἲࡶ
ಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㻝㻚㻡㻚㻠㻌 ྎ㢼㻱㻼㻿䛾ணሗ䠄☜ᐇᛶ䛾ホ౯䠅㻌
ᅗ1.5.1ᮏ㐠⏝㛤ጞᚋࡢྎ㢼EPSࡢணሗࢆ♧
ࡍࠋୖẁࡢᅗࡣ2008ᖺ7᭶15᪥00UTCึᮇ้ࡢண
ሗ࡛ࠊ2008ᖺྎ㢼➨7ྕࡢ࡛࠶ࡿࠋୗẁࡢᅗࡣ
2008ᖺ5᭶31᪥18UTCึᮇ้ࡢணሗ࡛ࠊ2008ᖺྎ
㢼➨5ྕࡢ࡛࠶ࡿࠋᕥิࡣࠊྛึᮇ್࠾ࡅࡿ
GSMࡢ㐍㊰ணሗ⤖ᯝ㸦㉥⥺㸧࣋ࢫࢺࢺࣛࢵࢡ㸦㯮
⥺㸧࡛࠶ࡿࠋ୰ิࡣࠊྎ㢼EPSࡼࡿ㐍㊰ணሗ⤖ᯝ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྑิࡣಙ㢗ᗘุᐃᅗࡤࢀࠊᶓ㍈
ࡣணሗ㛫ࠊ⦪㍈ࡣ✚⟬ࢫࣉࣞࢵࢻ6㸦km㸧࡛࠶ࡾࠊ
ᅄゅ࡛⾲ࡉࢀࡓⅬࡀࡑࡢࡢணሗ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ୖẁ୰ᅗࡽࠊࡇࡢ࡛ࡣྎ㢼EPSࡣணሗ࣓ࣥ
ࣂ࣮㛫ࡢࡤࡽࡘࡁࡀࡁࡃࠊணሗ☜ᐇᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊୖẁᕥᅗẚ㍑ࡍࡿࠊ
GSMࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓྎ㢼ࡀୖࡍࡿྍ⬟ᛶຍ
࠼࡚ࠊ࣋ࢫࢺࢺࣛࢵࢡࡀ♧ࡍࡼ࠺࡞ྎ‴᥋㏆ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡶྎ㢼EPSࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋ
୍᪉ࠊୗẁ୰ᅗࢆぢࡿࠊࡇࡢ࡛ࡣྎ㢼EPS
ࡢࡤࡽࡘࡁࡀ㠀ᖖᑠࡉ࠸ࡇࡀࢃࡿࠋࡇࢀࡣࠊ

ணሗࡢ☜ᐇᛶࡀᑠࡉ࠸㸦ಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸㸧ࡇࢆព
ࡋ࡚࠾ࡾࠊୗẁᕥᅗࡀ♧ࡍ࠾ࡾࠊGSMࡢ㐍㊰ண
ሗ⢭ᗘࡀⰋࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊྎ㢼EPSࢆ⏝ࡍ
ࡿࡇࡼࡾࠊྎ㢼ࡈࠊࡲࡓึᮇ್ࡈ␗࡞ࡿ
ணሗࡢ☜ᐇᛶࢆ㐍㊰ணሗࡢࢫࣉࣞࢵࢻࡽ᥎ᐃࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊணሗࡢಙ㢗ᗘሗࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽಙ㢗ᗘุᐃᅗ㸦ᅗ1.5.1 ྑ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠊ
ࡑࡢࡢྎ㢼EPSࡼࡿணሗࡢࢫࣉࣞࢵࢻࡀ⾲⌧
ࡋ࡚࠸ࡿ☜ᐇᛶࡢࡁࡉࡘ࠸࡚ࠊྛணሗ㛫
ᑐࡍࡿA࣭B࣭Cࡢ3ẁ㝵ࡢಙ㢗ᗘ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࡢ3ẁ㝵ࡢಙ㢗ᗘࡣࠊࣥࢧࣥࣈࣝࢫࣉࣞࢵࢻࡀᑠ
ࡉ࠸ࡁࡣಙ㢗ᗘAࠊࡁ࠸ࡁࡣಙ㢗ᗘCࠊࡑࡢ୰
㛫ࡢࡁࡣಙ㢗ᗘBࡋ࡚࠸ࡿࠋศ㢮ࡍࡿࡓࡵࡢ㜈
್ࡣࠊヨ㦂㐠⏝ᮇ㛫୰ࡢ᳨ド⤖ᯝ7 ᇶ࡙࠸࡚3ẁ㝵
ࡢྛᩘࡀA㸸B㸸C = 4㸸4㸸2࡞ࡿࡼ࠺ศ
ࡋࡓࡁࡢࢫࣉࣞࢵࢻࡢ್ࡽ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖẁྑᅗ࡛ࡣࠊྎ㢼EPSࡢẚ㍑ⓗࡁ࠸ࢫࣉࣞࢵ
ࢻᑐᛂࡋ࡚ࠊணሗ㛫48㛫௨㝆࡛ࡣ㐍㊰ணሗࡢ
ಙ㢗ᗘࢆ㹀ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊୗẁྑᅗ࡛ࡣ㐍
㊰ணሗࡢ☜ᐇᛶࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊணሗ㛫࠾࠸
࡚ಙ㢗ᗘࡀ㸿࡛࠶ࡿホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྎ
㢼EPSࡼࡿ」ᩘࡢணሗࢩࢼࣜ࢜ಙ㢗ᗘሗࢆ
࠺ࡲࡃ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ࣜࢫࢡホ౯ᇶ
࡙ࡃ㜵⅏ᑐᛂุ᩿ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

⾲ 1.5.2 ヨ㦂㐠⏝ᮏ㐠⏝࠾ࡅࡿྎ㢼 EPS ࡢึᮇᦤືసᡂᡭἲࡢᵝ
ヨ㦂㐠⏝
ᮏ㐠⏝

ึᮇᦤືసᡂᡭἲ
≉␗࣋ࢡࢺࣝἲ㸦SV ἲ㸧

SV ィ⟬ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ㡿ᇦ
᭱㸱ࡘࡢ⇕ᖏపẼᅽ࿘㎶ᇦ(‵₶ SV)
㸩RSMC 㡿ᇦ(⇱ SV)
㸦SV ࡢ✀㢮㸧

᥋⥺ᙧ࣭㝶కࣔࢹࣝࡢゎീᗘ
T63L40㸦Ỉᖹ⣙
180kmࠊ㖄┤ 40 ᒙ㸧
ホ౯㛫
24 㛫

ᦤືࡢࡁࡉࡢホ౯㸦ࣀ࣒ࣝ㸧
‵₶ࢺ࣮ࢱ࢚ࣝࢿࣝࢠ࣮

࣭RSMC 㡿ᇦࡣࣂࣜࣥࢫ࣑ࢽ࣐࣒ἲ
㡿ᇦࡢ୰ࡽ㑅ᢥࡉࢀࡓ

ࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤືసᡂᡭἲ
࣭ྎ㢼࿘㎶ᇦࡣᡂ㛗⋡㡰ࡢ SV
SV ᑐࡋ࡚ࣂࣜࣥࢫ࣑ࢽ࣐࣒ἲ


࣭RSMC 㡿ᇦࡣࠊ850hPa ࡢẼ ࡢẼ


ೃᏛⓗኚືࡢ್ࢆᇶつ᱁ࡍࡿ
ᮾす㢼 6m/s ࡲࡓࡣ༡㢼 6m/s
ࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤືࡢ


࣭ྎ㢼࿘㎶ᇦࡣࠊᮾす㢼 4.5m/sࠊ༡
ࢆୖ㝈್ࡋ࡚ᐃᩘಸࡍࡿ
ᖜㄪᩚ᪉ἲ
㢼 4.5m/sࠊẚ‵ 3g/kgࠊẼ 1K ࢆ

ୖ㝈್ࡋ࡚ᐃᩘಸࡍࡿ 

࣭㠀⥺ᙧࣔࢹ࡛ࣝᡂ㛗ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡢ࠶


ࡿ SV ࢆ㝖
ࣥࢧࣥࣈࣝึᮇᦤືసᡂ
ྛ㡿ᇦ࡛ィ⟬ࡉࢀࡓ SV ࡣ࡚⏝


࣭㡿ᇦ࡛⟬ฟࡉࢀࡓ SV ࡢ࠺ࡕࠊ㢮ఝ
⏝࠸ࡿ SV ࡢ㑅ᢥ᪉ἲ


ᵓ㐀ࢆᣢࡘ SV ࢆ㝖





ືࢆసᡂࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࠊ
ࠕึᮇᦤືࠖࠕࣥࢧࣥࣈ
ࣝึᮇᦤືࠖࢆ༊ูࡋ࡚⏝ࡍࡿࠋ
5 ⡆༢࡞ゎㄝࡣᒣཱྀ 2006b ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
6 ࢫࣉࣞࢵࢻࡣࠊࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢࡤࡽࡘࡁࡢ⛬ᗘࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐃ⩏ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㘓 B ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

7
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᳨ドᮇ㛫ࡣ 2007 ᖺ 5 ᭶㹼12 ᭶ࠊ᳨ドᑐ㇟ࡋࡓ⇕ᖏప
Ẽᅽࡣᚋゎᯒ್ࢆཧ⪃ ᖏపẼᅽᚋࡶྵࡵ࡚࠸
ࡿࠋヨ㦂㐠⏝ᮇ㛫୰ࡣࢫࣉࣞࢵࢻணሗ⢭ᗘᙉ࠸┦
㛵㸦ࢫࣉࣞࢵࢻࢫ࢟ࣝࡢ㛵ಀ㸧ࡀ࠶ࡿⰋዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡓ㸦ᒣཱྀ 2008㸧ࠋ






















 ᅗ1.5.1 ᮏ㐠⏝㛤ጞᚋࡢྎ㢼ࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢணሗࠋ2008ᖺ7᭶15᪥00UTCึᮇ้ࡢணሗ㸦ୖẁ㸧
2008ᖺ5᭶31᪥18UTCึᮇ้ࡢணሗ㸦ୗẁ㸧ࠋᕥᅗࡣࠊྛึᮇ್࠾ࡅࡿGSMࡢ84㛫ணሗ⤖ᯝ㸦㉥⥺㸧
 ࣋ࢫࢺࢺࣛࢵࢡ㸦㯮⥺㸧ࠋ୰ᅗࡣࠊྎ㢼EPSࡼࡿ120㛫ணሗ⤖ᯝࠊྑᅗࡣಙ㢗ᗘุᐃᅗ࡛࠶ࡿࠋಙ㢗
 ᗘุᐃᅗࡢᶓ㍈ࡣணሗ㛫ࠊ⦪㍈ࡣ✚⟬ࢫࣉࣞࢵࢻ km ࡛࠶ࡾࠊᅄゅ࡛⾲ࡉࢀࡓⅬࡀࡑࡢணሗ้ᑐࡍ
 ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ


♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋྎ㢼EPSࡢึᮇ್సᡂᡭἲࡘ࠸࡚
㻝㻚㻡㻚㻡㻌 䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᖹᆒ䛾㐍㊰ணሗㄗᕪ㻌
ࡣᨵၿࡢవᆅࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࠊᚋࡢㄢ㢟࡛࠶
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᮏ㐠⏝ྥࡅ࡚⾜ࡗࡓ᭱⤊ヨ㦂ࡢ⤖ᯝ
ࡿࠋ
ࢆ㏙ࡿࠋ᳨ドࡣ2006ᖺ8᭶࠾ࡅࡿ00, 06, 12,
18UTCࢆึᮇ้ࡋࡓ132㛫ࡢணሗᑐࡋ࡚⾜
ࡗࡓࠋ᳨ドᑐ㇟ࡋࡓ⇕ᖏపẼᅽࡣࠊᚋゎᯒ್
㻝㻚㻡㻚㻢㻌 ᚋ䛾ᨵၿ䛻ྥ䛡䛶㻌
ࢆཧ⪃ ᖏపẼᅽᚋࡶྵࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⠇࡛ࡣྎ㢼EPSࡢヨ㦂㐠⏝ᮏ㐠⏝ࡢᵝ
ᅗ1.5.2ヨ㦂㐠⏝㸦ᕥᅗ㸧ᮏ㐠⏝㸦ྑᅗ㸧ࡢ
ࡢ㐪࠸ཬࡧ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚㏙ࡓࠋࣥࢧࣥࣈࣝ
ᵝ࡛ࡢྎ㢼㐍㊰ணሗㄗᕪࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ➨㸯⦪
ணሗࡣ᪥ࠎࡢỴᐃㄽⓗᩘ್ணሗ᭦࡞ࡿሗࢆຍ
㍈ࡣ㐍㊰ணሗㄗᕪ㸦km㸧, ➨2⦪㍈ࡣ᳨ドࡢᩘ
࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ≉ྎ㢼EPS࠾࠸࡚ࡣࠊྎ
ࢆ⾲ࡍࠋ୧ᅗ࠾࠸࡚ࠊᦤືࢆຍ࠼࡚࠸࡞࠸ࢥࣥࢺ
㢼5᪥ணሗྥࡅࡓ㜵⅏ሗࡢᇶ┙ᢏ⾡ࡋ࡚ࡶᮇ
࣮ࣟࣝࣛࣥࡢ㐍㊰ணሗㄗᕪ㸦㯮ᐇ⥺㸧ࣥࢧࣥࣈ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣝᖹᆒࡢ㐍㊰ணሗㄗᕪ㸦㉥ᐇ⥺㸧ࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣥࢧࣥࣈࣝᡭἲࡼࡗ࡚᪤Ꮡࡢᩘ್ணሗࣔࢹࣝ
ࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊヨ㦂㐠⏝࡛ࡶᮏ㐠⏝ࡢタᐃ࡛ࡶࣥ
ࢆ⏝࠸ࡓྎ㢼㐍㊰ணሗࡋ࡚ࡣࡼࡾⰋ࠸ணሗࢆฟࡏ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢ⢭ᗘࢆ
ࢧࣥࣈࣝᖹᆒࢆࡿࡇ࡛ணሗ3᪥┠௨㝆࠾࠸࡚
ࡉࡽᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡸࢹ࣮
㐍㊰ணሗㄗᕪࡀᨵၿࡋ࡚࠾ࡾࠊྎ㢼EPSࢆ㐠⏝ࡍࡿ
ࢱྠࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿࡀ㔜せ࡞ࡿࡇࢆᛀࢀ࡚ࡣ
ຠᯝࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᚋࡣྎ㢼ࣥࢧࣥࣈࣝணሗ
୍᪉ࠊᮏ㐠⏝ᵝ࡛ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࣛࣥࡢ㐍㊰ண
ሗ⢭ᗘࡣࠊヨ㦂㐠⏝ᵝࡢ⤖ᯝẚ㍑ࡋ࡚ᝏࡋ࡚
ࡢᨵၿྥࡅࡓึᮇᦤືసᡂᡭἲࡢᨵၿࢆᅗࡿ
࠸ࡿࠋࡇࡢཎᅉࡣࠊ➨1.5.2㡯࡛㏙ࡓ࠾ࡾྎ㢼
ࡶࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡼࡿணሗࡢ☜ᐇᛶࢆ⪃៖
EPS࡛⏝࠸ࡿึᮇ್సᡂᡭἲࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ୍ᅉ
ࡍࡿࡓࡵࠊ≀⌮㐣⛬ࢆ୰ᚰࣔࢹࣝࣥࢧࣥࣈࣝᡭ
࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊྎ㢼EPSࡢ⢭ᗘࡀᩘ್ணሗࣔࢹ
ἲࡢᑟධࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢᡭἲࡣࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝ
ࣝࡸࢹ࣮ࢱྠࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘ౫Ꮡࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ
࠾࠸࡚⤫ィⓗࡣⰋ࠸⢭ᗘ࡛⌧㇟ࢆ⾲⌧ࡋᚓࡿࠕỴ
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ᅗ 1.5.2 ヨ㦂㐠⏝ᮏ㐠⏝࠾ࡅࡿྎ㢼㐍㊰ணሗㄗᕪࠋ
ᶓ㍈ࡣணሗ㛫 㛫 ࠊ➨ 1 ⦪㍈ࡣ㐍㊰ணሗㄗᕪ km ,
➨ 2 ⦪㍈ࡣ᳨ドࡢᩘࢆ⾲ࡍࠋ㯮⥺ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࣛࣥࡢ㐍㊰ணሗㄗᕪࠊ㉥⥺ࡣࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒࡢ㐍㊰ண
ሗㄗᕪࠊ㯮ࡣᩘࢆ⾲ࡍࠋ᳨ドࡣඹ 2006 ᖺ 8 ᭶
࠾ࡅࡿ 00, 06, 12, 18UTC ࡢணሗᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ


ᐃㄽⓗ࡞ࠖࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡔࡅ࡛ࡣ⾲⌧ࡋࡁ
ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞᱁Ꮚࢫࢣ࣮ࣝ௨ୗࡢࠕ☜⋡ⓗ࡞ࠖ≀⌮
ࣉࣟࢭࢫࡸ⮬↛ࡀᣢࡘࣛࣥࢲ࣒ࣉࣟࢭࢫ࡞ࢆఱࡽ
ࡢᙧ࡛⪃៖ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡶ
ᵝࠎ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ8ࠋ
୍᪉ࠊࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ☜
ᐇᛶሗࡢ⏝᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ㐌㛫EPS㸦1᪥1ᅇ51࣓ࣥࣂ࣮㸧ྎ㢼EPS㸦1
᪥4ᅇ11࣓ࣥࣂ࣮㸧࠸࠺㸰ࡘࡢࣥࢧࣥࣈࣝணሗ
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࠸ࡿከࡃࡢ㛫ࡀᚲせ࡞ࡿࠋᚋࡣࠊ⇕ᖏపẼ
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第２章 メソ数値予報モデル
2.1 2007年11月に更新された全球モデルを側面境
界とするメソ数値予報モデルの統計検証 1
2.1.1 はじめに
本節では、はじめに2006年3月から2008年7月ま
での現業メソ数値予報モデル（MSM）の降水予報精
度の推移について、2006年2月以前との比較も含め
て述べる。次に2007年12月から2008年2月（冬季）、
2008年3月から5月（春季）、2008年6月から7月（夏
季）の全球モデル（GSM0711）の予報値を側面境界
値に用いたMSMの降水予報精度の地域特性、地上
気象観測、高層気象観測などに対する検証結果につ
いて述べる。統計検証で用いる各種スコアについて
は、巻末付録を参照していただきたい。
2.1.2 降水予報精度の推移
以下では、MSMの降水予報精度について、2006
年3月から2008年7月までの推移を2006年2月以前
との比較も含めて述べる。2006年2月以前の推移の
詳細については、瀬川・三浦（2006）、本田（2008）
を参照していただきたい。
図2.1.1に2001年3月から2008年7月までのMSM
の降水予報について、対解析雨量で検証した前3時
間積算降水量のスレットスコア、バイアススコア、
見逃し率、空振り率の推移を示す。ここでは閾値
10mm/3h、FT=3～15、日本の陸上の格子のみを検
証対象とした。検証格子の大きさは20kmであり格
子内平均降水量についてスコアを求めている。なお、
2006年3月以降、MSMには、水平解像度10kmから
5kmへの変更（2006年3月）、予報時間の15時間から
33時間への延長とそれに伴う物理過程の改良（2007
年5月）、側面境界値を与えるモデルの変更（RSMか
らGSM0711）（2007年11月）等がなされている。
まず、月毎に求めたスコアの推移（太実線）から、
2006年3月以降の季節毎の各スコアの特徴を調べた。
その結果、2006年3月以降も、瀬川・三浦（2006）の
指摘と同様に、夏は降水予報頻度過少で見逃し率が
高い、冬は降水予報頻度過剰で空振り率が高いとい
う傾向が確認された。2008年の夏は特に上記の傾向
が強く、バイアススコアと見逃し率だけでなくスレ
ットスコアと空振り率も例年と比べて大きく悪化
していた。この理由は、MSMが不安定降水を予報
しにくいためである（第2.3節）。
次に、2006年3月以降にMSMに加えられた変更の
効果を調べるため、2006年3月から2008年7月まで
1
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の期間の4分割表を合算して求めたスコアを、2004
年9月から2006年2月までの期間で同様にして求め
たものと比較した（細直線）。その結果、2006年3月
から2008年7月までの期間は2004年9月から2006年
2月までの期間と比較して、スレットスコア、バイ
アススコア、空振り率が改善していることが確認さ
れた。また、MSM運用開始（2001年3月）から2008
年7月までの期間についても、4次元変分法導入
（2002年3月）や非静力学モデル導入（2004年9月）な
ど、大きな変更が加わるたびに、スレットスコア、
バイアススコア、空振り率が、着実に改善してきて
いることが確認できた。

2.1.3 降水予報精度の地域特性
以下では、側面境界変更後のMSMの冬季、春季、
夏季の降水スコアマップから読みとることができ
る降水予報精度の地域特性について述べる。
図2.1.2は、二次細分区域内で平均したモデル降水
量を対解析雨量で検証したバイアススコアとエク
イタブルスレットスコア（ETS）のスコアマップで
ある（検証方法については、瀬川・三浦 2006を参照）。
ここでは冬季の閾値1mm/3h、春季、夏季の閾値
5mm/3h、03, 09, 15, 21UTC初期値のFT=3～15の
前3時間積算降水量を検証対象とした。なお、検証
格子の大きさは5kmである。このスコアマップでは、
バイアススコアの場合、黄色が最も降水予報頻度が
適正であることを意味し、また、ETSの場合、暖色
系の色ほどスコアが良いことを意味する。
冬季は、本州の日本海側平野部などでバイアスス
コアが小さい。また、ETSは本州の日本海側平野部、
北海道、東北南部から関東地方北部の山岳部で悪い。
本州の日本海側平野部でETSが悪いのは、バイアス
スコアが小さく降水予報頻度過少で見逃しが多い
ことが原因の一つである。MSMの雲物理過程で雲
氷の数濃度を予報するようにすれば、この問題はあ
る程度改善できる見通しである （第2.3節）。一方、
北海道や、東北南部から中部地方にかけての山岳部
などでバイアススコアが大きい。これは、解析雨量
では風が強いときの降雪が過少評価されるためと
思われる。
春季は、北海道太平洋側東部、青森県、山形県南
部など一部の地域でバイアススコアが大きいこと
を除けば、MSMの降水予報頻度は概ね適正である。
ETSは北海道太平洋側東部及び北海道日本海側北
部、東北北部、福島県西部、沖縄地方で悪い。
夏季は、北海道の一部と沖縄地方を除き、全国的
にバイアススコアが低い傾向がある。また、ETSも

見逃し率

スレットスコア

バイアススコア

空振り率

図 2.1.1 MSM の降水予報精度の推移。対解析雨量で検証した前 3 時間積算降水量のスレットスコア（左上）、
バイアススコア（左下)、見逃し率（右上）、空振り率（右下）を示す。対象期間は 2001 年 3 月～2008 年 7 月。
日本の陸上の格子のみを検証対象とし、検証格子の大きさは 20km、降水量は格子内平均降水量、閾値は
10mm/3h、2006 年 2 月以前は 1 日 4 回予報の 4 初期値、2006 年 3 月以降は１日 8 回予報の 8 初期値の FT=3
～15 を用いた。図中の矢印は MSM に変更が加わった月を示し、それぞれ、4D-Var: 4 次元変分法導入（2002
年 3 月）、NHM: 非静力学モデル導入（2004 年 9 月）、5km: 水平解像度 10km から 5km への変更（2006 年
3 月）、33h: 予報時間の 15 時間から 33 時間への延長とそれに伴う物理過程の改良（2007 年 5 月）、GSM0711:
側面境界値を与えるモデルの変更（RSM から GSM0711, 2007 年 11 月）、に対応する。太実線は月毎の 4
分割表から求めたスコア、細直線は各期間について 4 分割表を合算して求めたスコア（月毎のスコアの平均
値ではないため降水頻度の多い暖候期の成績の影響が大きい）。バイアススコアの範囲外となった値: A は
12.4（2003 年 12 月）である。

格子とも陸地となっているアメダスの値とモデル
の値を比較した 2 。
平均誤差（ME）や平方根平均二乗誤差（RMSE）の
予報対象時刻に対する検証結果を以下に簡単にま
とめる（図略）。
・夏季、風速は11UTC～23UTCの間は正バイアス
であり、19UTC頃に正バイアスが最大となる。気
温は11UTC～01UTCの間は正バイアスであり、
22UTC頃に正バイアスが最大となる。露点温度は
09UTC ～ 12UTC の 間 は 正 バ イ ア ス で あ り 、
10UTC頃に正バイアスが最大となる。
・冬季、風速は07, 08UTC頃を除いた全対象時刻で
正バイアスであり、01UTC頃に正バイアスが最大
となる。気温は全対象時刻を通して正バイアスで
あり、00UTC頃に正バイアスが最大となる。露点

春季に比べると全国的に悪い傾向があり、特に北海
道、京都府から中国地方にかけての地域、沖縄地方
などで悪い。第2.3節で指摘されているように、MSM
は総観スケールの擾乱に伴う降水と比較して不安
定降水の予報精度が低い。2008年の夏季は例年の夏
季と比べて西日本を中心に不安定降水の事例が非
常に多かったため、こうした地方を中心に降水予報
頻度が少なくかつETSが悪かったと考えられる。
なお、FT=18～33のスコアマップの地域特性につ
いても調査したが、ETSの値が全体的にやや低いこ
とを除けばFT=3～15と同様の傾向であった。

2.1.4 地上気象要素の統計検証
側面境界変更後のMSMの地上気象要素の特性を
調べるため、冬季、春季、夏季を対象に対アメダス
検証を行った。検証に際しては、瀬川・三浦（2006）
と同様に、観測点を囲むモデル格子の海陸設定が4

2

露点温度と相対湿度はSYNOPを報じる観測点を用いて検
証を行った。
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冬季
バイアススコア

冬季 ETS

春季
バイアススコア

春季 ETS

夏季
バイアススコア

夏季 ETS

図 2.1.2 二次細分区域内で平均したモデル降水量を対解析雨量で検証したバイアススコア(左)とエクイタブルス
レットスコア(ETS)(右)のスコアマップ。冬季(上段)は閾値 1mm/3h、春季(中段)と夏季(下段)は閾値 5mm/3h
について求めたスコア。FT=3～15 の前 3 時間積算降水量を検証対象とした。検証格子の大きさは 5km。
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RMSE (℃)

ME (%)

RMSE (%)

相対湿度 (%)

気温 (℃)

ME (℃)

図 2.1.3 03, 09, 15, 21UTC 初期値の FT=0～33 を対象とした予報時間に対する、気温(上段, 対アメダ
ス観測)と相対湿度 (下段, 対 SYNOP 観測)の ME(左)と RMSE(右)。Winter: 冬季、Spring: 春季、
Summer: 夏季 に対応する。

温度は07UTC～09UTCの間は正バイアスであり、
08UTC頃に正バイアスが最大となる。
上記の検証結果は、古市（2007）の夏実験と冬実験の
検証結果と同様であった。
次に03, 09, 15, 21UTC初期値のFT=0～33を対象
とした予報時間に対する地上気象要素の検証結果
のうち、特徴的な結果について記述する。図2.1.3に、
気温と相対湿度のMEとRMSEの予報時間に対する
変化を示す 3 。気温は、予報が進むとともに正バイア
スが解消されていく傾向がある。この特性は冬季、
春季、夏季に共通してみられた。その理由として、
初期値の地上気温が正バイアスを持つ（瀬川 2005）
こと、MSMの予報が進むことで地上気温が正バイ
アスの状態から平衡状態に近づいていくこと、が考
えられる。また、相対湿度は、冬季、春季、夏季と
もに予報初期は負バイアスであるが、春季はFT=6
以降予報が進むとともに負バイアスが拡大してい
く。夏季は FT=6以降予報が進むとともに正バイア
スが拡大していく。冬季は予報時間に関わらず常に

負バイアスであった。気温、相対湿度ともに予報が
進みに対するRMSEの拡大は小さい。冬季の予報初
期にRMSEの値が大きいのは、予報初期のバイアス
が大きいためであると思われる。

2.1.5 高層気象要素の統計検証
側面境界変更後のMSMの大気の鉛直プロファイ
ルの特性を調べるため、冬季、春季、夏季を対象に
対ゾンデ検証を行った。検証に際しては、瀬川・三
浦（2006）と同様に、国内の高層気象観測点における
ラジオゾンデ観測データのうち指定気圧面の観測
値を用いた。検証対象時刻は00及び12UTCである。
本項では、FT=3, 9, 15, 21, 27, 33 4 を対象とした検
証結果を示し、予報時間に対するMEとRMSEの変
化について述べる。
図2.1.4に高層気象要素の各予報時間に対するME
を示す。気温は、冬季、中層及び下層で予報初期の
正バイアスが負バイアスに転じ拡大していく。また、
300hPaより上層で正バイアスが拡大していく。一
方、春季、夏季はほぼ全層で予報初期の正バイアス

3

気温、相対湿度ともに全ての季節でMEとRMSEに6時間周
期の変動が存在する。これは03, 09, 15, 21UTCの6時間
毎の初期値の予報を検証に用いたためと、MEとRMSEに日
変化が存在するためである。

4

FT=3, 15, 27の検証は09または21UTC初期値の予報によ
る検証、FT=9, 21, 33の検証は03または15UTC初期値の予
報による検証に対応する。
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気温 ME(℃)

hPa

高度場 ME(m)

hPa

風速 ME(m/s)

hPa

相対湿度 ME(%)

冬季

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

夏季

春季

hPa

図 2.1.4 03, 09, 15, 21UTC 初期値の FT=3, 9, 15, 21, 27, 33 を対象とした予報時間に対する、冬季（上段）、
春季（中段）、夏季（下段）の、気温（左）、高度場（中央左）、風速（中央右）、相対湿度（右）の ME（対日本域ゾ
ンデ）。検証対象時刻は 00, 12UTC。上層の相対湿度は信頼できる観測が少ないため 500hPa より下層のみ
表示している。

が負バイアスに転じ拡大していく。高度場は、いず
れの季節でも上層で負バイアスが拡大し下層では
予報初期の負バイアスが正バイアスに転じ拡大し
ていく。風速は、冬季と春季の300hPaより上層を
除き、バイアスはあまり拡大しない。相対湿度は、
特に冬季と春季で中層の予報初期の正バイアスが
負バイアスに転じ拡大していく。
図 2.1.5に高層気象要素の各予報時間に対する
RMSEを示す。ほぼ全ての要素で予報時間とともに
RMSEが拡大していくが、上層ほど各予報時間の
RMSEの値が大きく拡大率も大きい傾向がある。ま
た、FT=3と9, 15と21, 27と33のRMSEの値がほぼ
同程度である。これは側面境界値の精度を反映して
MSMの03, 15UTC初期値の予報（側面境界は00,
12UTC初期値のGSM0711）が09, 21UTC初期値の
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予報（側面境界は06, 18UTC初期値のGSM0711）よ
りも精度が高いことを意味する。

2.1.6 まとめ
MSMの側面境界値を与えるモデルがRSMから
GSM0711に変更された後の、2007年12月から2008
年7月までのMSMの降水、地上気象要素、高層気象
要素の予報精度と特性を調べた。また、2006年3月
から2008年7月までのMSMの降水予報精度の推移
を2006年2月以前との比較も含めて調べた。
降水予報精度の推移に関して、2006年3月以降も、
夏は降水予報頻度過少で見逃し率が高く、冬は降水
予報頻度過剰で空振り率が高い傾向が確認された。
また、2006年3月以降にMSMに加えられた変更によ
り、スレットスコア、バイアススコア、空振り率が

気温 RMSE(℃)

hPa

高度場 RMSE(m)

hPa

風速 RMSE(m/s)

hPa

相対湿度 RMSE(%)

冬季

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

hPa

夏季

春季

hPa

図 2.1.5

図 2.1.4 と同じ。ただし、RMSE。

2006年2月以前よりも改善しており、MSMの降水予
報精度が運用開始から着実に改善してきているこ
とが確認された。
降水予報精度の地域特性に関して、冬季は、本州
日本海側の平野部で降水予報頻度過少で見逃しが
多いこと、夏季は、MSMが予報することが不得手
な不安定降水の事例が非常に多く、全国的に降水予
報頻度が少なかったこと、特に、北海道、京都府か
ら中国地方にかけての地域、沖縄地方などで降水予
報精度が悪かったことが確認された。
地上気象要素に関して、予報対象時刻に対する検
証結果は、夏季に風速と気温の夜間の正バイアスが
大きいなど古市（2007）が示した検証結果と同様で
あった。予報時間に対する検証では、地上気温は予
報が進むとともに正バイアスが解消されていく傾
向があること、相対湿度はいずれの季節でも予報初
期は負バイアスがあり、特に春季（夏季）は予報が進
むとともに負（正）バイアスが拡大する傾向がある

ことがわかった。
高層気象要素に関して、いずれの季節でも予報が
進むとともに中層及び下層が冷えていくこと、冬季
と春季は予報が進むとともに中層が乾いていくこ
と、上層ほど各要素のRMSEの値が大きいこと、03,
15UTC初期値の予報が09, 21UTC初期値の予報よ
りも精度が高いことがわかった。
参考文献
瀬川知則, 2005: 統計検証. 平成17年度数値予報研
修テキスト, 気象庁予報部, 18-26.
瀬川知則, 三浦大輔, 2006: 統計検証. 平成18年度
数値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 59-83.
古市豊, 2007: 高解像度全球モデルを側面境界とす
るメソ数値予報モデルの統計検証. 平成19年度数
値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 38-45.
本田有機, 2008: 概論. 数値予報課報告・別冊第54
号, 気象庁予報部, 1-17.
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2.2 適合ガウス格子を用いた全球モデルを側面境
界値とするメソ数値予報モデルの統計検証 1
2.2.1 はじめに
本節では、適合ガウス格子を用いた全球モデル
(RGGGSM)を側面境界値としたメソ数値予報モデ
ル(MSM)の予報特性について報告する。2007年11
月における領域モデル(RSM)の現業運用の終了に
伴って、MSMの側面境界値はRSMから高解像度全
球モデル(20kmGSM)へと変更になった。この側面
境界値の変更によって、MSMでは大気中層で乾燥
バイアスとなり、降水予報精度は改善するが強い降
水の予報頻度が過多となることが古市(2007)によ
っ て 報 告 さ れ て い る 。 ま た 成 田 (2007) は 、
20kmGSMの下層湿潤バイアスが側面境界値として
メソ解析とメソ予報の両方に影響を与えることに
よって、MSMの対流パラメタリゼーションの効果
が大きくなり、MSMで強い降水が過剰に計算され
る可能性があることを指摘している。このように側
面境界値の変更は、降水の予報特性の変化などの原
因となるため、防災気象情報の提供支援をその主な
役割とするMSMにとって非常に重要な意味をもつ。
2008年8月におけるRGGGSMの現業運用の開始
に伴って、MSMの側面境界値は、20kmGSMから
RGGGSMへと変更になった。そこで、側面境界値
に20kmGSM及びRGGGSMを用いた予備実験を行
い、MSMの予報特性の変化について調査を行った。
第2.2.2項では予備実験の内容と検証方法を説明し、
第2.2.3項では実験に用いた側面境界値について述
べる。第2.2.4項と第2.2.5項では降水と高層気象観測
に対する予備実験の検証結果を報告する。
なお、本文中で用いた統計的な指標の詳細につい
ては付録Bを参照していただきたい。
2.2.2 予備実験と検証の内容
予 備 実 験 は 、 側 面 境 界 値 に RGGGSM 及 び
20kmGSMの予報値を用いて実施した。以下では
20kmGSMを用いた実験をCNTL、RGGGSMを用い
た実験をTESTとする。また2006年8月1日から2006
年8月31日を夏実験、2007年12月23日から2008年1
月22日を冬実験とする。検証対象とした予報は、夏
実験が03, 15UTC、冬実験が03, 09, 15, 21UTCを初
期時刻とする33時間予報である。
なお、実験に用いたRGGGSMと20kmGSMの予
報値は、同様の条件下において予報された値ではな
い。今回の実験では、現業数値解析予報システムに
おいて運用されている速報解析からの予報(Ef)と、
サイクル解析から実験用に計算した予報(Df)を用
1
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いている。夏実験はCNTLとTESTの両者ともにDf
を用いている。ただし、夏実験のCNTLは原(2007)
と同様にDCAPEの修正(中川 2007)が行われる前
の20kmGSMを用いている。また冬実験ではCNTL
がEfであるのに対してTESTではDfを用いている。
Dfは、Efに比べ解析に用いる観測データの締め切り
時間が長く、より多くの観測データを同化している。
今回の予備実験の予報で側面境界値を与える
RGGGSM及び20kmGSMの初期時刻とMSMの初
期時刻の関係は、表2.2.1で示したとおりである。こ
の関係は、現業数値解析予報システムと同様である。

2.2.3 側面境界値
MSMの側面境界では外部参照値 φEXT によって予
報対象領域外の情報を受け取っている(斉藤ほか
2001；原 2008)。以下では、MSMの大気中層の乾
燥バイアスや925hPa付近の湿潤バイアスが、側面
境界値の変更によって解消されると期待できるか
どうかを調べるため、TESTとCNTLの側面境界に
おける φ EXT の統計をとり比較する。RGGGSMと
20kmGSMの予報値から得られる外部参照値をそれ
TEST
CNTL
ぞれ φ EXT
, φEXT
とし、統計期間内で平均化した側面
TEST
CNTL
境界の各格子点における外部参照値 φEXT
, φEXT
の
Diff
TEST
CNTL
Diff
差を φEXT = φEXT − φEXT とする。この φEXT は、各格子
点における平均誤差(ME)の差に相当する。
図2.2.1(a)に夏実験の側面境界における比湿の外
Diff
部参照値の差 QEXT
を示す。図2.2.1 (b)は側面境界に
Diff
おいて水平方向に平均化した QEXT
の鉛直分布であ
る。西側側面境界では中層で負となっている。これ
は西側側面境界付近ではCNTLよりTESTのほうが
中層で乾燥していることを意味する。側面境界全体
Diff
Diff
の QEXT
は上層で QEXT
≈ 0 であるが高度7000m以下
では正の値が支配的となっている。また、側面境界
Diff
全体の QEXT
は3000mから4000mにかけて比較的小
さな値となっているが、2000m以下で再び大きくな
っている。これは700hPa付近の比湿のMEにTEST
とCNTLの間で大きな差が無いことを意味する。
以上から、第2.2.1項で述べた20kmGSMを側面境
界としたときの特徴であるMSMの中層の乾燥バイ
アスや、過剰な降水の原因と考えられる925hPa付
近の湿潤バイアスの大幅な改善は期待できない。
表 2.2.1 予備実験の予報において利用している側面
境界値(RGGGSM, 20kmGSM)と予備実験の予報
(MSM)の初期時刻との関係。
RGGGSM, 20kmGSM
初期時刻(UTC)
00
06
12
18

MSM 初期時刻(UTC)
03, 06
09, 12
15, 18
21, 00
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155
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図 2.2.1 夏実験の側面境界における TEST と CNTL
Diff
の比湿の外部参照値の差 QEXT
。 (a)MSM モデル面
Diff
(フルレベル)での QEXT 。(b)それぞれの側面境界上
Diff
で水平方向に平均した QEXT
。EAST：東、WEST：
西、SOUTH：南、NORTH：北はそれぞれの方位に
対応する側面境界、TOTAL はそれらの側面境界全
てを対象としている。
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図 2.2.2 解析雨量に対する MSM 降水予報の
ETS。(a)各閾値における TEST と CNTL の
ETS、(b)各閾値における TEST と CNTL の ETS
の 差 。 実 線 は TEST(RGG) 。 破 線 は CNTL
(GSM)。赤色は夏実験、青色は冬実験。薄赤色(夏
実験)と薄青色(冬実験)の塗り潰しは TEST の
95%信頼区間、エラーバーは CNTL の 95%信頼
区間。

2.2.4 降水予報の検証
本項における降水予報の検証は、古市(2007)と同
様に解析雨量の3時間積算降水量を検証格子内で平
均したものを用いている。検証格子間隔は20km、
検証領域は陸上および海岸から40km以内の海上を
含むこととしている。
以下では夏実験と冬実験においてCNTLとTEST
を比較し、降水量の閾値ごとの特徴と予報時間ごと
の特徴を報告する。利用する統計的な指標は、エク
イタブルスレットスコア(ETS)とバイアススコア
およびROC面積スキルスコアである。

Bias Score

（a）

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7

SUMMER
CNTL (GSM)

0

（1） 閾値ごとの特徴
CNTL及びTESTのETSを図2.2.2に示す。エラー
バー及び陰影は、bootstrap法(汪ほか 2003)によっ
てリサンプリングして求めたスコアの95%信頼区間
である。TESTのスコアが、CTNLのスコアの信頼
区間に含まれている場合は、TESTとCNTLに有意
な差があるという主張は危険率5%で退けられる。図
2.2.3に示したバイアススコアについても同様であ
る。
図2.2.2(a)は全ての予報時刻を対象とした閾値ご
とのETSを示したものである。閾値20mm/3h以下で
は冬実験のほうが夏実験よりも予報精度が良い。図
2.2.2(b)は、CNTLを基準としたTESTのETSの改
善 ・改悪幅を 表したもの である。夏 実験の閾値
15mm/3h以下では、CNTLに対してTESTのほうが
有意に上回っている。閾値25mm/3h以上では有意で
は無いがCNTLのほうが上回っている。冬実験では、
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図 2.2.3 解析雨量に対する閾値ごとのバイアスス
コア。(a)夏実験、(b)冬実験。凡例その他は図 2.2.2
に同じ。

閾値5mm/3h以下ではTESTのほうが有意に上回る
結果となっている。夏実験と冬実験の両者とも閾値
が大きくなると信頼区間が拡大し、TESTとCNTL
の間に統計的に有意な差が無くなっている。
図2.2.3 (a)の夏実験のバイアススコアは、検証し
た閾値のほとんどで有意にTESTのほうが大きくな
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図 2.2.4 解析雨量に対する予報時間ごとの検証結果。(a)(c)(e)は夏実験、(b)(d)(f)は冬実験。(a)(b)は ETS、
(c)(d)はバイアススコア、(e)(f)は SS ROC 、実線は TEST(RGG)、破線が CNTL(GSM)をあらわす。(a)(b)(c)(d)
では閾値 5mm/3h のスコアを青色、閾値 10mm/3h のスコアを緑色、閾値 30mm/3h のスコアを赤色で表してい
る。

っている。これは、TESTにおいて閾値を上回る降
水の予報頻度がCNTLよりも増加したことを意味し
ている。また、閾値25mm/3h以下では降水の予報頻
度が改善したが閾値30mm/3h以上の降水について
は予報頻度過多となったといえる。
冬実験のバイアススコアは閾値25mm/3h以上で
CNTLとTESTの両者で予報頻度過多となっている。
TESTのバイアススコアはCNTLよりも1に近い。し
かし、閾値が大きくなるに従って信頼区間の幅も広
がっている。さらに、冬実験の閾値25mm/3h以上の
降水現象は非常にまれで、一つの事例の降水が標本
数のほとんどを占めている。そのためTESTのバイ
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アススコアには、CNTLと比べて有意な改善を認め
ることができない。

（2） 予報時間ごとの特徴
図 2.2.4 は 閾 値 5mm/3h 、 閾 値 10mm/3h と 閾 値
30mm/3hの降水に対する予報時間ごとのETS及び
バイアススコアとROC面積スキルスコア( SS ROC )を
示したものである。ここで SS ROC の算出には、第2.2.4
項(1)で検証を行った閾値 2 の全てを利用している。
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図 2.2.5 高層気象観測に対する TEST(RGG)と CNTL(GSM)の予報誤差。(a)(b)(c)は夏実験、(d)(e)(f)は冬実
験で、(a)(d)は気温(℃)、(b)(e)は風速(m/s)、 (c)(f)は比湿(kg/kg)。灰色の箱ひげ(box-and-whisker)が TEST
で白抜きが CNTL。”箱”の範囲は標本の 25%～75%、”ひげ”の範囲は 5%から 95%。太実線は ME、細実線は予報
誤差の中央値(median)。黒塗り棒グラフは各指定気圧面における標本数。比湿については、300hPa より上層に
おいて標本数も少なく信頼できる観測も少ないことに注意が必要である。

している。この傾向はTESTとCNTLの両者に見ら
れる。また、閾値5mm/3hと閾値10mm/3hのETSは、
ほとんどの予報時間でCNTLよりもTESTが上回っ
ている。夏実験の閾値30mm/3hのETSは、FT=21
以降になるとTESTに対してCNTLのほうが上回っ

夏実験と冬実験では予報時間に対するETSの変
化傾向が異なっている。夏実験では予報時間が長く
なるに従って予報精度は比較的単調に低下してい
る。しかし冬実験ではFT=3からFT=6で急激に低下
している。そして以降の予報時間では緩やかに下降
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ている。
バイアススコアは夏実験と冬実験の両者共に予
報 時間が長く なるに従っ て増加して いる。閾値
5mm/3hと閾値10mm/3hのバイアススコアは、夏実
験では概ね予報頻度過少であるが冬実験では概ね
予報頻度過多となっていることを示している。また、
夏実験では閾値や予報時間に依らずTESTの予報頻
度の方がCNTLよりも多くなっている。冬実験では、
閾値5mm/3hで概ねTESTが予報頻度過多となって
いる。
ただし冬実験の閾値10mm/3hや閾値30mm/3hの
スコアは、 第2.2.4項(1)で述べたとおり非常に少な
い標本数から算出したものである。そのため本項に
おける閾値10mm/3hや閾値30mm/3hのスコアは、
予報頻度について適切に評価しているとはいえな
い。
次に SS ROC を用いてCNTLとTESTを比較すると、
TESTのほうが高い値を示しており予報精度が改善
していることがわかる。夏実験ではTESTとCNTL
の両者ともにFT=18からFT=24でスコアの低下が
抑えられている。これはFT=18からFT=24の期間で
捕捉率が増加したことによりROC面積が拡大した
ためである。

（3） 地域ごとの特徴
地域別に算出したスコアについて述べる。バイア
ススコアは、CNTLよりもTESTのほうが地域に依
らず予報頻度が増加することを示していた(図略)。
ETSは、九州地方や中国地方などでTESTの予報精
度の悪化を示していた。スコアの低下は2006年8月
中旬に顕著であった。これは、この期間の降水が、
2006年8月17日から8月18日かけて九州北部地方を
中心に大雨をもたらした台風第10号によるもので
あり、その降水量がTESTでCNTLよりも過大に予
報されていたことによる。台風第10号が九州に上陸
した前後５日間を除いて検証を実施すると、TEST
はCNTLと同等かそれを上回る予報精度となった。
2.2.5 高層気象観測に対する検証
高層気象観測データに対する検証結果を報告す
る。検証対象とする観測は、気象庁の高層気象観測
のみである。検証対象の予報時間は、予報期間後半
のFT=33とした。図2.2.5は、気温、風速及び比湿の
指定気圧面における予報誤差を箱ひげ図
(box-and-whisker plot)で表したものである。

温バイアスとなっている(図2.2.5(a))。冬実験では
中層と下層で低温バイアスとなっている(図
2.2.5(d))。両実験ともに上層では高温バイアスとな
っている。
風速は、夏実験と冬実験でバイアスの大きさに差
があるものの両者ともに850hPaより上層で負バイ
アスとなっている(図2.2.5(b)(e))。
比湿の鉛直分布は、夏実験では、850hPaより上
層のバイアスが小さく、925hPaの湿潤バイアスが
顕著である(図2.2.5(c))。冬実験では700hPaに乾燥
バイアスがある(図2.2.5(f))。

（2） TEST と CNTL の予報誤差
TESTとCNTLの検証結果を比較する。図2.2.5(c)
によると、夏実験の925hPaのMEは、僅かにTEST
がCNTLより925hPa付近で湿潤バイアスとなって
いることを示している。図2.2.5(f)によると、冬実
験の700hPaのMEはTESTのほうが僅かに乾燥バイ
アスとなっている。標本の分散もTESTとCNTLで
大きな差は無い。総じて高層気象観測の検証結果か
らはTESTとCNTLに顕著な違いは見られない。ま
た検証を行った指定気圧面における気象要素の平
方 根 平 均 二 乗 誤 差 は 、 夏 実 験 の TEST の 高 度 が
CNTLより若干増加していた以外は、全体的に僅か
な減少を示しており予報精度がやや改善していた
(図略)。これはTESTの側面境界値であるRGGGSM
が20kmGSMよりも予報精度が良い(第1.1節)こと
が要因の一つとして考えられる。
（3） 700hPa 乾燥バイアス
今回の予備実験の予報特性は、20kmGSMの予報
特性(田宮 2007)に概ね近いものになっている。
20kmGSMの予報特性のひとつに700hPaの乾燥バ
イアスがある。これは20kmGSMを側面境界値とし
たMSMについても同様である(古市 2007)。しかし
今 回 の 夏 実 験 で は TEST と CNTL の 両 者 と も に
700hPa の 乾 燥 バ イ ア ス は 比 較 的 小 さ い 。 ま た
700hPaでは冬実験の標本の分布に乾燥バイアス側
への偏りが見られるが、夏実験ではその様な分布の
表 2.2.2 比湿の 700hPa における ME。MSM 予報領
域内の高層気象観測を対象とした検証(MSMVRF)
と気象庁の高層気象観測のみを対象とした検証
(JPNVRF)。

（1） 夏実験と冬実験の予報誤差
夏実験と冬実験についてTESTとCNTLの両者に
共通する予報誤差の特徴を述べる。
気温の鉛直プロファイルは、夏実験では中層で低
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原旅人, 2007: モデルの変更点の概要. 平成19年度
数値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 29-31.
原旅人, 2008: 現業メソ数値予報モデルの概要. 数
値予報課報告・別冊第54号, 気象庁予報部, 18-26.
古市豊, 2007: 高解像度全球モデルを側面境界とす
るメソ数値予報モデルの統計検証. 平成19年度数
値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 38-45.
汪金芳,田栗正章,手塚集,樺島祥介, 2003: 計算統計．
1：確率計算の新しい手法. 岩波書店, 196pp.

偏りは見られない。このMSMの700hPaの乾燥バイ
アスと検証対象領域との関係について、夏実験と冬
実験を比較した結果を以下に示す。
まず気象庁の高層気象観測のみを対象とした検
証(JPNVRF)とMSMの予報領域内全ての高層気象
観測を対象とした検証(MSMVRF)を比較する。そ
れぞれの700hPaにおける比湿のMEは表2.2.2のと
おりである。夏実験のMSMVRFでは、20kmGSM
と同様にTESTとCNTLの両者で700hPaに大きな
乾 燥バイアス があること がわかる。 それに対し
JPNVRFでは乾燥バイアスは小さい。
20kmGSMを側面境界値とした場合についても、
気 象庁の高層 気象観測に 対する検証 結果では、
700hPaの乾燥バイアスが冬実験よりも夏実験のほ
うが小さくなっている(古市 2007)。このように日
本周辺の乾燥バイアスの縮小は、夏実験にのみ見ら
れる特徴である。

2.2.6 まとめ
側面境界値をRGGGSMへと変更し予備実験を実
施した。予備実験の結果では、高層気象観測に対す
る予報精度の大幅な改善・改悪は見られなかった。
また降水の予報精度に関しては、夏実験では閾値
15mm/3h以下、冬実験では閾値5mm/3h以下でETS
が 有意に改善 されていた 。また夏実 験では概ね
TESTの予報頻度が増加しており、閾値30mm/3h以
上では予報頻度過多となっていた。この強い降水の
予報頻度過多は20kmGSMを側面境界値とした場合
と同様に925hPaの湿潤バイアスが関係していると
考えられる。
以上、今回実施した予備実験の統計検証の結果か
ら、側面境界値をRGGGSMへと変更することによ
って降水予報精度が弱い降水で改善、強い降水の予
報頻度の増加、その他の気象要素に対する予報精度
については概ね改善もしくは同等となることが確
認できた。
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田宮久一郎, 2007: 留意すべき予報特性. 平成19年
度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 27-28.
中川雅之, 2007: 降水. 平成19年度数値予報研修テ
キスト, 気象庁予報部, 21-23.
成田正巳, 2007: 高解像度全球モデルを側面境界と
するメソ数値予報モデルの降水予報の例. 平成19
年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
46-47.
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2.3 降水予報特性の問題点と改善 1

おける降雪が過少であることが目立つ。
現在の MSM では、冬季の日本海側の降雪のほ
とんどが雲物理過程によって計算されており、対流
パラメタリゼーションによる寄与は小さい。一方、
MSM に組み込んだ雲物理過程では、計算時間を短
縮するために雲氷の混合比だけを予報して数濃度
を予報せず、雲氷から雪やあられへの変換の素過程
の一部を簡略化している。このため、雲氷から雪や
あられへの変換の効率が低く、雪やあられの生成と
成長に現実よりも時間がかかることがわかってい
る（成田 2008a）。今回の MSM による降雪予報の
事例では、雪やあられの成長の遅れが風上側の日本
海や沿岸付近において降雪が少なくなった原因と
なっている可能性がある。
そこで、MSM の雲物理過程において雲氷の数濃
度を予報変数に追加した実験の結果を紹介する。図
2.3.2 に雲氷の数濃度を予報したときと予報しなか
ったときの山形県付近の降水の水平分布と雪の混
合比の鉛直分布を示す。この結果から、雲氷の数濃
度を予報することによって雲氷から雪への変換の
効率が高くなり、雪の生成と成長がより北西の風上
側から始まるため降雪が日本海や沿岸付近に広が
り、線状の細かい分布は予報できていないものの実
況との対応が良くなることがわかる。
現業 MSM の雲物理過程では、2008 年冬までに
雲氷の数濃度を予報変数に追加することを目指して
開発を進めている。

2.3.1 はじめに
本節では、2007年11月に現業運用を始めた高解像
度全球モデル (GSM) を側面境界とするメソ数値予
報モデル (MSM) の降水予報について、GSM との
予 報 特 性 の 違 い や MSM の 問 題 点 を 反 映 し て
GSM の予報結果と大きな違いが見られた事例を紹
介する。また、MSM の降水予報の精度の改善に向
けた取り組みと、予報結果を利用するときの注意点
をまとめる。
2.3.2 冬季の日本海沿岸付近における降雪
2007年から2008年の冬季には、冬型の気圧配置と
なったときの日本海や東北地方から中国地方にか
けての日本海沿岸付近において、MSM が予報した
降雪量が解析雨量に比べて過少だった事例がいく
つか見られた（第2.1.3項）。図2.3.1 に 2008年2月
13日18 UTC を対象とする MSM（初期時刻 13日
03 UTC、予報時間 15 h）と GSM（初期時刻 13
日00 UTC、予報時間 18 h）の降水予報の結果と、
対応する時刻の解析雨量を示す。比較には MSM
に側面境界を提供した初期時刻の GSM を用いて
おり、両モデルの初期時刻が異なっている（以下同
様）。この図に示した領域における MSM の降水は
すべて降雪として計算されており、気温と相対湿度
の分布から GSM の降水も降雪であると考えられ
る。大きなスケールでは GSM による降雪は実況と
よく対応しているが、佐渡島の風下における降雪の
弱まりや太平洋側への広がりなどの細かい分布を
表現できていないことがわかる。一方、MSM によ
る降雪の分布は実況と対応する細かい分布をある
程度は表現できているものの、日本海や沿岸付近に
(a)

2.3.3 梅雨期の九州と四国における降水
対流パラメタリゼーションとして Kain-Fritsch
(KF) スキームを採用した MSM には、とくに梅雨
期の九州や四国において地形に沿った不自然な降
水を予報してしまう弱点がある（成田 2008b）。側

(b)

(c)

図 2.3.1 2008 年 2 月 13 日 15 UTC から 18 UTC までの 3 時間降水量 [mm/3h]。(a) 解析雨量、(b) MSM の降
水量（初期時刻 13 日 03 UTC、予報時間 15 h）、(c) GSM の降水量（初期時刻 13 日 00 UTC、予報時間 18 h）。

1

成田 正巳
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(a)

(c)

(b)

(d)

図 2.3.2 雲氷の数濃度を予報しない場合と予報した場合の雪の混合比の鉛直分布と降水量。(a), (c) 雲氷の数濃度
を予報しない場合の雪の混合比の鉛直分布と降水量、(b), (d) 雲氷の数濃度を予報する場合の雪の混合比の鉛直
分布と降水量。初期時刻と対象時刻は図 2.3.1 (b) と同じ。

(a)

(c)

(b)

図 2.3.3 2008 年 6 月 15 日 03 UTC から 06 UTC までの 3 時間降水量 [mm/3h]。(a) 解析雨量、(b) MSM の降
水量（初期時刻 14 日 15 UTC、予報時間 15 h）、(c) GSM の降水量（初期時刻 14 日 12 UTC、予報時間 18 h）。
(a) に前線の位置の概略を示した。

象とする MSM（初期時刻 14日15 UTC、予報時間
15 h）と GSM（初期時刻 14日12 UTC、予報時間
18 h）の降水予報によると、MSM の 5 mm/3h 以
下の弱い降水の分布は解析雨量との対応が良いが、
とくに九州の南西海上から四国の南海上に広がる
強い降水域を全体的に北に予報している。このよう
に、MSM の予報では図2.3.3 (a) に示した前線の暖
域における降水が過少となり、風の収束が明瞭な前
線の近傍に強い降水を集中させてしまうことがあ
る。

面境界を GSM に変更してから現在までの MSM
の予報ではこのような降水が顕著な事例は少ない
が、不自然な降水は側面境界ではなく KF スキーム
の問題である。引き続き、この問題の解決を目指し
て開発を進めている。
ここでは、MSM と GSM の湿潤過程の違いによ
り梅雨期の九州と四国における降水予報に大きな
違いが見られた事例を紹介し、MSM の降水予報の
問題点をまとめる。
図2.3.3 に示した 2008年6月15日06 UTC を対
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(a)

(c)

(b)

図 2.3.4 2008 年 6 月 28 日 15 UTC から 18 UTC までの 3 時間降水量 [mm/3h]。(a) 解析雨量、(b) MSM の降
水量（初期時刻 28 日 09 UTC、予報時間 9 h）、(c) GSM の降水量（初期時刻 28 日 06 UTC、予報時間 12 h）。

(a)

(c)

(b)

図 2.3.5 2008 年 7 月 7 日 12 UTC から 15 UTC までの 3 時間降水量 [mm/3h]。(a) 解析雨量、(b) MSM の降水
量（初期時刻 6 日 21 UTC、予報時間 18 h）、(c) GSM の降水量（初期時刻 6 日 18 UTC、予報時間 21 h）。

(a)

(c)

(b)

図 2.3.6 2008 年 7 月 9 日 03 UTC から 06 UTC までの 3 時間降水量 [mm/3h]。(a) 解析雨量、(b) MSM の降水
量（初期時刻 7 日 21 UTC、予報時間 33 h）、(c) GSM の降水量（初期時刻 7 日 18 UTC、予報時間 36 h）。

図2.3.4 に 2008年6月28日18 UTC を対象とす
る MSM（初期時刻 28日09 UTC、予報時間 9 h）
と GSM（初期時刻 28日06 UTC、予報時間 12 h）
の降水予報の結果と、対応する時刻の解析雨量を示
す。解析雨量では四国の太平洋側の沿岸部から紀伊

半島にかけて線状の降水域が分布しており、降水量
の極大値は 200 mm/3h を超えている。これに対し
て、GSM の予報は大きなスケールでは降水の分布
が実況と対応しているが、四国の太平洋側の沿岸部
における降水量は 20 mm/3h 以下と過少である。
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一方、MSM は 160 mm/3h の降水を線状に予報し
ているが、位置は実況よりも 50 km ほど東にずれ
ている。このような降水の位置ずれには系統的な偏
りは見られないため、客観的な補正は難しい。予報
結果を利用するときには、位置ずれの可能性を考慮
して降水を見積もるなど、対処が必要である。

CAPE

2.3.4 夏季の不安定降水
夏季（2004年8月）を対象にした高解像度 GSM
を側面境界とする MSM の予報実験では、GSM の
下層における湿潤バイアスの影響を受けて MSM
の KF スキームが海岸線や地形に沿って過剰な降
水を予報したと考えられる事例がいくつか見られ
た（成田 2007）が、現業運用を始めてから現在ま
での MSM の予報ではこれほど顕著な事例は見つ
かっていない。引き続き、事例を蓄積している段階
である。
ここでは、MSM と GSM による夏季の不安定降
水の予報に大きな違いが見られた事例を紹介し、
MSM の降水予報の問題点をまとめる。
図2.3.5に示した 2008年7月7日15 UTC を対象
とする MSM（初期時刻 6日21 UTC、予報時間 18
h）と GSM（初期時刻 6日18 UTC、予報時間 21 h）
の降水予報によると、解析雨量では南北にのびた線
状の降水域や 10 mm/3h から 30 mm/3h に達す
る不安定降水が見られるのに対して、GSM では中
川 (2006) が述べているように実況の強い降水を 5
mm/3h 以下と弱めに、弱い降水域を広い範囲に渡
って計算している。一方、MSM では線状の降水域
や 30 mm/3h に近い降水を計算できているものの、
実況とは位置がずれている。
また、図2.3.6に示した 2008年7月9日06 UTC を
対象とする MSM（初期時刻 7日21 UTC、予報時
間 33 h）と GSM（初期時刻 7日18 UTC、予報時
間 36 h）の降水予報の結果によると、解析雨量で
は所々で不安定降水が見られ、降水量の極大値は
20 mm/3h に達しているのに対して、GSM では図
2.3.5の事例と同様に 5 mm/3h 以下の弱い降水を
広い範囲に渡って計算している。一方、MSM では
図2.3.5の事例とは異なり強い降水を計算できてい
ない。また、MSM では紀伊半島の南東部の海岸線
に沿って実況には見られない降水を計算してしま
っており、降水量は少ないものの GSM の予報でも
同様の降水分布が広く見られる。
いずれの事例も、総観スケールの擾乱が付近に存
在せず、外部強制力が弱い。このような事例では、
強い降水は多くの場合に熱的低気圧などによる風
が地形の影響で収束して発生した対流雲によって
生成されると考えられる。現在の MSM の水平格
子間隔は 5 km であり、このような個々の対流雲の
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KF スキーム

KF スキーム

発動

終了

予報時間

図 2.3.7 KF スキームの発動による CAPE の時間
変化の模式図。

発生を格子スケールで表現することはできない。こ
のため、MSM の雲物理過程では局所的な不安定降
水を計算できなかったり、降水が計算されても位置
は実況との対応が悪かったりすることがある。一方、
格子スケール以下の対流の効果を見積もる KF ス
キームには弱い降水を広く表現したり、実況には見
られない降水を計算したりする弱点がある。このよ
うに、MSM は総観場による外部強制力が弱いとき
の不安定降水の予報精度が低いため、予報作業にお
ける利用ではモデルの格子点値 (GPV) から計算し
た対流有効位置エネルギー (CAPE) などの不安定
指数や発雷確率ガイダンスを参考にするなど、対処
が必要になる。
なお、永田・萬納寺 (1994) が述べているように、
降水が計算されている格子ではモデルの内部で大
気の成層状態の不安定がある程度は解消された状
態になっているため、GPV から計算した不安定度
は小さいことが多い。図2.3.7 に示したように、KF
スキームの計算は CAPE の値を小さくするように
作用するため 2 、GPV を出力したときのタイミング、
つまり KF スキームが発動する前であるか、成層状
態が不安定になって発動している最中であるか、KF
スキームの作用が終了して成層状態を安定化した
後であるかによって、GPV から計算した CAPE
の 大きさが変 わってしま う。利用し ようとする
CAPE が KF スキームのいずれのタイミングにお
いて計算された値であるのかを、モデルの時間積分
の 1 ステップより長い間隔で出力している GPV
から判断することはできない。大気の成層状態の不
安定度を MSM の GPV から計算した CAPE か
ら見積もるときには、この点に注意が必要である。

現在の MSM では、KF スキームが成層状態を安定化
した後の CAPE の大きさが発動前の値の 15 % 以下に
なるように調整してある（成田 2008b）。

2

2.3.5 おわりに
第2.1.2項で述べられているように、MSM の降水
の予報精度は徐々に改善されてきたが、とくに総観
場による外部強制力が弱いときの夏季の局所的な
不安定降水の予報精度が低い。この問題に対して、
当面は MSM の水平格子間隔の高解像度化を予定
していないため、格子スケールの雲物理過程による
不安定降水の予報の大幅な改善は難しい。一方、サ
ブグリッドスケールの対流を扱う KF スキームに
は、積雲モデルの構成やパラメータの検討によって
改良すべき点が残っている（成田 2008b）。このた
め、梅雨期における九州や四国における地形に沿っ
た不自然な降水と夏季における過少な不安定降水
の問題を、KF スキームの改良によって解決するこ
とを喫緊の課題と位置づけている。また、側面境界
の GSM への変更に伴う MSM の物理過程のパラ
メータの調整は十分ではないため、現業運用と実験
の事例を重ねることによって最適な設定を見出す
必要がある。
さらに、2008年には MSM の初期値を作成する
メソ解析の非静力学 4 次元変分法 (JNoVA) への
変更を計画している（第2.4節）。予報時間が短い
MSM では初期値の特性の変化が予報結果に大き
な影響を与える。とくに、JNoVA への変更により
夏季の降水の予報精度が低くなる可能性がある（第
2.4.4項）。予報精度を向上させるためには、JNoVA
の現業運用を始めてから MSM の予報結果に基づ
いて物理過程の各スキームを見直し、パラメータの
調整を進めなければならない。
参考文献
中川雅之, 2006: 降水事例検証. 平成18年度数値予
報研修テキスト, 気象庁予報部, 36-39.
永田雅, 萬納寺信崇, 1994: 利用上の留意点. 平成6
年度数値予報研修テキスト 数値予報課報告・別冊
第41号 合併号, 気象庁予報部, 97-111.
成田正巳, 2007: 高解像度全球モデルを側面境界と
するメソ数値予報モデルの降水予報の例. 平成19
年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
46-47.
成田正巳, 2008a: 現業メソ数値予報モデルの湿潤
過程の改良. 数値予報課報告・別冊第54号, 気象
庁予報部, 75-80.
成田正巳, 2008b: Kain-Fritsch スキームの改良と
パラメータの調整. 数値予報課報告・別冊第54号,
気象庁予報部, 103-111.
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2.4 非静力学メソ4次元変分法 1
2.4.1 開発の経緯
2002年3月に現業メソ解析に静力学メソ4次元変
分法 2 が導入された（石川・小泉 2002）。当時は、
予報モデルは静力学スペクトルモデルであったが、
2004年9月に気象庁非静力学モデル(JMA-NHM)に
更新された（気象庁予報部 2004）。4次元変分法で
は時間推進演算子として予報モデルを必要とする
（2.4.1式のMに相当）。JMA-NHMがメソ数値予報
モデル(MSM)に導入されて以来、解析システムで採
用されている予報モデルと、予報のための予報モデ
ルが異なる状況が続いている。このため、
JMA-NHMを時間推進演算子として採用した4次元
変分法解析システム（非静力学メソ4次元変分法 3 ）
の開発が開始された（本田 2003）。現在、2008年中
の現業メソ解析への導入を目指して、最終的な開発
を進めている。本稿では、現業化予定の非静力学メ
ソ4次元変分法の全体像と性能について簡潔に紹介
する。非静力学メソ4次元変分法に関しては、Honda
et al.(2005)や本田(2008)にも報告があるので、参照
頂きたい。
2.4.2 新解析システムの概要
変分法では、評価関数を最小とする解を最適解と
する。4次元変分法についての一般的な解説は、露
木(1997)などを、静力学メソ4次元変分法については
石川・小泉(2002)を適宜参照願いたい。
(1) 評価関数
非静力学メソ4次元変分法で採用している評価関
数は、背景項と観測項と拘束項からなる。

(

)

(

)

T
1
x 0 − x 0B B −1 x 0 − x 0B
2
1
T
+ ( y − HM ( x 0 )) R −1 ( y − HM ( x 0 ))
2
+ JC
( 2.4.1)

J (x0 )=

但し、x 0 はデータ同化窓の最初の時刻におけるモデ
B
ル予報値（初期値）、 x 0 は x 0 の第一推定値、 y は
観測値、 H は観測演算子、 M は時間推進演算子、
B と R はそれぞれ背景誤差共分散行列と観測誤差
共分散行列、 J C は拘束項である。
計算負荷を軽減するため、実際にはインクリメン
1

本田 有機, 澤田 謙
石川・小泉(2002)では「メソ 4 次元変分法」と呼んでい
るが、本稿で紹介する新しい 4 次元変分法解析システム
と区別するため、「静力学メソ 4 次元変分法」と呼ぶこと
とする。
3 JNoVA（”JMA Nonhydrostatic Model”-based
Variational Data Assimilation Systemの略）という名称
で開発を進めている。
2

ト法(Courtier et al. 1994)を採用している。この方
法では、観測データの品質管理や最終的な解析のた
めには高解像度モデルを用い、解析インクリメント
を4次元変分法で計算するときには低解像度モデル
を用いる。本稿では、便宜的に前者をアウターモデ
ル、後者をインナーモデルと呼ぶ。
静力学メソ4次元変分法の評価関数（石川・小泉
(2002)の3.2.3式）と比較して、境界値に関する項が
ない。JMA-NHMでは初期時刻における境界値は初
期値が兼ねているため、同化窓の最初の時刻の境界
値は右辺第1項に暗に含まれているが、他の時刻の
境界値は制御変数に含めていない 4 。
(2) 最小値探索
静力学メソ4次元変分法と同じく、準ニュートン
法 の一種である限 定メモリー版BFGS法(Liu and
Nocedal 1989)を採用している。収束性を高めるた
めに、第一推定値の背景誤差共分散行列を利用した
プレコンディショニングを行っている(露木 1997)
点も、静力学メソ4次元変分法と同じである。
(3) 制御変数
静力学メソ4次元変分法では、予報変数から制御
変 数の変数変換 で静水圧平衡と地衡風平衡を仮定
していた。JMA-NHMを採用したMSMでは、解像
度5kmでも静水圧平衡はかなり良い近似で成立し
ているが、気圧場に音波などに起因する細かいノイ
ズが存在するため、地衡風平衡を適用しても質の悪
いバランス風しか得られない(Honda et al. 2005)。
このため、非静力学メソ4次元変分法では地衡風平
衡を考慮せず、東西風、南北風、温位とモデル面第
1層気圧の組み合わせ及び偽相対湿度（背景場の相
対湿度で規格化した相対湿度）を制御変数としてい
る。3次元の気圧と鉛直速度は、それぞれ静水圧平
衡と連続の式から求める。
(4) 時間推進演算子
前述の通り、時間推進演算子にはJMA-NHMを採
用している。4次元変分法では、接線形モデルや随
伴モデルを作成する必要があるため、JMA-NHMの
最新版に常に追随できるわけでない。このため、現
在のスペックは、表2.4.1に示すとおりである。アウ
タ ー モ デ ル は MSM の 予 報 モ デ ル と 同 じ 仕 様 の
JMA-NHMが用いられている一方、インナーモデル
は主に物理過程を簡略化したJMA-NHMが用いら
れている。特に湿潤過程に関しては、Kain-Fritsch
積雲対流スキーム（KFスキーム）と雲物理過程の組
み 合わせが予 報モデルで は採用され ているが、
Honda and Yamada(2007)で示唆したように雲物理
過程の随伴コードを現業メソ解析に用いることは、
その非線形性などの観点から必ずしも最適ではな
4

静力学メソ 4 次元変分法では、他の時刻の境界値も制御
変数として考慮されている。
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水平移流

表2.4.1 非静力学メソ4次元変分法に用いられている気象庁非静力学モデルの仕様
（各スキーム等の詳細については数値予報課報告・別冊第54号を参照のこと）
アウターモデル
インナーモデル（低解像度モデル）
（高解像度モデル）
非線形モデル
随伴モデル
4次フラックス形式
同左
4次フラックス形式
＋移流補正
HE-VI
同左
同左
6カテゴリーバルク法雲物理
大規模凝結
同左

重力波・音波
湿潤過程
（格子スケール）
湿潤過程（積雲対流）
乱流（境界層）過程
対流混合層
地表面過程

改良Kain-Fritschスキーム
改良Mellor-Yamada Level3
乱流過程で考慮
Beljaars and Holtslag

地中温度
放射過程

4層熱拡散モデル
あり

同左
診断型渦拡散モデル
Sun and Chang
（海）Kondo
（陸）Louis
同左
あり

い。このため、非静力学メソ4次元変分法の
JMA-NHMでは、新たにKFスキームと大規模凝結
の組み合わせが可能となるように改良して利用し
ている。
(5) 観測演算子
非静力学メソ4次元変分法で同化する観測は、現
業メソ解析で同化されているものと同じであり、観
測演算子の仕様もほぼ同じである。但し、
QuikSCAT衛星搭載マイクロ波散乱計SeaWindsか
ら算出される海上風データだけは、静力学メソ4次
元変分法では大気最下層のモデル面の風として同
化するのに対して、非静力学メソ4次元変分法では
モデル面大気最下層からJMA-NHMの地上診断式
を利用して計算される高度10mの風として同化し
ている点で、高度化されている。同化する観測デー
タは表2.4.2を参照願いたい。
(6) 拘束条件
偽の内部重力波を抑えるために、非静力学モデル
の 初期値化とし て一般的に用いられるデジタルフ
ィルターを利用する（澤田・本田 2008）。インクリ
メント成分のみにデジタルフィルターを作用させ
るように拘束項を定式化することで、第一推定値の
もつ情報を落とさないようにしている(Honda et al.
2005)。

なし（開発中）
同左
同左
同左
同左
なし

② アウターモデル：第一推定値作成
高解像度JMA-NHMをメソ予報と同等の条件で
実行し、第一推定値を作成する。この時、デジタル
フィルター等による初期値化は行わない。
③ 観測データの品質管理
第一推定値の情報を用いて、観測データの品質管
理を行う。高密度データについては、間引き処理を
行う。最終的には、品質に問題のない観測データの
D値（観測－第一推定値）を作成する。
④ インナーモデル：非静力学メソ4次元変分法
前項で解説した非静力学メソ4次元変分法を用い
て解析を行い、解析インクリメントを求める。
⑤ アウターモデル：解析値作成
低解像度の解析インクリメントと高解像度の 第

直
接
観
測

レーダー

表2.4.2 非静力学メソ4次元変分法で同化する観測
観測の種類
解析に使用する観測要素
固定観測点の
気圧
地上観測
船舶・ブイ
気圧
ラジオゾンデ
気温，風，相対湿度
・レーウィン
航空機
風，気温
降水量（解析雨量として同
アメダス
化）
ウィンドプロファイラ
風
一般気象
反射強度（解析雨量として同
レーダー
化），ドップラー速度（ドップラ
ー化されたレーダーのみ）
空港気象
ドップラー速度
レーダー
可視・赤外イメージャ 大気追跡風
マイクロ波サウンダ
輝度温度から算出した気温
マイクロ波
輝度温度から算出した可降
放射計
水量と降水強度
マイクロ波
散乱断面積から算出した海
散乱計
上風

2.4.3 データ同化サイクルシステムの概要
非静力学メソ4次元変分法を用いたデータ同化サ
イクルシステムによる処理の流れは、基本的に静力
学メソ4次元変分法を用いた現業メソ解析を模して
いる。簡潔に紹介する。
(1) 処理の流れ
① 初期値・境界値作成
アウター、インナーモデルそれぞれの高解像度及
び低解像度の初期値と境界値を、前回メソ解析の解
析値及び最新のGSM予報値から作成する。

衛
星
観
測
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表2.4.3 現・新メソ解析の仕様
現メソ解析
新メソ解析
解析本体
静力学メソ
非静力学メソ
4次元変分法
4次元変分法
5km・50層
アウターモデル
10km・40層
解像度
(10hPa)
(約22km)
水平・鉛直
(モデルトップ)
インナーモデル
20km・40層
15km・40層
(10hPa)
(約22km)
解像度
データ同化窓
6時間
3時間
最小値探索回数
約40回 5
30回
解析領域
3600km
3600km
× 2880km
× 2880km

が有利であるため、新メソ解析ではこの点において
不利であるが、より新しい側面境界値を利用できる
点において有利である。

2.4.4 解析予報実験による性能評価
現業メソ解析としての性能を評価するために、現
業メソ解析と同等の条件のもと、非静力学メソ4次
元変分法による解析予報実験を行い、静力学メソ4
次元変分法と比較した。

一推定値から、高解像度の解析値を求め、これを初
期値として高解像度のJMA-NHMを実行する。この
時、初期値化は行わない。データ同化窓の最後の時
間の予報結果を当該解析時刻の「解析値」とする。
(2) 現・新メソ解析の仕様の違い
表2.4.3に簡潔にまとめている。4次元変分法で採
用している予報モデルの違い以外で、主な違いをま
とめると以下の通りである。
① 水平・鉛直解像度
現メソ解析は、アウター・インナーモデルの解像
度が、それぞれ10km,20kmとなっている。これに対
して、新メソ解析は5km,15kmと高解像度化される。
一方、鉛直方向に関しては、現メソ解析が鉛直層
数40層でモデルトップが10hPaに対して、新メソ解
析は50層（但し、インナーモデルは40層）でモデル
トップが40hPa程度（実際には約22km）と、水平
同様高解像度化されている。
② データ同化窓
現メソ解析のデータ同化窓は6時間であり、前半3
時間は、前回解析のデータ同化窓の後半3時間と重
なっている。これにより、前回解析の観測打ち切り
時刻後に通報された観測値を同化することが出来
る。これに対して、新メソ解析では、計算時間の制
約からデータ同化窓が3時間となるため、前回解析
の観測打ち切り時刻後に通報された観測値を利用
することは出来ない。
データ同化窓の長さは、側面境界値として使える
GSMの初期値にも関係してくる。例えば03UTCの
解 析を行う場合、現メソ解析では前日21UTC～
03UTCがデータ同化窓となり、側面境界値のGSM
は18UTC初期値のものを利用する必要がある。これ
に対して、新メソ解析では00UTC～03UTCがデー
タ同化窓であり、00UTC初期値のGSMから側面境
界値を作成することが出来る。
一般的に4次元変分法ではデータ同化窓が長い方
5

最小値探査は制限時間を超えると終了する。
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(1) 解析予報実験の概要
解析システムを現業静力学メソ4次元変分法とす
る実験をCTRL、非静力学メソ4次元変分法とする実
験をTESTとする。側面境界値には適合ガウス格子
(RGG)版全球モデル(GSM)の予報値を用いた。実験
期間を暖候期と寒候期の6日間として、それぞれ、
2006年7月17日から2006年7月22日を夏実験、2007
年12月23日から2007年12月28日を冬実験とし、検
証対象とする予報は、03,15UTCを初期時刻とする
33時間予報とした。夏実験の期間は、西日本に活発
な梅雨前線が停滞し各地で大雨を降らせる気象状
況にあり、冬実験の期間は、一度緩んだ冬型気圧配
置が低気圧の日本海通過を契機に強い寒気をもっ
て強まる気象状況にあった。
(2) 検証結果
高層検証（東西風速、南北風速、気温、相対湿度）
では、平均誤差、平方根平均二乗誤差とも概ねCTRL
と同等もしくはそれ以上の成績が得られている（図
略）。しかしながら、CTRLに対する優位性は多くが
予報初期に留まり、側面境界値がGSMになってから
問題視されている中層の乾燥バイアスや、下層ほど
大きな高温バイアスは、予報が進むにつれTESTで
も顕在化してくる。また、解析システムのアウター
モデルの高層検証（図2.4.1）からは、TESTの優位
性とともに、統計的性質の変化（気温場、相対湿度
場で顕著）もみられる。
地上要素検証（気温、風速、露点温度）では、夏・
冬実験とも、
概ね良好な結果が得られており、特に、
夏実験での地上気温、冬実験での地上風速の改善は
著しい（図2.4.2）。また、各検証要素の誤差ヒスト
グラムもCTRLに比べより急峻なガウス分布に近づ
いている（図略）。但し、予報が進むにつれ徐々に
CTRLに対する優位性が失われてしまう。
検証格子を20kmとした3時間積算降水量の降水
検証結果を図2.4.3に示す。夏実験では、CTRLと比
較して、全ての閾値においてバイアススコアが大き
く、エクイタブルスレットスコア(ETS)は小さい。
閾値1mm以下では予報初期から、閾値20mm以上で
は予報数時間後から予報頻度が過剰になる。また、
ETSは予報後半でCTRLと比較して悪化する（図略）。

図2.4.1 夏実験のアウターモデルの高層検証。検証時刻は、データ同化窓の最初の時。左：気温の平均誤差、右：相対湿度の
平均誤差。横軸は誤差の値、縦軸は気圧。

図2.4.2 地上要素検証。左：夏実験の地上気温、右：冬実験の地上風速。上段は平均誤差、下段は平方根平均二乗誤差、
縦軸は誤差の値、横軸は予報対象時刻。

TESTで降水予報精度が悪化する特徴的な事例とし
て、九州地方に停滞する前線に伴う降水が過度に集
中した上に位置ずれを起こす場合が挙げられる。一
方、冬実験では、CTRLのETSが高い閾値20mm以
上については事例数がとても少なくその結果の信
頼度が低いが、事例数の多い閾値15mm以下ではバ
イアススコアが小さく、ETSが概ね同等以上である
ことから、良好な結果と考えられる。
以上の検証結果において、TESTの降水予報精度が
悪化する原因として、インナーモデルとアウターモ
デル（つまり、予報モデル）の湿潤過程が一致して

いないことが考えられる。また、実験で使用した予
報モデルが現業メソ解析に最適化されているため、
図2.4.1に見られるような解析値の統計的性質の変
化などが悪影響を及ぼしている可能性もあり、解析
予報システム全体の整合性を考慮した予報モデル
のチューニングも必要と考えられる。

2.4.5 まとめと今後の課題
非静力学メソ4次元変分法を用いて、現業メソ解
析と同等の機能を持つシステムを構築した。
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図 2.4.3 閾値ごとの降水検証スコア。20km 検証格子内の平均降水量を使用。左：夏実験、右：冬実験、上段：エクイタブルスレ
ットスコア、下段：バイアススコア、横軸：閾値。

解析予報実験による統計的な性能評価を行い、冬
期の降水検証、高層検証、地上要素検証において、
現業メソ解析の静力学メソ4次元変分法と比較して、
概ね同等以上の性能を持つことが分かった。一方、
夏期の降水予報精度が悪化してしまい、現業化に向
けて解決する必要がある。この問題に対して、随伴
モデルの改良や予報モデルの最適化に取り組んで
いる。
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2.5 地上設置型GPS大気遅延量の利用 1
2.5.1 はじめに
地上設置型GPSデータ（以降、地上GPSと略す）
の数値予報での利用に関して、過去10年以上、多
くの研究・開発がなされてきた（萬納寺ほか 1997;
萬 納 寺 1998, 2000; Koizumi and Sato 2004;
Nakamura et al. 2004; Seko et al. 2004; Shoji et
al. 2004）。地上GPSの数値予報への利用により、
局地的な集中豪雨の予測精度の向上が期待できるた
め、気象庁としてできるだけ早い現業利用を目指し、
開発が進められてきた。ここ数年、観測データの品
質向上を目的に衛星時計誤差の解析（小司 2007）や、
4次元変分法での利用法の確立といった実用性の高
い技術が開発された。
こうした中、2007年10月には観測部によりGPS
可降水量解析装置が整備され、2008年5月からはメ
ソ解析での利用を目的に数値解析予報システム
（NAPS）へのリアルタイム配信が開始された。本装
置 で は 、 30 分 毎 に 国 土 地 理 院 の GEONET （ GPS
Earth Observation NETwork system）から取得し
た約1200地点の地上GPS（図2.5.1）と、気象庁の
地上気圧・気温データを用いて解析を行い、前8時
間分、5分毎の天頂大気遅延量及び、可降水量の算
出を行っている。GPS衛星からの電波は伝搬する際、
電離層や大気（乾燥大気と水蒸気）の屈折・減速の影
響を受け、真空大気に比べて電波の到達時間の遅れ
が生じる。その遅れを距離に換算したものが大気遅
延量である。さらに、複数のGPS衛星の電波から
GPS受信機直上（天頂方向）の大気遅延量を求めたも
のが天頂大気遅延量である。
本稿は、2008年6月の出水期を対象にこのGPS天
頂大気遅延量を用いて、現業システムと同じ条件で

メソ解析によるデータ同化及び、メソ数値予報モデ
ルによる予報の実験結果について述べる。本実験で
は降水予測精度の向上が確認されたことから、
2008年中に地上GPSの現業利用を予定している。
なお、本稿では地上GPSの概要や、データ作成法な
どについては説明を省略するので、必要に応じて、
萬納寺 (1998, 2000)、小司 (2007)や、小司・国
井 (2008)による詳細な解説を参照してほしい。

2.5.2 同化手法
地上GPSをメソ解析で利用する場合、2つの方法
が考えられる。一つは提供されたGPS可降水量を
利用する方法、もう一つは可降水量の算出元となる
GPS天頂大気遅延量を利用する方法である。前者
は後者に比べて簡便な利用法であるが、可降水量の
算出に必要な気温を近くの地上観測点の気温から推
定するため、後者と比べて余分に観測の誤差が含ま
れ る可能 性が 高い。 この ため、 本稿 の実験 では
GPS天頂大気遅延量をそのまま利用している。
地上GPSのデータ同化に使用するメソ解析では、
4次元変分法を採用していることから、GPS天頂大
気遅延量を直接利用することで水蒸気だけでなく、
気温や気圧も同時に修正することができる。4次元
変分法では、
T
1
J (x0 ) = x0 − xb0 B−1 x0 − xb0
2
(2.5.1)
T
1
+ H( M(x0 )) − yo R−1 H( M(x0 )) − yo
2

(

)

(

[

)

]

[

]

という評価関数を最小にすることで初期値時刻の解
析値 x 0 を求める。ここで、 xb0 は初期値時刻の第一
推定値、 y o は観測値、 H は解析変数を観測値と同
じ物理量に変換する観測演算子、 M は数値モデル
の時間推進演算子である。 B 、 R はそれぞれ第一
推定値の誤差共分散行列と観測データの誤差共分散
行列を表す。GPS天頂大気遅延量のように直接、解
析変数に変換することのできない物理量であっても、
解析変数から観測物理量への変換ができさえすれば、
変分法による同化は可能である。
天頂大気遅延量 ΖΤ D の観測演算子 H を次式に示
すと、
ΖΤ D = Ζ HD + Ζ WD
(2.5.2)
となる。 Ζ HD は天頂静水圧遅延量、 Ζ WD は天頂
湿潤遅延量を表し、それぞれが乾燥大気及び、水蒸
気に起因する大気遅延量である。 Ζ HD の観測演算
子は次式のように表せる。

Ζ HD = 2.2768×10−5 × pa z f
図 2.5.1 国土地理院の GEONET 観測の分布。ドット
は GPS 観測点。
1

(2.5.3)

z f = 1− 2.66×10 cos(2θ ) − 2.8×10 × ha
−3

−7

(2.5.4)

pa はGPSのアンテナ高度 ha [m]での気圧[Pa]と θ
は緯度[rad]を意味する。また、 Ζ WD の観測演算

石川 宜広
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子は次式のようになる(Saastamoinen 1972)。
N
⎡
k ⎤
Ζ WD = R ga (θ )∑ei ⎢k ′ + 3 ⎥ pi+1 2 − pi−1 2
Ti ⎦
i =1 ⎣

(

)

(2.5.5)

GPS ZTD [mm]

i は数値モデルの鉛直レベルを表し、モデル格子点
から水平方向に線形補間された観測位置での水蒸気
圧と気温を ei [Pa]と Ti [K]で表す。 i + 1 2 、 i − 1 2
は数値モデルの鉛直レベル層の上端と下端を表し、
その気圧を pi +1 2 、 pi −1 2 で表す。 ga は重力加速度
でGPSアンテナの緯度による関数として扱う。 R
は乾燥空気の気体定数を表し、 k ′ 、 k 3 はそれぞれ
定数 k ′ = 2.21 × 10 −7 、 k 3 = 3.7 × 10 −3 である。

2.5.3 データの利用方法の詳細
GPS天頂大気遅延量を数値モデルに同化する際、
GPS可降水を用いる場合と同様にGPSの観測点の
第一推定値 ZTD [mm]
標高と、数値モデルの標高が異なることが問題とな
図 2.5.2 GPS 天頂大気遅延量（データ品質管理後）とモデ
る。このため、第一推定値の地上気圧、気温及び、
ルの第一推定値の天頂大気遅延量の比較（2006 年 7 月
1～31 日）
比湿を用いて、モデル地表面とGPS観測点の間の
天頂静水圧遅延量と天頂湿潤遅延量を求め、GPS
D 値(Pass QC)
天頂大気遅延量を補正する。このとき、GPSの観
測点がモデル地形より低い場合は、比湿一定、気温
減率5[K/km]と仮定して計算する。
本稿で示す実験に使用したデータ品質管理法は、
基 本 的 に は Nakamura et al. (2004) 、 Koizumi
and Sato (2004)、小司 (2007)を参考にし、以下
の①～⑤の補正を行う。更に天頂大気遅延量の利用
のための処理（⑥,⑦,⑧）を追加した。
① 標高500m以上のGPS観測点は使用しない。
② モデル地形の標高と観測点の標高差が200m以
GPS ZTD – 第一推定値 ZTD [mm]
上のものは使用しない。
③ GPS大気遅延量と、モデルの第一推定値の気圧、 図2.5.3 天頂大気遅延量のD値（データ品質管理後のGPS
天頂大気遅延量－モデルの第一推定値の天頂大気遅延
気温から算出した可降水量（以降、算出可降水量
量）のヒストグラム（2006年7月1～31日）
と略す）が1mm以下及び、90mmより大きい場
る過剰な解析値の修正を防ぐ。また、⑧は観測され
合は使用しない。
た降水と、GPS大気遅延量から取り出される水蒸
④ 算出可降水量のD値（算出可降水量とモデルの第
気場が時間・空間的に表現が異なる場合に起こりう
一推定値の可降水量との差）の絶対値が8mm以
る降水予報への悪影響（例えば、観測の強い降水域
上のデータは使用しない。
でモデルの水蒸気を減らし、降水を弱める作用な
⑤ 算出可降水量のD値の絶対値が5mm以上で、か
ど）を緩和させる。
つ周囲20km以内のD値平均との差の絶対値が
図2.5.2に2006年7月1～31日の期間でGPSとモデ
5mm以上のデータは使用しない。
ル第一推定値の天頂大気遅延量について比較を行っ
⑥ GPS天頂大気遅延量のD値（GPS天頂大気遅延量
た結果を示す。図中のGPS天頂大気遅延量は、前
と、モデルの第一推定値の天頂大気遅延量との
差）の絶対値が40mm以上のデータは使用しない。 述した高度補正及び、その他のデータ品質管理によ
る補正を行っている。
⑦ GPS天頂大気遅延量について水平距離で約40km
図2.5.2から明らかなようにGPSとモデル第一推
間隔以上になるように間引きを行う。
定値の天頂大気遅延量は、相関係数1を意味するグ
⑧ GPS観測点を取り囲む20km格子に降水（20km
ラフの対角線上にプロットが集中しており、統計の
格子化した解析雨量で1.5mm/h以上）が観測され
結果でも相関係数が0.99と非常に高い相関を示した。
た場合、そのデータは使用しない。
モデル第一推定値の天頂大気遅延量を基準とする
⑥は統計に基づく閾値により観測データのグロ
GPS天頂大気遅延量の平方根平均二乗誤差は、11.3
スエラーを除去する。⑦は観測相互の誤差相関によ
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(a) 閾値 1mm/3h

(b) 閾値 10mm/3h

予報時間

予報時間

図 2.5.4 2008 年 6 月 11 日 00UTC から 6 月 21 日 12UTC までの 03,09,15,21UTC を初期値時刻とする 33 時間予報
の 42 事例について、解析雨量と比較した 3 時間降水量のスレットスコア。(a)閾値 1mm/3h、(b)閾値 10mm/3h。赤
線:CNTL（地上 GPS 同化なし）、緑線:TEST1（地上 GPS 同化あり 1）、青線:TEST2（地上 GPS 同化あり 2）。

mmでこの値を参考にメソ解析の観測誤差を13mm
に設定した。
図2.5.3に同期間での天頂大気遅延量のD値のヒス
トグラムを示す。図2.5.3では、D値=0で頻度が最
大、両端付近で頻度0に近づくガウス分布に似た形
状となり、データ同化の利用に適した観測データと
いえる。

2.5.4 同化・予報実験の結果
2008年6月の出水期を対象にGPS可降水量解析装
置で算出したGPS天頂大気遅延量を現業のメソ解
析システムを用いて、同化実験を行った。
実験期間は2008年6月11日00UTC～21日12UTC
までの約10日間で、1日8回のメソ解析による85初
期値を作成し、さらにメソ数値予報モデルでの予報
（00,06,12,18UTCは15時間予報、03,09,15,21UTC
は33時間予報）を行った。
同化実験に使用した観測データは、GPS天頂大気
遅延量以外に現業のメソ解析と同様のものを用いた。
具体的には、高層ゾンデなどのいわゆる従来型観測
データのほかに、解析雨量、ウインドプロファイラ
（WINDAS）、衛星風、衛星搭載マイクロ波放射計
から求めた可降水量と降水量、衛星搭載マイクロ波
サウンダによる気温、ドップラーレーダーのドップ
ラー速度なども同化に使用した。
先ずは統計的な検証結果について述べる。降水の
統 計 ス コ ア は 、 実 験 期 間 と 同 じ 2008 年 6 月 11 日
00UTCから21日12UTCまでの03,09,15,21UTCを
初期値とする33時間予報の42事例について計算し
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た。これ以降の表記として、GPS天頂大気遅延量
を同化しない実験をCNTL、前述した品質管理①～
⑦を行い、GPS天頂大気遅延量を同化した実験を
TEST1、さらにこのTEST1の品質管理に降水域を
考慮する品質管理⑧を加え、GPS天頂大気遅延量
を同化した実験をTEST2と記述する。
図2.5.4には、上記期間での解析雨量との比較に
よる降水のスレットスコアを示す。スレットスコア
では、解析雨量による3時間積算降水量の10km格
子内平均値を用い、全観測領域を対象に検証を行っ
た 。 ス レ ッ ト ス コ ア の 閾 値 1mm/3h 及 び 、 閾 値
10mm/3hにおいて、TEST1では3～15時間予報と
27 ～ 33 時 間 予 報 で 、 TEST2 で は 全 予 報 時 間 で
CNTLに比べて降水のスレットスコアが向上してお
り、GPS天頂大気遅延量の同化による降水予報の
改善が確認できる。TEST1とTEST2を比較すると、
観 測の降 水域 を考慮 する 品質管 理を 行った 予報
（TEST2）の方がスコアの改善が大きく、特に閾値
10mm/3hにおける0～15時間の予報初期でのスコア
の改善幅が大きい。バイアススコアについては、
TEST1、TEST2共にCNTLに比べてやや小さくな
る傾向（図省略）である。ただし、スレットスコアが
高いことから、偽の降水の頻度が少なくなっている
と考えられる。また、実験期間の全85初期値によ
る15時間予報についても同じ降水検証を行ったが、
やはり同様の結果でTEST2においてCNTLを上回
る降水予報精度の向上がみられた（図省略）。
次にGPS天頂大気遅延量の同化によって、強雨の
予報が改善した事例について2つ紹介する。

(a) 解析雨量

(b)地上 GPS を使用した 15 時間予報

(c)地上 GPS なしの 15 時間予報

図 2.5.5 2008 年 6 月 15 日 12UTC を初期値とする 12～15 時間の 3 時間積算降水量予報。(a)解析雨量、(b)GPS 天頂
大気遅延量を同化した初期値からの予報 TEST2、(c)GPS 天頂大気遅延量を同化していない初期値からの予報
CNTL。
(a) 解析雨量

(b)地上 GPS を使用した 24 時間予報

(c)地上 GPS なしの 24 時間予報

図 2.5.6 2008 年 6 月 21 日 03UTC を初期値とする 21～24 時間の 3 時間積算降水量予報。(a)解析雨量、(b)GPS 天頂
大気遅延量を同化した初期値からの予報 TEST2、(c)GPS 天頂大気遅延量を同化していない初期値からの予報
CNTL。

a. 九州の事例（6月16日）
梅雨前線が北緯30度付近に停滞し、下層暖湿流
により前線近傍で対流雲の活発な状態が続き、鹿児
島県で断続的な激しい雨となった事例である。図
2.5.5に、6月15日12UTCを初期値とする15時間予
報の結果と、対応する時刻の解析雨量を示す。
6月15日12～15UTCに鹿児島県にかかる強雨域
(a)について、GPS天頂大気遅延量を同化した予報
(b)は、降水位置が実況の強雨域とよく対応してお
り、強度についても実況と同様な3時間雨量20mm
以上の強雨域が広がっている（茶色の円内）。また、
3時間雨量50mm以上の強雨域についても実況の近
くに存在する。一方、GPS天頂大気遅延量を同化
しない予報(c)は、鹿児島県内に降水が存在するも
のの、強度は実況に比べて弱い。また、宮崎県の東

海上や鹿児島県の西海上では、偽の降水域（赤色破
線の円内）が予想されており、実況と異なっている。
b. 近畿・東海の事例（6月22日）
6月21日から22日にかけて、梅雨前線が本州南岸
まで南下し、22日午前中、前線上に発生した低気
圧の進行により、紀伊半島南部から静岡県で激しい
雨が観測された事例である。図2.5.6に、6月21日
03UTC初期値とする24時間予報の結果と、対応す
る時刻の解析雨量を示す。
6月22日00～03UTCに東海地方にかかる強雨域に
ついて、GPS天頂大気遅延量を同化した予報(b)は、
降水位置と強度ともに、ほぼ実況に対応している
（茶色の円内）。また、紀伊半島南端の3時間雨量
50mm以上の強雨域についても正確に予想されてい
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る。一方、GPS天頂大気遅延量を同化しない予報
(c)では、特に内陸部での降水強度が過小である。
また、伊豆の南海上では、実況にない降水域（赤色
破線の円内）が予想されている。
これらの2つの事例では、GPS天頂大気遅延量の
同化によって、モデル初期値の水蒸気場が正確にな
り、強雨の予報が改善するとともに、偽の雨が抑制
されたと考えられる。
図 2.5.7に は、 2008年 6月 11日 00UTCか ら 21日
12UTCまでの全初期値とする15時間予報の85事例
について、SYNOPの地上観測の相対湿度[％]で検
証した予報対象時刻での平方根平均二乗誤差を示す。
GPS天頂大気遅延量を同化した予報（TEST2）で
は、どの時刻でも地上の湿度場に改善があり、特に
0～10UTCの日中から夜間にかけての改善幅が大き
くなっている。この結果から、GPS天頂大気遅延
量の同化により水蒸気場の精度が向上していること
がわかる。
CNTL
TEST2

予報対象時刻(UTC)
図 2.5.7 2008 年 6 月 11 日 00UTC から 21 日 12UTC ま
での全初期値による 15 時間予報の 85 事例について、
地上観測の相対湿度[％]に対する予報対象時刻(UTC)
での平方根平均二乗誤差。赤線:CNTL（地上 GPS 同化
なし）, 青線:TEST2（地上 GPS 同化あり 2）。

2.5.5 今後の課題
本稿では主に降水予報の改善について述べたが、
GPS大気遅延量から得られるのは主に水蒸気の情
報なので、今後は事例数をさらに増やして、水蒸気
場の予報の改善についても調査する必要がある。
今回の実験では、国土地理院のGEONETから取
得した地上GPSのみを利用してメソ解析及び、メ
ソ数値予報を行った。しかし、国際全地球衛星航法
シ ス テ ム 事 業 （ International Global navigation
satellite system Service:IGS）によって世界中300
点以上の観測データがリアルタイムで入手できるた
め、海外の地上GPSについても現業利用を検討す
べきであろう。今後、広い分布の地上GPSの同化

57

利用によって、陸域の水蒸気場がより改善され、さ
らに衛星搭載マイクロ波放射計による海上の水蒸気
推定と併せて利用することで、相補的に初期値精度
の向上が期待できるだろう。
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モデル 面 第3層以 上
（航 空機自 動観 測、ウ ィン ドプロ ファ イラ、
毎時 衛星 風、 ドップ ラーレーダー を同 化）

2.6 毎時大気解析の改良 1

・・ ・・・ ・・

2.6.1 はじめに
毎時大気解析は、大気の風、気温の3次元的な分布
の解析値を提供する実況監視資料である（西嶋 2004,
2005; 藤田 2007; 室井ほか 2008）。メソ数値予報モ
デル（MSM）による予報値 2 を第一推定値とする3次元
変分法 3 による客観解析を毎時に行って、解析値を作
成している。解析では観測値として、アメダス観測（気温、
風）、航空機自動観測（気温、風）、ウィンドプロファイラ
（風）、毎時衛星風（風）、ドップラーレーダー（ドップラー
速度）を用いている。
ここでは、最近現業化した、地上、大気下層の解析の
変更と、一般気象レーダーのドップラーレーダー化によ
って新たに利用可能となったドップラー速度データの導
入について述べる。

モ デル面 第 4層
モ デル面 第 3層
モデ ル面 第2層
（ア メダス観 測 を同化 ）

地 上物 理量 診 断

モ デル面 第 2層
（ 大気 最下 層）
地上
モデル 面第 1層

図 2.6.1

3 次元変分法による解析の模式図。

(a) 変更前
・・・・・・・

３次元変分法による解析後、
モデル面第2層の修正を参照し、
大気下層の解析値を補正

モデル面第4層
モデル面第3層

2.6.2 地上、大気下層の解析の変更
本項では、2008年6月30日00UTCに現業化した、
地上、大気下層の解析に関わる変更について述べる。

モデル面第2層
（大気最下層）
地上
モデル面第1層

(b) 変更後

(1) 変更前の地上、大気下層における解析処理
各変更点 4 について述べる前に、変更を行う前の時
点での解析値作成処理について、地上、大気下層の扱
いに着目して概説する。
毎時大気解析では、鉛直z*座標系 5 のモデル面で3
次元変分法による解析を行っている。解析を行う際、モ
デル面第2層（モデル面大気最下層）の修正と、モデル
面第3層以上の修正との間の相関をゼロとおいており、
両者はほぼ独立に修正される 6 （図2.6.1参照）。
このうち、モデル面第2層については、モデル面第2
層の場に地上物理量診断 7 を適用して求められる地上
場（高度1.5mの気温、高度10mの風）が、アメダス観測
点においてアメダス観測値（気温、風）に近づくように第
一推定値の修正を行う。一方、モデル面第3層以上に
ついては、上空の観測データの同化により、第一推定

・・・・・・・

② 地上の修正を参照し、
大気下層の解析値を補正

モデル面第4層
③ モデル面第2層の修正を
モデル面第3層の修正で
モデル面第3層
置き換え
モデル面第2層
（大気最下層）
地上
① ３次元変分法による
解析後、地上フィルター適用

モデル面第1層

図 2.6.2 3 次元変分法による解析後の処理の模式
図。
（a）変更前、
（b）変更後。
（b）で各処理は①、
②、③の順に実行する。

1

藤田 匡
MSMの 2-4 時間予報値を用いる。
3 非静力学メソ 4 次元変分法システム（第 2.4 節、本田
（2008）、 Honda et al.（2005）参照）を 3 次元変分法
による解析システムとして用いている。毎時大気解析では、
時間、計算資源上の制限から 4 次元変分法の実行が難し
いため、3 次元変分法による解析を行っている。変分法に
ついては露木(1997, 2002, 2008)などに詳しい。
4 本項で述べる変更は主に（本項（4）2 番目のもの以外）
3 次元変分法による解析後の処理に関するものである。
5 この鉛直座標系は 2007 年 5 月のルーチン変更より前の
MSMで使っていたものである。現在のMSMでは一般鉛
直ハイブリッド座標系を使っている（荒波・原 2006）。
6 モデル面第 1 層は、MSMの下部境界条件を与えるための
層であり（原 2008）、毎時大気解析では使用しない。
7 MSMの地上物理量診断（石田 2005）に基づく。
2
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値を修正する。
モデル面第2層とモデル面第3層以上とは互いに独
立に修正されるため、3次元変分法による解析のみを行
った時点では、モデル面第3層以上には地上観測によ
る修正は入らない。地上解析値 8 とモデル面第3層以上
の解析値との整合をとるため、3次元変分法による解析
を行った後、第一推定値の大気境界層の高さ 9 の範囲
で、大気下層の解析値を補正し、最終的な解析値を作
成する（藤田 2007）。具体的には、モデル面第3層以
上の修正を、3次元変分法による各モデル面の修正と
モデル面第2層の修正との線形結合で置き換える（図
2.6.2（a）参照）。線形結合におけるモデル面第2層の
修正が寄与する比重は、上層ほど小さくなり、おおよそ
大気境界層の上端付近でゼロに近づく。
地上解析値はモデル面第 2 層の解析値に地上物理量診断
を適用して得られる。
9 MSM内で温位の鉛直プロファイルにより診断される。
8

(2) 地上フィルターの導入
3次元変分法により得られる地上解析値（脚注8参
照）に以下のように地上フィルターを適用する変更
を行った。
これまでの毎時大気解析では、海岸線付近の海上
で局所的に不自然な修正が入ってしまう事例が見ら
れた。毎時大気解析の3次元変分法では、アメダス
観測点における地上解析値が、アメダス観測値（気
温、風）に非常に近くなるように設定している。こ
のため、アメダス観測点付近での修正はしばしば大
きな値となる。観測値による修正は、3次元変分法
で設定されている相関特性 10 に従って観測点の周囲
に及ぶため、特に、海岸線付近の観測データの同化
に伴い、大きい修正が海上にまでもたらされること
がある。観測点の周囲における修正を決める処理の
中には、陸と海の物理的な違いを考慮せずに、観測
データによる修正を一様に広げている部分がある。
このため、観測データによる直接の情報のない海岸
付近の海上では、修正の信頼性は必ずしも高くなく、

(a) 地上フィルター適用前

解析値にひずみが生じやすい。
この問題に対処するため、3次元変分法による解
析の後で、海上での気温、風の修正を海岸線から離
れるにつれて減衰させる地上フィルターを導入した
（図2.6.2（b）①） 11 。図2.6.3に、2008年5月19日
00UTCの毎時大気解析による地上気温の解析値を
示す。地上フィルターを適用する前の地上気温解析
値（図2.6.3（a））では、浜頓別沖、網走沖などに局
所的に大きな気温の変動が見られる（黒破線円領域）
。
一方、地上フィルター適用後の結果（図2.6.3（b））
では、これらの近海における不自然な修正が緩和さ
れている。また風に関しても、海岸付近の海上での不
自然な強まりが緩和される事例が見られた（図略）。
なお、この地上フィルターは、解析によって第一推定
値に加えられる修正を減衰させるので、地上フィルター
を適用することにより、海岸付近の海上での解析値は第
一推定値に近づく。

(3) 大気下層解析値の補正の変更
本項（1）に述べたように、毎時大気解析では、3
次元変分法による解析を行った後で、アメダス観測
値による地上場の修正の影響が第一推定値の境界層
の上端付近まで及ぶように、大気下層の解析値を補
正している 12 。この大気下層の解析値の補正につい
て、以下のように変更を行った（図2.6.2参照）。
これまで、大気下層の解析値の補正の際には、大
気下層各モデル面の修正と、モデル面第2層の修正
との線形結合を用いていた（図2.6.2（a））。しかし、
3次元変分法によって得られるモデル面第2層の修
正はしばしば過度に大きく 13 、補正を適用すること
により、大気下層にまで過大な修正が及んでしまう、
という問題があった。
この問題への対処として、大気下層の解析値の補
正には、モデル面第2層の修正ではなく、地上の修
正を用いるように変更した（図2.6.2（b）②）
。さら
に、大気下層の補正を行った後で、モデル面第2層
の修正をモデル面第3層の修正で置き換えるように
した（図2.6.2（b）③） 14 。これらの変更により、

11

海岸付近の陸上格子点にも変更を加える。地上フィル
ターの処理については付録 2.6.A参照。
12 このため、本項（2）の地上フィルターを適用すること
により、大気下層の解析値も変更を受ける。特に海上では、
地上フィルターで地上の修正を減衰させたことに伴い、大
気下層の解析値も（大気下層の補正における地上の修正の
比重に応じて）第一推定値に近づく傾向を持つ。
13 原因は未調査である。なお、モデル面第 2 層の場に地
上物理量診断を適用して得られる地上場は、3 次元変分法
による解析でアメダス観測値に近づいている。
14 この変更により、モデル面第 2 層の解析値に地上物理
量診断を適用しても地上解析値は得られなくなる（脚注 8
に述べた関係は成り立たなくなる）。

(b) 地上フィルター適用後
図 2.6.3 2008 年 5 月 19 日 00UTC の毎時大気解析に
よる地上気温（℃）の解析結果。（a）: 地上フィルター
適用前、（b）: 地上フィルター適用後。等値線の間隔
は 1℃である。図中の黒破線円については本文参照。
モデル面第 2 層における相関特性は、相関が 1 / e とな
る距離が 25kmのガウス型である。

10
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大気下層の過度な修正が緩和された。

ー観測による風の情報の得られる領域が広がり、解
析の精度向上につながる。
新たにドップラー化されたドップラーレーダーの
ドップラー速度データを同化した効果の例として、
2008 年 7 月 14 日 03UTC の 毎 時 大 気 解 析 に よ る
850hPa風の解析結果を示す（図2.6.4、2.6.5参照）17 。
図2.6.4に示すこの事例に対応する函館レーダーの
観測によるドップラー速度分布（仰角0.4度）では、
津軽半島の北に、東西にのびる風のシアーラインが
位置している。ところが、函館レーダーのドップラ
ー速度データを使用しない毎時大気解析の解析値
（図2.6.5（a））では、風のシアーラインの位置は渡
島半島の南端付近となっており、実況からのずれが
見られる。それに対して、函館レーダーによるドッ
プラー速度データを同化した解析値（図2.6.5（b））
では、この観測データを同化したことにより、風の
シアーラインの位置が津軽半島の北に修正され、実

(4) その他の変更
本項（2）
、
（3）の変更に加えて、次の不具合の解
消も行った。
・本項（3）の大気下層の解析値の補正の際に参照
する第一推定値境界層の高さの分布の南北を逆に
扱っていた。このため、大気下層の修正範囲が境
界層の高さに従っていなかった。
・第一推定値と3次元変分法繰り返し計算の地上物
理量診断においては海氷を海として扱い、解析値
の地上物理量診断においては海氷を海氷として扱
う不整合があった。このため、海氷の分布する海
上で、観測データが存在しないにもかかわらず、
修正が入ってしまう事例があった。どちらも海氷
を海氷として扱うように変更した。
2.6.3 新たにドップラー化されたレーダーサイトによ
るドップラー速度データの利用
気象庁は、一般気象レーダーのドップラー化を進
めている。毎時大気解析ではこれまで東京、仙台、
新潟、名古屋レーダーのドップラー速度 15 データを
利用してきた（藤田 2007） 16 。これらに加えて、
2008年8月5日00UTCより、2007年度に新たにドッ
プラー化された7官署（釧路、函館、室戸岬、松江、
福岡、種子島、沖縄）のレーダーによるドップラー
速度データの利用も開始した。これにより、レーダ

(a) 函館レーダーなし

函館レーダー観測による
ドップラー速度分布

(b) 函館レーダーあり

×
函館レーダー

(m/s)
図 2.6.4 2008 年 7 月 14 日 03UTC、函館レーダー仰
角 0.4 度の観測によるドップラー速度分布。函館ドップ
ラーレーダーのおおよその位置を×印で示す。寒色
はドップラーレーダーに向かう風、暖色はドップラーレ
ーダーから離れる風を示す（凡例の単位は m/s）。黒
破線は、緑楕円で囲まれた領域内にある風のシアー
ラインのおおよその位置を示す。
15

図 2.6.5 毎時大気解析による 2008 年 7 月 14 日 03UTC
の 850hPa 風の解析の例。函館レーダーのドップラー速
度データを（a）: 使用しない解析値、（b）: 使用した解析
値。 矢羽根の単位はペナント 10m/s、長い羽根 2m/s、短
い羽根 1m/s である。（b）の黒い矢羽根は、解析に使用さ
れたドップラー速度観測データを示す。黒破線は、緑楕円
で囲まれた領域内にある風のシアーラインのおおよその位
置を示す。

ドップラーレーダーで観測する動径方向（レーダーの
ビーム線方向）に沿う風の成分。
16 ドップラー速度を直接同化している（藤田 2007）
。

17
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第 2.6.2 項の変更を適用したシステムで解析を行った。

点と格子点Pの距離、 δ i は観測点における修正の大き

況に近くなっている 18 。

さである。また、 Δ obs = 25kmとする。格子点Pにおける

2.6.4 まとめ
本節では、最近現業化された毎時大気解析の変更点
について述べた。
地上、大気下層の解析値を改善するために、地上の
修正を減衰させる地上フィルターの適用、大気下層解
析値の補正法の改良を行った。同時に大気下層解析
値の補正範囲を決めるための大気境界層の高さの扱い
に関する不具合、海氷分布の扱いに関する不具合の解
消も行った。これらの変更により、地上、大気下層の解
析値に見られた不自然な振る舞いが緩和された。
また、新たにドップラー化された一般気象レーダー7
サイトによるドップラー速度データの利用を開始すること
で、風の情報が得られる領域が広がり、解析が改善する
事例が見られた。

修正の大きさ δ P が δ Pmax より大きい場合、 δ P を δ Pmax で置
き換える 22 。

(2) 海上格子点の処理
（1）の処理を行った後、海上の各格子点における修
正の大きさを以下のように処理する。
海上格子点Oでの修正の大きさの上限値 δ Omax を

δ Omax = δ coast e − ( d / Δ

参考文献
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(1) 陸上格子点の処理
海岸線から25km以内にある各アメダス観測点につ
いて、25km以内の距離にある各陸上格子点における
修正の大きさ 21 を以下のように処理する。
陸上格子点Pにおける修正の大きさの上限値 δ Pmax を
次式で定める。
nobs

∑

nobs

i =1

wi , wi = e − ( d

i

2

で定める。ここで、 δ coast は格子点Oから最も近い陸上格
子点における修正の大きさ、 d は格子点Oから δ coast を
与える陸上格子点までの距離である。また、
Δ sea = 12.5kmとする。格子点Oにおける修正の大きさ
δ O が δ Omax より大きい場合、 δ O を δ Omax で置き換える。

付録2.6.A 地上フィルター
ここでは、第2.6.2項（2）の地上フィルターの主な処理
について述べる。地上フィルターは、海岸線付近の陸
上の格子点を処理する部分（1）と、海上の格子点を処
理する部分（2）に分けられる。いずれも第一推定値から
の修正に上限を課す処理である。なお、（1）、（2）の処
理ともに、アメダス観測点への内挿の際に参照される格
子点 19 には適用しない 20 。

δ Pmax = ∑i =1 wiδ i

sea )

/ Δ obs ) 2

和は格子点Pから25km以内の距離にあるアメダス観測
点（ nobs 個あるとする）についてとる。 d i は i 番目の観測
解析値の統計的な品質（期間 2008 年 7 月 7-16 日中の約
130 事例の、同化した観測データに対する平方根平均二乗
誤差）には変更前後で大きな差は見られなかった（図略）。
19 アメダス観測点を囲む 4 格子点である。
20 ただし、地上フィルターを適用する前に、海岸付近の
アメダス観測点について、観測点を囲む 4 格子点の修正
を、同一の値（修正の観測点への内挿値）で置き換える。
この処理は、4 格子点間で修正に顕著な偏りがあり、修正
が不自然に大きい格子点がある場合に、これを緩和するた
めのものである。
21 修正の大きさとして、気温に関しては修正の絶対値、風に
関しては風の修正ベクトルの大きさをとる。なお、気温の修正
の符号、風の修正ベクトルの向きは、地上フィルター適用前
後で変えない。
18

22

格子点Pの海岸線からの距離などに応じて δ Pmax を若干

調整している。
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第3章 アプリケーション
3.1 一般予報ガイダンスの検証 1
GSM

GSM

MSM

MSM

3.1.1 降水確率、平均降水量、最大降水量ガイダ
ンス
（1） はじめに
本項では、降水確率（PoP）、平均降水量（MRR）、
最大降水量（MAXP）ガイダンスの検証結果を示す。
各ガイダンスの詳細については安藤（2007a）を参
照していただきたい。
なお、本文中では全球モデルを「GSM」、メソ数
値予報モデルを「MSM」と記述する。各モデルを
利用したガイダンスは、モデル名と要素名を組み合
わせ、要素名を略した形式で「GSM-PoP6」のよう
に記述する。要素名に付記した数字は予報対象とす
る時間幅を表し、
「PoP6」は「前6時間降水確率」を
意味する。また、初期時刻から起算した予報時間を
FT（単位は時間）と表記する。

図 3.1.1 PoP6 の信頼度曲線（地方別）。上段は GSM ガ
イダンスの初期時刻 00,06,12,18UTC の FT=51 まで
の 信 頼 度 、 下 段 は MSM ガ イ ダ ン ス の 初 期 時 刻
03,09,15,21UTC の FT=33 までの信頼度である。凡例
は 、 JAPAN 、 SAPPORO 、 SENDAI 、 TOKYO 、
NAGOYA 、 NIIGATA 、 OSAKA 、 HIROSHIMA 、
TAKAMATSU 、 FUKUOKA 、 KAGOSHIMA 、
OKINAWA が、それぞれ全国、北海道、東北、関東甲
信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州
南部、沖縄の各地方を表す（以下同様）。

（2） 検証方法
検証期間はGSMの高解像度化以後の2007年12月
から2008年8月までの9か月間とし、全国と各地方を
対象として検証した。なお、GSMは2008年8月から
適合ガウス格子化されている（第1.1節）が、GSM
の変更によるガイダンスの精度に大きな変化はな
いことを確認している。
PoP、MRRでは、格子間隔20kmのガイダンス格
子毎に分割表を作成し、全国・各地方、それぞれに
含まれる格子の分割表を積算して各スコアを算出
している。MAXPでは、二次細分区域毎に分割表を
作成し、全国・各地方に含まれる二次細分区域の分
割表を積算して各スコアを算出している。実況値に
は、解析雨量を利用している。

GSM

（3） PoP6 の精度
・信頼度
図3.1.1はGSM-PoP6のFT=51までとMSM-PoP6
のFT=33までの信頼度曲線である。どの予報も実況
の出現頻度と確率予報が等しくなる理想直線に近
く、信頼度の高い予報となっている。地方別に見る
と、GSMでは、東日本（北海道・東北・関東甲信・
東海・北陸）、西日本（近畿・中国・四国・九州北
部・九州南部・沖縄）ともに、予報が70%から80%
の範囲で予報が実況よりやや過小になる地方が多
くなっている。MSMでは、西日本で予報が30%から
1

GSM

図 3.1.2 GSM-PoP6 の FT=57-75 の信頼度曲線（地方
別）。初期時刻 00,06,12,18UTC までの信頼度である。

80%の範囲で予報がやや過小になる地方が多くなっ
ている。沖縄地方は、GSM、MSMともに高い確率
の予報の信頼度が低下している。
図3.1.2はGSM-PoP6のFT=57-75の信頼度曲線で
ある。この予報時間は明後日予報に利用される。沖
縄地方を除いて、全ての地方で理想直線に近く、信
頼度の高い予報となっている。沖縄地方はPoP6≧
70%になると予報の信頼度が低下している。

3.1.1 小泉 友延、3.1.2 松澤 直也、3.1.3 藤枝 鋼、
3.1.4，3.1.6，3.1.9 鎌倉 智之、3.1.5 古市 豊、
3.1.7 松本 智文、3.1.8 高田 伸一
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GSM

GSM

MSM

MSM

図 3.1.4 GSM-MRR3 、 MSM-MRR3 、 GSM-FRR3 、
MSM-FRR3 の閾値別の精度比較（全国）。左はエクイ
タブルスレットスコア、右はバイアススコアを示す。
GSM は初期時刻 00,06,12,18UTC の FT=18 から 27
まで、MSM は初期時刻 03,09,15,21UTC の FT=15
から 24 まで。

GSM

GSM

MSM

MSM

図 3.1.3 PoP6 のブライアスキルスコア（地方別）。上段
は GSM ガイダンスの初期時刻 00UTC の FT=75 まで
を、下段は MSM ガイダンスの初期時刻 03UTC の
FT=30 までを時系列で示している。

・ブライアスキルスコア
図3.1.3はFT別のブライアスキルスコアである。
どの予報も予報時間が先に進むに従ってスコアが
小さくなり、精度が悪くなっていく傾向がある。地
方別に見るとGSM、MSM共に、北海道地方と沖縄
地方の精度が他の地方に比べて悪く、地方によって
予報の精度にばらつきが見られる。
（4） MRR3 の精度
・モデルとの比較
図 3.1.4 に GSM-MRR3 、 MSM-MRR3 と GSM 、
MSMの降水量予報との比較を示す。予報対象時刻
を揃えるため、GSMの00,06,12,18UTC初期値の
FT=18から27とMSMの03,09,15,21UTC初期値の
FT=15から24との検証結果を比較している。ガイダ
ンスとの 比較に利用 したモデル の降水量予 報は
FRRと略し、前3時間降水量予報はFRR3としている。
GSM、MSMともにエクイタブルスレットスコア
は閾値30mm/3h以下ではMRR3の方がFRR3より大
きく、MRR3の方が精度がよいことを示している。
閾値40mm/3h以上では、GSMはMRR3とFRR3の精
度は同等となるが、MSMはFRR3の方がMRR3より
精度が良くなる。GSM-MRR3とMSM-MRR3を比べ
ると、閾値20mm/3h以下ではMSM-MRR3の方が精
度が良く、閾値30mm/3h以上は両者の精度は同等で
ある。バイアススコアを見ると、GSM-FRR3は閾値
が5mm/3h以上になるとスコアが1を大きく下回る
ようになり予報が過少となるが、GSM-MRR3は閾
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図 3.1.5 MRR3 の閾値別のエクイタブルスレットスコア
（地方 別）。 上段は GSM ガイダ ンス の 初期時刻
00,06,12,18UTC の FT=51 まで、下段は MSM ガイダ
ンスの初期時刻 03,09,15,21UTC の FT=33 までのス
コアである。

値10mm/3hまではスコアが1に近く、GSM-FRR3が
閾値5mm/3h以上の降水の予報が過少となる傾向を
補正している。MSM-FRR3は全ての閾値でスコア
が0.5から0.7となっており、予報がやや過少となっ
ているが、MSM-MRR3は閾値10mm/3h以下ではス
コアが1に近く、MSM-FRR3の予報が過少である傾
向 を 補 正 し て い る 。 閾 値 40mm/3h 以 上 で は
MSM-MRR3のスコアは0に近くなり、MSM-FRR3
よりも予報が過少となっている。
・エクイタブルスレットスコア
図3.1.5はGSM-MRR3とMSM-MRR3の閾値別の
エクイタブルスレットスコアである。GSM、MSM

GSM

MSM vs GSM

GSM

MSM vs GSM

GSM

MSM vs GSM

GSM

GSM

MSM

MSM

図 3.1.7 MRR3 の閾値別のバイアススコア（地方別）。
上段は GSM ガイダンスの初期時刻 00,06,12,18UTC
の FT=51 までのスコア、下段は MSM ガイダンスの
初期時刻 03,09,15,21UTC の FT=33 までのスコアで
ある。

スの精度が良いが、5mm/3h、10mm/3h以上の降水
では、FTが進むにつれて初期時刻による精度の差が
小さくなっている。右列は、MSMとGSMの精度の
比較をしたものである。FTが進むに連れてMSMと
GSMの精度の差は小さくなる傾向があるが、どの閾
値でもMSMの方がGSMより精度がよい。
・バイアススコア
図3.1.7はGSM-MRR3とMSM-MRR3の閾値別の
バイアススコアである。GSMは閾値0.5～10mm/3h、
MSMは閾値0.5～20mm/3hの範囲でスコアがほぼ1
となっており、閾値40mm/3h以上になるとGSM、
MSMともにほぼ0になっている。

図 3.1.6 MRR3 のエクイタブルスレットスコアの時系列
（ 全 国 ）。 左 列 は GSM-MRR3 の 初 期 時 刻
00,06,12,18UTC の FT=51 までのスコア。横軸は予報
対 象 時 刻 （ UTC ）。 右 列 は 初 期 時 刻 03UTC の
MSM-MRR3、MSM-FRR3 と初期時刻 00UTC の
GSM-MRR3、GSM-FRR3 のスコア。横軸は FT で予
報対象時刻を合わせるため GSM は FT=6 から 36 と
なっている。閾値は上段から 1mm/3h、5mm/3h、
10mm/3h。

ともに閾値が10mm/3h以上になるとスコアが急落
し、精度が悪くなっている。地方別に見ると、東日
本では関東甲信地方と東海地方の精度が他の地方
よりも良くなっていることが目立つ。西日本では全
国の精度を上回る地方が多くなっているが、沖縄地
方の精度が他の地方よりも悪く、中国地方は
10mm/3h以上のスコアの低下が他の地方よりも大
きくなっている。
図3.1.6は閾値1mm/3h、5mm/3h、10mm/3hの初
期時刻毎のエクイタブルスレットスコアの時系列
で、左列はGSMの各初期時刻のFTを予報対象時刻
に合わせたグラフである。スコアには24時間程度の
周期性の変動が見られ、変動の位相は予報対象時刻
に依存しているように見える。GSMでは、1mm/3h
の降水ではどの予報対象時刻でも最新のガイダン

（5） 前 3 時間 1 時間最大降水量（MAXP1）の精度
・エクイタブルスレットスコア
図3.1.8はGSM-MAXP1とMSM-MAXP1の閾値別
のエクイタブルスレットスコアである。全国・各地
方ともに閾値が大きくなるに連れて精度が悪くな
っている。地方別に見ると、GSM、MSMともに東
海・九州南部地方は全国に比べて精度が良く、北海
道・近畿・中国・沖縄地方は全国より精度が悪い。
四国地方は、GSMは全国とほぼ同じ精度であるが
MSMでは全国の精度を上回っている。北陸地方は
MSMでは全国とほぼ同じ精度であるがGSMでは全
国を上回っている。
図3.1.9は閾値20mm/h、40mm/hの初期時刻毎の
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GSM

MSM

GSM

GSM

GSM

図 3.1.10 GSM-MAXP1 の閾値別のバイアススコア（地
方別）。初期時刻 00,06,12,18UTC の FT=84 までのス
コアである。

MSM

GSM

MSM

GSM

MSM

図 3.1.8 MAXP1 の閾値別のエクイタブルスレットスコ
ア（地方別）。上段は GSM ガイダンスの初期時刻
00,06,12,18UTC の FT=84 までのスコア、下段は
MSM ガ イ ダ ン ス の 初 期 時 刻 03,09,15,21UTC の
FT=33 までのスコアである。

GSM

GSM

MSM vs GSM

図 3.1.11 MAXP1 のバイアススコアの時系列（全国）。
左列は GSM ガイダンスの初期時刻 00,06,12,18UTC
の FT=51 までのスコア、右列は MSM ガイダンスの
初期時刻 03,09,15,21UTC の FT=33 までのスコアで
ある。横軸は予報対象時刻（UTC）。閾値は上段から
20mm/h,40mm/h。

MSM vs GSM

20mm/hのスコアには24時間程度の周期性が見られ、
06UTC前後の精度が悪くなっている。この特徴は
MSMにも現れている（図略）
。GSMとMSMをFTに
沿って比較すると、閾値20mm/hではMSMの方がや
や精度がよいと言えそうだが、閾値40mm/hではど
ちらの精度がよいとは言いがたい。
・バイアススコア
図3.1.10はGSM-MAXP1の閾値別のバイアスス
コアである。全国・各地方ともにどの閾値でも1を
下回っており、予報頻度が過少となっている。また、
閾値が大きくなるほどバイアススコアは小さくな
り、強い降水ほど予報の頻度が少なくなる傾向があ
る。MSM-MAXP1も同様の傾向がある（図略）。
図3.1.11は閾値20mm/h、40mm/hの初期時刻毎の

図 3.1.9 MAXP1 のエクイタブルスレットスコアの時系
列 （ 全 国 ）。 左 列 は GSM-MAXP1 の 初 期 時 刻
00,06,12,18UTC の FT=51 までのスコア。横軸は予報
対 象 時 刻 （ UTC ）。 右 列 は 初 期 時 刻 03UTC の
MSM-MAXP1 と初期時刻 00UTC の GSM-MAXP1
のスコア。横軸は FT で予報対象時刻を合わせるため
GSM は FT=6 から 36 となっている。閾値は上段から
20mm/h、40mm/h。

エクイタブルスレットスコアの時系列である。どの
予報もFTが進むにつれて精度が悪くなる傾向があ
るが予報対象時刻による精度の変化が大きい。閾値
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GSM

MSM

GSM

GSM

図 3.1.14 GSM-MAXP3 の閾値別のバイアススコア（地
方別）。初期時刻 00,06,12,18UTC の FT=84 までのス
コアである。

MSM

GSM

図 3.1.12 MAXP3 の閾値別のエクイタブルスレットス
コア（地方別）。上段は GSM ガイダンスの初期時刻
00,06,12,18UTC の FT=84 までのスコア、下段は
MSM ガ イ ダ ン ス の 初 期 時 刻 03,09,15,21UTC の
FT=33 までのスコアである。

GSM

GSM

MSM

図 3.1.15 MAXP3 のバイアススコアの時系列（全国）。
左は GSM ガイダンスの初期時刻 00,06,12,18UTC の
FT=51 までのスコア、右は MSM ガイダンスの初期
時刻 03,09,15,21UTC の FT=33 までのスコアである。
横軸は予報対象時刻（UTC）。閾値は 30mm/3h。

MSM vs GSM

いる。また、予報対象時刻による変動はあるが、FT
が進むに連れて予報頻度が多くなる傾向がある。

GSM

（6） 3 時間最大降水量（MAXP3）の精度
・エクイタブルスレットスコア
図3.1.12はGSM-MAXP3とMSM-MAXP3の閾値
別のエクイタブルスレットスコアである。全国・各
地方ともに、閾値が大きくなるに連れて精度が悪く
なっている。地方別に見ると、GSM、MSMともに
東海・四国地方は全国より精度が良く、近畿・中国
地方は全国より精度が悪い。
図3.1.13は閾値30mm/3h、60mm/3hの初期時刻毎
のエクイタブルスレットスコアの時系列である。ど
の予報も予報対象時刻によって変動はあるが、FT
が進むにつれて精度が悪くなる傾向がある。精度の
変化には24時間程度の周期性が見られ、06から
09UTCの精度が悪くなっている。この傾向はMSM
にも見られる（図略）。MSMとGSMをFTに沿って
比較すると、閾値30mm/3hでは全般にMSMの方が
精度がよい。閾値60mm/3hでは、MSMはGSMと同
等かやや良い精度となっている。

MSM vs GSM

図 3.1.13 MAXP3 のエクイタブルスレットスコアの時
系 列 （ 全 国 ）。 左 列 は GSM-MAXP3 の 初 期 時 刻
00,06,12,18UTC の FT=51 までのスコア。横軸は予報
対 象 時 刻 （ UTC ）。 右 列 は 初 期 時 刻 03UTC の
MSM-MAXP1 と初期時刻 00UTC の GSM-MAXP1
のスコア。横軸は FT で予報対象時刻を合わせるため
GSM は FT=6 から 36 となっている。閾値は上段から
30mm/3h、60mm/3h。

バイアススコアの時系列である。GSM、MSMとも
に、06から09UTCのバイアススコアが小さくなって
おり、日中の午後の強い降水の予報が過少となって
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・バイアススコア
図3.1.14はGSM-MAXP3の閾値別のバイアスス
コアである。全国・各地方ともにバイアススコアは
どの閾値も1を下回っており、予報の頻度が少ない
ことを示している。また閾値が大きくなるに連れて
スコアが小さくなっており、強い降水ほど予報頻度
が少ない傾向となっている。
図3.1.15は閾値30mm/3hの初期時刻毎のバイア
ススコアの時系列である。GSM、MSMともに06か
ら09UTCのスコアが小さくなっており、日中の午後
の強い降水の予報頻度が過少となっている。
（7） まとめと利用上の留意点
各ガイダンスの特徴を以下にまとめる。
・PoP6は沖縄地方を除いてGSM、MSMともに信頼
度曲線が理想直線に近く信頼度が高い。ブライアス
キルスコアは北海道・沖縄地方が他の地方に比べて
低く、地方によって精度にばらつきがある。沖縄地
方は他の地方に比べて予報対象となる格子数が少
ないため、高い確率の予報頻度が少なくなり、信頼
度・精度ともに悪くなっている。
・MRR3はGSM、MSMともにガイダンスの精度は
モ デ ル の FRR の 精 度 を 上 回 っ て い る 。 ま た 、
GSM-MRRよりMSM-MRRの方が精度はよい。閾値
別に見ると閾値5mm/3h以下の精度が良く、閾値
10mm/3h以上になると精度が急速に悪くなる。この
ことから、1mm/3h以上の降水ありなしの精度は良
いが、強雨の予報は精度が悪いと言える。バイアス
スコアは閾値20mm/3h程度までは1に近いスコアと
なっているが、閾値30mm/3h以上の降水は予報頻度
が少なくなる。2007年11月に頻度バイアス補正の閾
値に50mm/3hと80mm/3hを追加しているが（安藤
2007a）、追加した閾値を超える予報や実況が少ない
ため、頻度バイアス補正の最適化がほとんど進んで
いない。このため閾値30mm/3h以上の降水の予報頻
度が適切になっておらず、結果として予報頻度が少
なくなっている可能性がある。頻度バイアス補正は
強雨の事例を学習することで徐々に最適化されて
いくが、現時点では閾値40mm/3h以上の降水はほと
んど予報されないことに留意していただきたい。時
系列で精度を見ると、GSMのエクイタブルスレット
スコアにはどの閾値にも24時間程度の周期変化が
見られた。GSM-FRR3にも同様の傾向があり（図略）
、
この周期変化はFRR3の傾向を反映したものである
と言える。MRR3の係数は、GSMでは12時間単位に
層別化されており、例えばFT=6,9,12,15は共通の係
数を持っている。このためMRR3はFRR3の精度の
周期変化を修正できていない可能性がある。
・MAXP1はGSM、MSMともに強雨の予報頻度が少
なく精度が悪い。FTが進むに連れて強雨の予報は多
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くなる傾向があるが、精度はFTとともに低下してお
り、位置ずれや時刻ずれの精度への影響が大きいこ
とがわかる。このことから利用する際はFTが先の予
報ほど、周辺の二次細分区域の予報も参考にするな
ど、予報対象領域を広げて強雨のポテンシャルを把
握するようにしていただきたい。また、GSM、MSM
ともに06から09UTC前後の精度が悪いという特徴
が見られる。バイアススコアも同時刻で小さくなっ
ており、午後の不安定降水をうまく予報できていな
いことを反映していると思われる。不安定降水につ
いては、降水ガイダンスだけではなく、発雷確率ガ
イダンスなども併せて利用していただきたい。
・MAXP3もMAXP1とほぼ同様の特徴がある。GSM、
MSMともに強雨の予報頻度が少なく精度が悪い。
また、06から09UTC前後の精度が悪いという精度の
日変化が見られる。
ガイダンスを利用する際には、モデルと実況との
比較を行って、モデルとガイダンスの妥当性を判断
しながら利用することが重要である。併せて、ガイ
ダンスには以上のような特徴があることに留意し
て利用していただきたい。

3.1.2 気温ガイダンス
(1) GSM 気温ガイダンス
(1.1) はじめに
2007年11月の全球モデル（GSM）の高解像度化
に伴い、小泉（2007）は実験運用期間においてガイ
ダンス精度の向上を報告した。本項では、高解像度
化後の寒候期（2007年12月～2008年3月）、暖候期
（2008年4月～8月）における、GSMを元にした最
高・最低・時系列気温の各ガイダンス（GSM気温ガ
イダンス）の精度検証結果を解説する。GSM気温ガ
イダンスの初期時刻と予測要素は表3.1.1のとおり
である。ガイダンスの仕様及び作成手法については
小泉（2007）を参照していただきたい。
表 3.1.1

GSM 気温ガイダンスの初期時刻と予測要素
今日

明日

最低
最高 最低 最高
初期時刻
06 UTC
MIN1 MAX1 MIN2 MAX2
(翌日5時予報用)
12 UTC
MIN1 MAX1 MIN2 MAX2
(翌日5時予報用)
18 UTC
MAX1 MIN1 MAX2
(11,17時予報用)
00 UTC
MAX1 MIN1 MAX2
(17時予報用)

明後日
最低

最高

明々後
日
最低

MIN3 MAX3
MIN3 MAX3
MIN2 MAX3 MIN3
MIN2 MAX3 MIN3

（1.2) 検証結果
最高・最低気温ガイダンスの平均誤差（ME）、平
方根平均二乗誤差（RMSE）の全国平均値は、ME

RMSE（℃） RMSE（℃）

は暖・寒 候期ともに 全ての初期 時刻、予測 要素
（MAX1～3、MIN1～3）でほぼ0℃（図略）
、RMSE
は図3.1.16の通りとなった。これらは小泉（2007）
の結果と同程度である。また時系列気温ガイダンス
のME、RMSEの全国平均値は、MEは暖・寒候期と
もに全初期時刻、予測要素でほぼ0℃（図略）
、RMSE
は図3.1.17の通りとなった。これらも小泉（2007）
の結果とほぼ同じである。
次に最高・最低気温ガイダンスのME、RMSEを
地域別に見ていく。MEは暖・寒候期ともに全初期
時刻、予測要素で全国的にほぼ0℃であった（図略）。
RMSEは、寒候期の最高気温ガイダンスは全国で同
程度（1.2～1.5℃）であったが（図略）
、寒候期の最
低、暖候期の最高・最低気温ガイダンスに地域差が
見られた。寒候期の最低気温ガイダンス（00UTC初
期値）のRMSE地点分布を図3.1.18に示す。北海道
地方のほぼ全域や本州内陸部でRMSEが全国平均
値（約2℃）を上回り、北海道地方内陸部では3℃を
超えている。暖候期の最高・最低気温は北海道地方
の沿岸部でRMSE値が大きかった（図略）。上記の
地域差は、全初期時刻や予測要素においてもほぼ同
様であった（図略）
。

図 3.1.18 RMSE の地点分布(寒候期 00UTC MIN1)

(1.3) まとめ
GSM気温ガイダンスは、全国平均では小泉
（2007）と同等な結果であった。地域別では寒候期
の最低気温で北海道地方の内陸部を中心に他の地
域に比べ精度の低下が見られ、上記地域では夜間の
強い冷え込みを予想できないことがある。
(2) MSM 気温ガイダンス
(2.1) はじめに
2007年11月に、メソ数値予報モデル（MSM）の
側面境界値が領域モデルから全球モデル（GSM）の
予報値に変更された。小泉（2007）によると、MSM
を基にした最高・最低・時系列気温の各ガイダンス
（MSM気温ガイダンス）の精度は、実験運用期間
については、この変更によらずほぼ同じであった。
本項では、GSMによる側面境界利用開始後のMSM
気温ガイダンスの精度を、2007年12月から2008年8
月について検証する。MSM気温ガイダンスの初期
時刻と予測要素は表3.1.2のとおりである。その仕様
及び作成手法は、小泉（2007）を参照願いたい。

3
2
1
0
3
2
1
0
MAX1 MAX2 MAX3 MIN１ MIN2
00UTC

06UTC

12UTC

MIN3

18UTC

RMSE（℃）

図 3.1.16 最高・最低気温ガイダンスの RMSE 全
国平均値。上段は寒候期、下段は暖候期。
3
2

表 3.1.2 MSM 気温ガイダンスの初期時刻と予測要素
明日
今日
最高
最低
最高
初期時刻
15 UTC (当日5時予報用) MAX1 MIN2
21 UTC (11時予報用) MAX1 MIN2
MIN1 MAX2
03 UTC (17時予報用)
09 UTC (翌日5時予報用)
MIN1 MAX2

RMSE（℃）

1
3

9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81
予報時間 （00UTC基準）
寒候期00UTC
暖候期00UTC
寒候期06UTC
暖候期06UTC

3

9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81
予報時間 （12UTC基準）
寒候期12UTC
暖候期12UTC
寒候期18UTC
暖候期18UTC

3
2

(2.2) 検証結果
最高・最低気温ガイダンスの平方根平均二乗誤差
（RMSE）の全国平均を図3.1.19に示す。この図で
は 、 03,09UTC 初 期 値 MSM 気 温 ガ イ ダ ン ス と
00UTC初期値GSM気温ガイダンスを比較している
が、これは両者の利用時間が重なるためである。同
様 に 、 15,21UTC 初 期 値 MSM 気 温 ガ イ ダ ン ス と

1

図3.1.17 時系列気温ガイダンスのRMSE全国平
均値。横軸の予報時間は上段が00UTC、下段が
12UTCを基準としている。
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RMSE(℃)

12UTC初期値GSM気温ガイダンスを比較している。
全初期値でMSM気温ガイダンスは同GSMよりも精
度が良く、RMSEの値は小泉（2007）と同程度であ
る。平均誤差はほぼ0℃であり（図略）
、時系列気温
ガイダンスについても、小泉（2007）と同程度の結
果を得ている（図略）。

2
1
0
MIN1

RMSE(℃)

GSM00

(2.3) まとめ
MSM気温ガイダンスの精度は、全国平均では
GSM気温ガイダンスよりも精度が良い。地域別では
海岸に近い地域や山地を中心に最低気温ガイダン
スの精度がGSMよりも悪い地点がある。これは、
MSMの海上の格子点値を含んで内挿した値を説明
変数としていることが原因の一つと考えられる（小
泉 2007）。現在、格子点の内挿方法の改良を検討し
ている。

MAX2
MSM03

MSM09

2
1
0
MAX1
GSM12

MIN2
MSM15

最高気温は全国的にMSM気温ガイダンスの精度
が良い。最低気温は北海道地方の内陸部や関東地方
を中心にMSM気温ガイダンスの精度が良いが、海
岸に近い地域を中心にMSM気温ガイダンスの精度
が悪い地点がある。この地域差は、他の初期時刻や
予測要素でもほぼ同様であった（図略）
。

MSM21

図 3.1.19 最高・最低気温ガイダンスの RMSE 全
国平均値。凡例の GSM00 は 00UTC 初期値の
GSM ガイダンスを表し、他も同様。

3.1.3 風ガイダンス
（1） はじめに
数値予報課では、高解像度全球モデル（20kmGSM、
以下GSM）とメソ数値予報モデル（MSM）の予報
値を利用して、定時の10分間平均の風速と風向を予
測する「定時風」ガイダンス、及び定時の数時間前
から定時までの最大風速と風向を予測する「最大風
速」ガイダンスを作成している（井手 2007）。巻末
付録A.2.3に、現在作成している風ガイダンスの一覧
を示す。
本項では、これらのうち、アメダスの観測地点を
対象とする一般予報用風ガイダンスの精度検証結
果の概要を報告する（航空予報用の風ガイダンスは
第3.2.2項参照）。なお、風ガイダンスの作成手法に
ついては、國次（1997）や木村（1998）を参照され
たい。

次 に 地 域 別 の 精 度 を 検 証 す る 。 図 3.1.20 は 、
00UTC初期値GSMと03UTC初期値MSM各気温ガ
イダンスとのRMSE差の地点分布を示す。赤い地点
はMSM気温ガイダンスの方が同GSMに比べて精度
が良いことを意味する。

（2） 検証方法
アメダスの観測地点について、バイアススコア
（BI）
、スレットスコア（TS）、平方根平均二乗誤差
（RMSE）、平均誤差（ME）、及び風向の適中率を
指標として検証を行った。検証に用いた実況値は、
アメダスの風向・風速の観測値である。BIとTSは、
風速の予報値や観測値が各閾値を超えた場合に、そ
れぞれ予報または観測の現象ありとして分割表を作
成して求めた。風向の適中率は、有効データ数に対
する16方位の風向が適中した数の比として定義し
た。GSMを用いたガイダンスの検証期間は、2007
年10月から2008年5月までの8か月間である。MSM
のガイダンスの検証期間は、2007年6月から2008年
5月までの1年間（3～5月：春期、6～8月：夏期、9
～11月：秋期、12～2月：冬期）である。MSMを用

図 3.1.20 00UTC 初期値 GSM と 03UTC 初期値
MSM 各ガイダンスの RMSE 差の地点分布。
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が全国平均に比べて高い沖縄でガイダンスも良くな
っている。一方、GSM の TS が低い大阪と福岡にお
いても、ガイダンスでは改善されている。
図 3.1.23 に、予報対象時刻に対する全期間平均の
ガイダンス、GSM 及びアメダス観測値の平均風速
を示す。平均風速には、日中に GSM とガイダンス
の差が小さく、夜間に大きいという日変化が現れて
いる。観測と比較して、いずれの予報対象時刻にお
いても、夜間の GSM が、最大で 1.5m/s 程度大きく
なる傾向があるが、ガイダンスでは改善され、観測
にほぼ近い値となっている。ガイダンス、GSM と
も初期時刻の違いによる差はほとんどない。冬期
（12～2 月）には、1 日を通じて GSM の風速が観
測に対して大きかった（図略）。
図 3.1.24 に、全期間平均の GSM 定時風ガイダン
ス及び GSM の風速の RMSE と ME を示す。ガイ
ダンスの RMSE は、GSM に対して、0.5m/s 以上の
改善が見られる。GSM、ガイダンスともに、初期時
刻の違いによる差異はない。予報時間が進むにつれ、
ガイダンスの RMSE は増加している。夜間には
GSM の ME が最大で 0.8m/s となっているが、ガイ
ダンスでは、予報対象時刻別に 8 つに分けた層別化
により、最大で 0.2m/s 程度までに改善されている。
図 3.1.25 に、全期間平均の地域ごと及び全国平均

いたガイダンスについては、00UTCシリーズ（00、
06、12、18UTC）と03UTCシリーズ（03、09、15、
21UTC）に分けて行った検証結果に顕著な差はなか
ったことから、本報告では、予報時間（FT）が長く、
33時間先まである03UTCシリーズの結果のみを示
した。
（3） 検証結果
（3.1） 一般予報用 GSM 定時風ガイダンス
図 3.1.21 に、全期間平均の各管区気象台等の担当
地域ごと及び全国平均の一般予報用 GSM 定時風ガ
イダンス（pwg3i）と GSM の風速の予報値の BI を
示す。風速の閾値が 5m/s を超えると、全国平均の
GSM の BI は 1 よりも大きく、観測に比べて予測が
過大であるに対して、ガイダンスは過小となってい
る。地域別の GSM の BI は、札幌、仙台が 1 に近
いのに対して、東京、大阪、福岡、沖縄では 2.5 程
度まで大きくなっている。ガイダンスでは、顕著な
地域差は見られない。
図 3.1.22 に、全期間平均の GSM 定時風ガイダン
スと GSM の TS を示す。地域別では、GSM の TS

図3.1.21 地域別（細線）及び全国平均（太線）のGSM
とGSM定時風ガイダンスの風速のバイアススコ
ア（BI）。横軸は風速の閾値。

図3.1.23 GSM、GSM定時風ガイダンス、アメダス観
測値の平均風速（FT=51まで）。横軸は予報対象時刻。

図3.1.24 GSMとGSM定時風ガイダンスの風速の平
方根平均二乗誤差（RMSE）と平均誤差（ME）。
横軸は予報対象時刻。

図3.1.22 地域別（細線）及び全国平均（太線）のGSM
とGSM定時風ガイダンスの風速のスレットスコ
ア（TS）。横軸は風速の閾値。
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0 になっている。

のガイダンスと GSM の風向の適中率を示す。閾値
が 10m/s 以下では、ほぼ全地域でガイダンスの結果
は GSM よりも改善されている。

（3.3） 一般予報用 MSM 最大風速ガイダンス
図 3.1.29 に、全期間平均の 03UTC シリーズの
MSM 最大風速ガイダンス（pwm3x）と MSM の
BI を示す。MSM の BI は平均すると 1 に近いが、
ガイダンスの BI は 1 よりも小さく、観測に対して
予測が過小である。地域別では、MSM の沖縄が大
きいのに対して、ガイダンスの地域差は顕著でない。
全国平均の MSM 最大風速ガイダンスの BI は、GSM
最大風速ガイダンスの BI とほぼ同じである。

（3.2） 一般予報用 GSM 最大風速ガイダンス
図3.1.26に、全期間平均のGSM最大風速ガイダン
ス（pwg3x）とGSMのBIを示す。GSMは地域によ
りBIの変動が大きい。ガイダンスに顕著な地域差は
ない。ガイダンスは、風速の閾値が10m/s以上で、
予測が過小である。
図3.1.27に、全期間平均のGSM最大風速ガイダン
スとGSMのTSを示す。地域によらず、ガイダンス
はGSMに対して改善されている。GSM定時風と同
様に、地域別では、GSMのTSが高い沖縄でガイダ
ンスも良くなっている。また、GSMのTSが低い仙
台、大阪、福岡においても、ガイダンスでは改善さ
れている。
図 3.1.28 に、
全期間平均の RMSE と ME を示す。
ガイダンスの RMSE は、GSM に対して、0.5～1m/s
の改善が見られる。GSM、ガイダンスともに、初期
時刻の違いによる差はほとんど見られない。予報時
間が進むにつれて、ガイダンスでは、RMSE の増加
が見られる。GSM の ME は、日中に最大で-1.0m/s
程度の負バイアスがあるが、ガイダンスでは、ほぼ

図3.1.27 GSMとGSM最大風速ガイダンスのスレッ
トスコア（TS）。横軸は風速の閾値。

図3.1.25 GSMとGSM定時風ガイダンスの風向の適
中率。横軸は風速の閾値。

図3.1.28 GSMとGSM最大風速ガイダンスの風速の
平方根平均二乗誤差（RMSE）と平均誤差（ME）。
横軸は予報対象時刻。

図3.1.26 GSMとGSM最大風速ガイダンスのバイアス
スコア（BI）。横軸は風速の閾値。

図3.1.29 MSM最大風速ガイダンスとMSMの風速の
バイアススコア（BI）（03UTCシリーズ）。横軸は
風速の閾値。
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MSMのMEは、正負のバイアスが昼夜で交互に現れ
ているが、ガイダンスでは、ほぼ0になっている。
図3.1.32に、全期間平均のガイダンスとMSMの風
向の適中率を示す。風向の適中率は、地域により差
があるが、全国平均のガイダンスは、MSMよりも
最大で0.1程度高くなっている。

図 3.1.30 に 、 全 期 間 平 均 の 03UTC シ リ ー ズ の
MSM最大風速ガイダンスとMSMのTSを示す。地域
によらず、ガイダンスでは改善されている。全国平
均のMSM最大風速ガイダンスのTSは、GSM最大風
速ガイダンスのTSとほぼ同じである。
図 3.1.31 に 、 全 期 間 平 均 の 03UTC シ リ ー ズ の
MSM最大風速ガイダンスとMSMのRMSEとMEを
示す。ガイダンスのRMSEは、MSMに対して、
0.5m/s程度改善されている。予報時間が進むにつれ
て、MSM、ガイダンスとも、RMSEがやや増加し
ている。初期時刻の違いによる差異はほとんどない。

3.1.4 天気ガイダンス
（1） はじめに
2007年11月の全球モデル（GSM）の高解像度化
に伴い、天気ガイダンスで使用するモデルを領域モ
デル（RSM）から高解像度GSMに更新した。本項
では、それ以降のガイダンスの精度について検証し
た結果を報告する。ガイダンスの仕様及び作成手法
については、鎌倉（2007）を参照されたい。
（2） 検証結果
2007年12月～2008年8月の00・12UTC初期値に
ついて、FT=6～51を検証対象とした。実況は国内
気象官署の地上気象観測（目視観測）の現在天気を
利用した。
天気ガイダンスは5つの天気カテゴリー（晴れ・
曇り・雨・雨または雪・雪）を予想している。これ
を晴れと曇り（降水有りを含める）に分類した時の
曇り予報のスレットスコア（TS）とバイアススコア
（BI）、および降水の有無で分類したときの降水あ
り予報のTSとBIを図3.1.33に示す。BIによると、天
気ガイダンスでは曇り（降水有りを含める）の頻度
はほぼ適切であるが、降水ありの予報が少ないこと
がわかる。
次に、精度の地域特性をみるため適中率（5分類）
の季節別の地点分布を図3.1.34に示す。季節は2007
年12月～2008年2月を冬、2008年3月～5月を春、
2008年6月～8月を夏とした。

図3.1.30 MSMとMSM最大風速ガイダンスの風速の
スレットスコア（TS）
（03UTCシリーズ）。横軸は
風速の閾値。

図3.1.31 MSMとMSM最大風速ガイダンスの風速の平
方 根 平 均 二 乗 誤 差 （ RMSE ） と 平 均 誤 差 （ ME ）
（03UTCシリーズ）。横軸は予報対象時刻。

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
曇り予報
（晴れ曇り分類）
スレットスコア

図3.1.32 MSMとMSM最大風速ガイダンスの風向の
適中率（03UTCシリーズ）。横軸は風速の閾値。

降水有り
（降水の有無）
バイアススコア

図 3.1.33 曇り予報および降水有り予報のスレット
スコアとバイアススコア
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図 3.1.34 天気ガイダンス適中率（5 分類）地点分布
2008 年 6 月～2008 年 8 月（夏）

左から 2007 年 12 月～2008 年 2 月（冬）、2008 年 3 月～2008 年 5 月（春）
、

きく異なるため、本項では地域ごとの降雪量の予報
特性についても示した。なお、雪水比ガイダンスの
作成方法については、安藤ほか（2007）を参照して
いただきたい。

冬において、関東から九州までの太平洋側で適中
率が高く、日本海側と東北・北海道および南西諸島
で適中率が低い傾向が顕著にみられた。この冬の地
域特性は、気候学的出現率の影響を除いた、曇り（降
水有りを含める）のETS分布や降水有りのETS分布
においても、ほぼ同様の傾向が見られた（図略）。

（2） 降雪量地点ガイダンスの概要
降雪量地点ガイダンスの予報手法は、逐次学習型
のニューラルネットワーク方式である。ネットワー
クの構成は、入力層のユニット数29個、中間層のユ
ニット数9個、出力層のユニット数1個の3層階層型
を採用している。出力層の要素（目的変数）は前12
時間降雪量であり、入力層の要素（説明変数）は表
3.1.3に示した。各予報地点の説明変数は、予報地点
を取り囲む4格子点を用いて線形内挿を行い作成し
ている。ただし、
『海面水温－気温（900hPa）』につ
いては、予報地点から西、北方向にそれぞれ2度ず
つずらした格子点を使用している 2 。また、『地形性
降水指数』とは風向を8方位で表し、その風向に対
応する地形の傾きのことである。
『雪水比から求めた
降雪量』とは雪水比 3 を気温で層別化し、その雪水比
にモデルの降水量予報値を乗じたものある。説明変
数にはGSMの予報値を用いているため、1日4回
00,06,12,18UTC初期時刻ごと、FT=24,36,48,60,72
の前12時間降雪量を計算している。予報地点は積雪
深計設置地点を主な対象としており、北海道102地
点、東北72地点、北陸32地点、関東・甲信・東海22
地点、近畿・中国8地点の計236地点としている。 こ
のうち、北海道の航空官署8地点及び、近畿・中国
の8地点は、2008年3月11日の00UTC初期時刻から
新たに追加された地点である。

（3） お天気マップ（第 3.1.9 項）との比較
第3.1.9項においてお天気マップの検証結果につ
いて述べるが、天気ガイダンスの適中率はGSMお天
気マップの適中率より高かった（晴れ・曇り・降水
ありの3分類で比較・結果省略）。各種ガイダンスの
値を利用する天気ガイダンスは、モデル値のみを直
接利用するお天気マップより系統誤差修正の面で
有利である。
一方、メソ数値予報モデル（MSM）お天気マッ
プとの比較では、同程度の適中率であった（FT=15
までの3分類で比較・結果省略）
。

3.1.5 降雪量ガイダンス
（1） はじめに
降雪量ガイダンスとは、雪水比ガイダンスと降雪
量地点ガイダンスを総称した呼び方である。降雪量
地点ガイダンスは試験的に1997年11月から運用が
開始されていたが、航空予報等では降雪量の予報が
航空機の運航にとって重要であることなどから、
2008年11月から正式運用となった。試験運用開始当
時の作成方法等は中務ほか（1997）に記載されてい
るが、その後いくつかの改良が行われているため、
（2）に現在運用中の降雪量地点ガイダンスの仕様
を示し、
（5）にその予報特性について示した。また、
雪水比ガイダンスから得られた雪水比を用いて算出
した降雪量の予報特性を（4）で示し、両ガイダン
スから算出した降雪量の予報特性の比較を（6）で
示した。降雪量は地点や地域ごとに観測頻度等が大

2

移動先の格子点が陸地の場合には、海面水温を内挿した
値を用いている。
3 雪水比ガイダンスから得られた雪水比とは異なる。
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るため地域ごとの検証には用いず、その影響が小さ
いエクイタブルスレットスコア（ETS）を使用する。

表3.1.3 降雪量地点ガイダンスに用いている
説明変数。GSMの予報値から作成。

要素名

鉛直層

気温

地上,900,850,700,500hPa

相対湿度

地上,900,850,700hPa

風向

900,850,700,500hPa

風速

900,850,700,500hPa

高度

700,500hPa

上昇流

900,850,700hPa

（4） 雪水比ガイダンスから得られた雪水比を用いて
算出した降雪量の予報特性
図3.1.35、図3.1.36に地域ごとの観測数と検証ス
コアを示す。上がETS、下がバイアススコア（BI）
を示している。ETSは閾値2～8cm/12hまでは北陸が
最も大きく、閾値9cm/12h以上では関東・甲信・東
海が最も大きくなっている。観測頻度が他の地域に
比 べて極 端に 少ない 近畿 ・中国 を除 くと、 閾値
15cm/12h 以 下 で は 北 海 道 が 最 も 小 さ く 、 閾 値
20cm/12hでは東北が小さい。BIについては、近畿・
中国を除く地域では閾値が高くなるにつれて大きく
なる傾向がある。閾値4cm/12h以上では、北海道、
近畿・中国を除く地域でBIが1よりも大きく、予報
頻度が観測頻度に比べて多い。北海道ではどの閾値
でもBIが1よりも小さく予報頻度が過少である。図
3.1.37に閾値5cm/12hのBIの分布図を示す。北海道
の多くの地点では、BIが1よりも小さい。一方、北
海道の日本海側ではBIが1よりも大きくなっている
地点もみられる。また、本州の日本海側でもBIが1
よりも大きい地点が多くみられる。これらの原因と
しては、雪水比ガイダンスで得られた雪水比が過大
もしくは過小、平均降水量ガイダンスで得られた
MRR3が過多もしくは過少、観測値に誤差が含まれ
ている可能性があること等が考えられる。観測値の
誤差とは、（3）で示した通り降雪量の観測値は1時
間の積雪深差の正の値を積算する方法をとっている。
この方法の場合、積雪計の値が僅かに変動すること
によって、偽の降雪量を計算してしまう。実際、降
雪量の時系列図（図略）をみると、1～2cm/12hの降
雪量が多く観測されている。今後、観測値の取り扱
いについても検討する必要がある。北海道の予報頻
度過少傾向については、MRR3の予報頻度がやや過
少（第3.1.1項）であることが理由の一つと考えられ
る。本州の日本海側の予報頻度過多傾向については、
MRR3のBIが1に近いため雪水比ガイダンスで得ら
れた雪水比が過大である可能性が高い。今後、雪水
比ガイダンスから得られる雪水比の地域特性を調査
する必要がある。

SSI（ショワルター 地上-850hPa, 900-700hPa
安定指数）
気圧
地上
海面水温 – 気温（900hPa）
モデルの降水量予報値
地形性降水指数
雪水比から求めた降雪量

（3） 検証方法
雪水比ガイダンスと降雪量地点ガイダンスで作成
した降雪量の予報精度を比較するために、検証対象
は降雪量地点ガイダンスの予報要素である前12時
間降雪量とし、検証地点は降雪量地点ガイダンスの
計算地点とする。また、地域ごとの特性を把握する
ために、北海道、東北、北陸をそれぞれ1検証地域
とし、降雪量の観測頻度が少ない関東、甲信、東海
をまとめて『関東・甲信・東海』
、近畿、中国地方を
『近畿・中国』として検証を行った。検証期間は2007
年12月1日00UTCから2008年3月31日12UTC初期
時刻とし、閾値ごとの特性を把握するために
FT=24,36,48をすべてまとめて検証を行った。予報
値について、降雪量地点ガイダンスは地点ごとに予
報した前12時間降雪量を用いる。雪水比ガイダンス
は直接降雪量を求めていないため、検証地点ごとの
降雪量を計算する必要がある。計算方法は雪水比ガ
イダンスから得られた雪水比に、平均降水量ガイダ
ンスから得られた3時間平均降水量
（MRR3）を乗じ、
前3時間降雪量を計算する。前12時間降雪量は前3時
間降雪量を積算することによって求める。そして、
前12時間降雪量を検証地点の周囲4格子点を用いて
線形内挿することによって検証地点の前12時間降
雪量を求めた。観測値は1時間ごとの積雪深差の正
の値のみを積算して、前12時間降雪量を求めた。検
証スコアを比較するにあたっては、地点ごとに観測
頻度が大きく異なるため、地点ごと閾値ごとに信頼
度が異なる点に注意する必要がある。また、スレッ
トスコア（TS）は事象の発生頻度の影響を強く受け

図 3.1.35 前 12 時間降雪量の地域別閾値ごとの観測数
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閾値2～5cm/12hの予報頻度が過剰になっているが、
それ以上の閾値では過少となっている。東北も閾値
6cm/12h以上で予報頻度が過少になっており、強い
降雪を予報しにくい。北陸は他の地域に比べてBIが
1に近く、予報頻度が観測頻度に近い。関東・甲信・
東海では、閾値8cm/12h以下で予報頻度が過少にな
っている。

図3.1.36 雪水比ガイダンスから得られた雪水比を用
いて計算した前12時間降雪量の検証スコア。検証
期間は2007年 12月1日00UTCから2008年3月31
日12UTC。初期時刻は00UTCと12UTC。予報時
間はFT=24,36,48をすべてまとめた。上：ETS、
下：BI。赤線：北海道、緑線：東北、青線：北陸、
ピンク線：関東・甲信・東海、水色線：近畿・中
国。

図3.1.38 降雪量地点ガイダンスを用いて計算した
前12時間降雪量の検証スコア。上：ETS、下：BI。
その他は、図3.1.36と同様

（6） 雪水比ガイダンス及び降雪量地点ガイダンスか
ら得られた降雪量の予報特性の比較
図3.1.39に全検証地点をすべてまとめた降雪量地
点ガイダンス及び雪水比ガイダンスから得られた雪
水比を用いて算出した降雪量の検証スコアを示す。
ETSはすべての閾値で降雪量地点ガイダンスが雪
水比ガイダンスを上回っており、全般的に予報精度
が高い。降雪量地点ガイダンスは閾値が高いほど、
予報頻度が観測頻度に比べて少なくなる。しかし、
雪水比ガイダンスは閾値が高いほど予報頻度が多く
なり、結果として空振りが多くなる傾向にある。こ
の理由として、降雪量の算出方法の違いが影響して
いると考えられる。降雪量地点ガイダンスは逐次学
習型のニューラルネットワークを用いて直接降雪量
を計算しているため、観測頻度が多い現象について
は学習が十分に行えるが、観測頻度が少ない現象に
ついては学習が不十分である。このため、閾値が高
い降雪については十分に表現できていないと考えら
れる。

図3.1.37雪水比ガイダンスから得られた雪水
比を用いて計算した前12時間降雪量（閾値
5cm/12h）のBIの地点分布図。

（5） 降雪量地点ガイダンスから得られた降雪量の予
報特性
図3.1.38に地域ごとの検証スコアを示す。ETSは
閾値8cm/12h以下では北陸が最も大きく、それ以上
では関東・甲信・東海が最も大きくなっている。近
畿・中国を除けば、すべての閾値で北海道のETSが
最も小さくなっている。これらの傾向は雪水比ガイ
ダンスから得られた雪水比を用いて計算した前12
時間降雪量にもみられる。BIについて、北海道では
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に伴い、最小湿度ガイダンスで使用するモデルを領
域モデル（RSM）から高解像度GSMに更新した。
本項では、それ以降のガイダンスの精度について検
証した結果を報告する。ガイダンスの仕様及び作成
手法については、安藤ほか（2007）を参照されたい。
（2） 検証結果
2007年12月～2008年8月の最小湿度ガイダンス
の平均誤差（ME）及び平方根平均二乗誤差（RMSE）
を、予報時間（FT）別に全153地点（地上気象官署）
で計算した。検証対象初期時刻を00・12UTC初期値
とし、前年同期間（2006年12月～2007年8月）と比
較した（図3.1.40）。全FTのRMSEをはじめ、ほぼ
全てのMEについて、前年同期間比で精度向上が見
られた。
次に、精度の地域特性を見るため、MEとRMSE
の地点分布を季節別に作成した（図3.1.41）。対象FT
を12UTC初期値の明日予報（FT=3-27）とし、期間
は2007年12月～2008年2月を冬、2008年3月～5月を
春、2008年6月～8月を夏とした。
MEを見ると、冬は関東地方で正バイアス、それ
以外の地域で負バイアスが見られた。また夏は全国
的に正バイアスが見られた。
RMSEを見ると、おおむね東海から九州にかけて
の太平洋側と南西諸島で成績が良く、それ以外の地
域で成績が良くなかった。季節別では春のRMSEが、
特に東日本で大きかった。この季節は、最小湿度の
日々の実況値が大きく変動する地点がいくつか見
られ、実況の分散が夏や冬よりやや大きかった（図
略）。このような気象状況ではガイダンスが実況の
変動に追随できない可能性があるので、利用の際に
は注意願いたい。

図3.1.39 雪水比ガイダンスと降雪量地点ガイダン
スの全検証地点をそれぞれまとめた検証スコア。
上：ETS、下：BI。赤線：雪水比ガイダンス、緑線：
降雪量地点ガイダンス、点：観測数。

（7） 利用上の留意点
予報作業支援システムでは雪水比ガイダンスから
得られた雪水比を使って降雪量を計算している。現
在のところ、面的な降雪量分布を表現するには雪水
比ガイダンスを使用するほかない。しかし、検証結
果からわかるように降雪量地点ガイダンスから得ら
れた降雪量の方が雪水比ガイダンスから求めた降雪
量よりも予報精度が高い。このため、雪水比ガイダ
ンスから得られた降雪量を適宜、降雪量地点ガイダ
ンスで修正することがよいと考えられる。また、予
報精度や頻度は地域によっても異なるため、その地
域の予報特性を十分理解して使用する必要がある。
（８） 今後の降雪量ガイダンスの改良及び開発
現在の予報作業支援システムにおいて直接使用さ
れている雪水比を用いた降雪量予報作業は複雑であ
るため、雪水比ガイダンスに代わり面的な降雪量を
予報するガイダンスを次期予報作業支援システム用
に開発中である。併せて降水の型（雨、雨か雪、雪
か雨、雪）を予報するガイダンスも開発している。
降雪量地点ガイダンスは、積雪深計が整備されてお
り予報対象になっていない地点についても、今後地
域特性及び予報精度を考慮しながら追加していく予
定である。
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3.1.6 最小湿度ガイダンス
（1） はじめに
2007年11月の全球モデル（GSM）の高解像度化
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図 3.1.40 最小湿度ガイダンス ME、RMSE（カッコ
内は予報初期時刻 UTC）
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図 3.1.41 最小湿度ガイダンス ME（上段）と RMSE（下段）の地点分布（12UTC 初期値 FT=3-27） 左から 2007 年 12 月～
2008 年 2 月（冬）、2008 年 3 月～5 月（春）、2008 年 6 月～8 月（夏）

12，18UTC）について、予報時間 FT=6～51 を検
証対象とした。
図 3.1.42 は、ガイダンスの予測確率別出現率（信
頼度）と出現頻度である。暖候期、寒候期ともに予
測確率 40%を超える辺りから信頼度の理想直線か
ら乖離している状況が分かる。暖候期、寒候期とも
に、予測確率に対して出現率が低くなる傾向がある。
図 3.1.43 は、各予測確率以上で現象ありとした場
合の空振り率、及び捕捉率である。暖候期、寒候期
ともに、予測確率 40%から空振り率の減少が緩やか
になり、図 3.1.42 の予測確率に対して出現率が低く
なる結果と一致する。暖候期、寒候期ともに予測確
率が 15%以上になると、捕捉率が 10%以下に低下す
るのは、現象の大半が低い予測確率で起こっている
ことを意味している。
図 3.1.44 は、各予測確率以上で現象ありとした場
合のスレットスコアである。暖候期は 5%以上で現
象ありとした場合に、寒候期は 10%以上で現象あり
とした場合にスレットスコアのピークが現れるが、
両期間ともスコアの値は 0.1 以下と低いことがわか
る。

3.1.7 大雨確率ガイダンス
(1) はじめに
大雨確率ガイダンスでは、40km 格子毎に算出し
た大雨基準（4 月～9 月の暖候期は 30mm/3h、10
月～3 月の寒候期は 20mm/3h）を超える確率値のう
ち、各二次細分予報区に含まれる最大の確率値を提
供している。解析雨量を目的変数とし、GSM から
下層の湿り具合を表す指数、中・下層の風系、その
風系に対する地形効果、水蒸気の水平輸送量、下層
の上昇流の最大値を説明変数として選んで、ニュー
ラルネットワーク（以下、NRN）を用いて大雨確率
を予測している。
2007 年 11 月 21 日に 20kmGSM の運用が開始さ
れたことに合わせて、大雨確率ガイダンスでも仕様
や作成手法（NRN の出力関数や説明変数の一部）
に変更を行った。本項では、手法変更以降の精度に
ついて検証した結果を示す。なお、変更内容の詳細
については安藤ほか（2007）を参照して頂きたい。
(2) 検証結果
寒候期と暖候期に対応した 2007 年 12 月～2008
年 3 月、2008 年 4 月～8 月の全初期値（00，06，
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3.1.8 発雷確率ガイダンス
GSM発雷確率ガイダンスは、2007年11月20日ま
で運用されていたRSM発雷確率ガイダンスを、入力
となる数値予報モデルをRSMから20kmGSMに変
えて継続運用したガイダンスである。これは、RSM
発雷確率ガイダンスには非逐次学習型のニューラル
ネットが使われており、20kmGSMの予報値が蓄積
されていない段階では新たなモデルに対応したニュ
ーラルネットを作成できなかったためである。それ
にも拘らず、実験期間の検証では、GSM発雷確率ガ
イダンスは、RSM発雷確率ガイダンスの精度を概ね
上回る結果となった（安藤ほか 2007）。これはRSM
より20kmGSMの方が大気環境場の予報精度が高い
ためと考えられる。
ここではGSM発雷確率ガイダンスの運用が開始
された2007年11月21日から2008年8月までの精度
検証の結果を示し、利用上の留意点について述べる。
なお、GSM発雷確率ガイダンスの仕様は安藤ほか
（2007）を参照して頂きたい。

(3) まとめと今後の課題
20kmGSM の運用開始以降の大雨確率ガイダン
スの精度検証を行った。捕捉率、スレットスコアの
成績を見る限り、現状では決して十分な精度がある
とは言い難い。モデルが更新されてからの学習期間
が短く、今後の学習を通じた精度向上の可能性もあ
るが、さらなる精度向上を目指すために統計的手法
や説明変数の見直し、MSM の利用など根本的に改
良を行っていく予定である。
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図 3.1.42 大雨確率ガイダンスの予測確率別出
現率と出現頻度。検証期間は、寒候期：2007
年 12 月～2008 年 3 月、暖候期：2008 年 4
月～8 月。
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（1） 検証結果
検証は、寒候期（2007年11月21日～2008年3月）、
暖候期（2008年4月～8月）の2期間で、北海道、東
北、関東中部、近畿中国四国、九州、沖縄の6地域
に分けて行った。検証対象は00,06,12,18UTCの全初
期値、予報時間06,09,…,51時間の20km格子点予測
値である。検証に利用した実況は、20km格子、前3
時間の発雷の有無であり、雷監視システム（LIDEN）
の発雷データをレーダーデータで品質管理したもの
に、地上気象観測、飛行場実況気象通報の雷観測デ
ータを加えて作成している。
図3.1.45は、暖候期（上）と寒候期（下）におい
て、0-80%の各確率値を閾値として発雷の有無を予
測した場合のスレットスコアを示している。全般的
には暖候期は20-30%程度、寒候期は20%前後を閾値
として発雷ありとした場合に最もスレットスコアが
高くなるが、沖縄では5%、寒候期の北海道は50%で
最も高くなっている。スレットスコアの最大値から
は、沖縄及び北海道の精度が低く、関東中部で最も
精度が高い。これはエクイタブルスレットスコアに
よる検証でも同様であった。この理由として、GSM
発雷確率ガイダンスは関東中部領域の発雷データで
作成された予測式を全国に適用していることが考え
られる。特に寒候期の北海道では全ての確率値にお
いて空振り率が90%を超えており、不適切な予測が
多い（図略）
。

空振り率 暖候期
空振り率 寒候期
捕捉率 暖候期
捕捉率 寒候期

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

予測確率(%)

スレットスコア

図 3.1.43 大雨確率ガイダンスの各予測確率以
上で現象ありとした場合の空振り率、及び捕
捉率。検証期間は、図 3.1.42 に同じ。
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図 3.1.44 大雨確率ガイダンスの各予測確率以
上で現象ありとした場合のスレットスコア。
検証期間は、図 3.1.42 に同じ。

（2） 利用上の留意点
前述のように、GSM発雷確率ガイダンスは関東中
部以外の地域で不適切な予測となる例がある。2007
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0.16
0.14

暖候期

スレットスコア

0.12
0.1

するMSMお天気マップがある。
GSM・MSMとも2006年から2007年にかけて、予
報特性の変化を伴うモデルの更新を行い、お天気マ
ップの表現にも変化があった。特に「曇り」の予報
がほとんどなくなる特性の変化がみられたため、そ
れを改善すべく2007年11月に閾値の見直しを行っ
た。なお、判別アルゴリズム自体は変更を行わなか
った（安藤 2007）。
本項では、閾値変更を行った以降のお天気マップ
の精度検証の結果を示すとともに、事例検証として
GSMお天気マップの過剰な曇り予想について取り
上げ、留意すべき点などについて述べる。
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図3.1.45 GSM発雷確率ガイダンスの各確率（0-80%）を
閾値として発雷の有無を予測した場合のスレットスコア。
検証期間は上が暖候期、下が寒候期。各6地域に属する
20km格子、予報時間6～51時間の予測をまとめて検証し
ている。

年5月に運用開始されたMSM発雷確率ガイダンス
（第3.2.6項参照）はLIDENを用いて格子ごとの予
測式としているため、この問題点はなく、また検証
結果からもMSM発雷確率ガイダンスの精度はGSM
発雷確率ガイダンスを上回っていることがわかって
いる。よって、MSMの予報時間内では、MSM発雷
確率ガイダンスを基本とする方が良い。なお、GSM
発雷確率ガイダンスは次期予報作業支援システムの
試験運用開始までに、MSM発雷確率ガイダンスと
同様な手法に変更する予定である。

（2） 検証結果
検証期間を2007年12月～2008年8月とし、GSM
は00・12UTC初期値の予報時間（FT）03～51時間
まで、MSMは03・09・15・21UTCのFT=03～15
を検証対象とした。実況は国内気象官署の地上気象
観測（目視観測）の現在天気を利用した。
お天気マップの７分類を、晴れ（快晴・薄曇りを
含める）と曇り（降水有りを含める）に分類した時
の曇り予報のスレットスコア（TS）とバイアススコ
ア（BI）、および降水の有無で分類したときの降水
有り予報のTSとBIを図3.1.46に示す。曇り予報は
GSMお天気マップ、MSMお天気マップともほぼ適
切な出現頻度となっている。一方、降水有り予報は
GSMお天気マップで頻度過少となっている。
次に、快晴・薄曇りを晴れに含めた5分類適中率
の地点分布を図3.1.47（GSMお天気マップ）と図
3.1.48（MSMお天気マップ）に示す。5分類適中率
の分布においてはGSM、MSMとも、関東から九州
の太平洋側で適中率が高く、日本海側と東北・北海
道および南西諸島で適中率が低い地域特性が見て
とれる。7分類適中率では、快晴・晴れ・薄曇り予
報によって晴れの多い地域で成績を下げ、地域特性

1.2
1
0.8
0.6

3.1.9 お天気マップ
（1） はじめに
お天気マップ（瀬上 1992; 萬納寺 1994）は数値
予報モデルの出力を直接用い、閾値判別方式で7分
類（快晴・晴れ・薄曇り・曇り・雨・みぞれ・雪）
の天気カテゴリーを診断するものである。お天気マ
ップには、全球モデル（GSM）を利用するGSMお
天気マップとメソ数値予報モデル（MSM）を利用

0.4
0.2
0
GSM曇り予報
MSM曇り予報
GSM降水有り
（晴れ曇り分類） （晴れ曇り分類） （降水の有無）
スレットスコア

MSM降水有り
（降水の有無）

バイアススコア

図 3.1.46 曇り予報および降水有り予報のスレットスコ
アとバイアススコア
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が見えにくくなる（図略）
。冬の5分類適中率におい
ては、上記の地域特性がより顕著となり、第3.1.4項
で示した天気ガイダンスと同様の傾向があること
がうかがえる（図略）。

（3） 事例検証
2008年3月10日から11日にかけてGSMお天気マ
ップが東シナ海から対馬海峡の領域に実況にない
過剰な曇り域を予想した。そのときの各種資料を図
3.1.49の（1）～（6）にまとめる。

図 3.1.47 GSM お天気マップ適中率（5 分類）地点分布

（1）GSM お天気マップ

図 3.1.48 MSM お天気マップ適中率（5 分類）地点分

（2）GSM 下層雲量

（3）GSM 925hPa 湿り予想

（4）MSM お天気マップ
（5）天気ガイダンス
（6）衛星可視画像
図 3.1.49 2008 年 3 月 10 日 18UTC 初期値 FT=6（対象時刻 11 日 00UTC）における各種資料
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萬納寺信崇, 1994: 数値予報の出口：応用. 平成6年
度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 90-91.

この曇り域はお天気マップが入力としている
GSMの下層雲量に起因するものであり、GSMの雲
量を入力としない天気ガイダンスやMSMお天気マ
ップでは、このような曇り域は表現されていない。
この下層雲はGSMにのみ用いられている「海洋層積
雲パラメタリゼーション（層積雲スキーム）」によ
り作られていることが調査の結果明らかになって
いる。このスキームの詳細については、第1.3.3項を
参照されたい。
この事例のようにGSMお天気マップの曇り域が
過剰と疑われる場合、以下の点を確認されたい。
・GSMの上・中層雲がほとんどなく、下層雲によ
る曇り表現である。
・GSM925hPa（層積雲スキームが生成する雲の
直上の高度に相当）が乾燥している。
・疑わしい雲域は主に海洋上に分布しており、陸
上では顕著ではない。（ただし、陸上に分布す
る事例も存在する。
）
・天気ガイダンスやMSMお天気マップでは晴れ
が予想されている。
このような場合には、層積雲スキームによる過剰
な下層雲予想の可能性が高いため、天気ガイダンス
やMSMお天気マップを利用するなどしていただき
たい。
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3.2 航空気象予報ガイダンスの検証 1

いきたい。

RMSE（℃）

RMSE（℃）

1.6
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1.2
1
MAX2 MIN１
03UTC

09UTC
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1.4
1.2
1
MAX1 MIN2
15UTC

21UTC

図 3.2.1 最高・最低気温ガイダンスの RMSE 全国平均値

RMSE（℃）

（2） 精度検証結果
最高・最低気温ガイダンスの平均誤差（ME）、平
方根平均二乗誤差（RMSE）の全国平均については、
MEは全初期時刻、予測要素（MAX1～2、MIN1～2）
でほぼ0℃であり（図略）
、RMSEは図3.2.1に示す通
りとなった。これらは、小泉（2007）の結果と同程
度である。また、時系列気温ガイダンスのMEと
RMSEの全国平均を求めると、MEは全初期時刻、
予測要素でほぼ0℃、RMSEは図3.2.2に示した通り
となった。これらについても小泉（2007）の結果と
同程度である。
次に、最高・最低気温ガイダンスのME、RMSE
を地域別に見ていく。MEは全初期時刻、予測要素
で全国的にほぼ0℃、RMSEは最高気温ガイダンス
で全国的に同程度（1.3～1.5℃）だが（図略）、最低
気温ガイダンスに地域差が見られた。最低気温ガイ
ダンス（03UTC初期値）のRMSE地点分布を図3.2.3
に示す。大部分の空港でRMSEが1.3～1.7℃である
が、北海道地方の7空港と本州内陸部の2空港では
RMSEが2℃を上回っている。この傾向は、他の初
期時刻でもほぼ同じであった（図略）。

表 3.2.1 航空気温ガイダンスの初期時刻と予測要素
明日
今日
最低
最高
初期時刻 最高
15 UTC MAX1 MIN2
21 UTC MAX1 MIN2
03 UTC
MIN1 MAX2
09 UTC
MIN1 MAX2

1.8
1.6
1.4
1.2
1
1

7

00UTC
RMSE（℃）

3.2.1 気温ガイダンス
（1） はじめに
航空気象予報を対象とした気温ガイダンス（航空
気温ガイダンス）は、メソ数値予報モデル（MSM）
を元にして作成され、離陸用飛行場予報及び飛行場
における天気の雨雪判別などに利用されている。本
項では、航空気温ガイダンスの精度検証結果を解説
する。2007年11月にMSMの境界値が領域モデルか
ら全球モデルの予報値に変更となったが、これに伴
う航空気温ガイダンスの精度に大きな差がないこと
がわかっており（小泉 2007）、検証期間を2007年6
月～2008年6月とした。航空気温ガイダンスの初期
時刻と予測要素は表3.2.1の通りで、仕様及び作成手
法については、小泉（2007）を参照していただきた
い。

13
19
25
31
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03UTC
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37
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31
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37

43
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1.8
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1.4
1.2
1
1
12UTC

7
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18UTC

43
21UTC

図 3.2.2 時系列気温ガイダンスの RMSE 全国平
均値。横軸の予報時間は上段が 00UTC、下段が
12UTC を基準としている。

（3） まとめ
航空気温ガイダンスは、最低気温ガイダンスで北
海道地方や本州内陸部の一部の空港でそれ以外の空
港と比べてRMSEが大きく、地域によるガイダンス
の精度の差が確認された。北海道、本州内陸部の空
港では、夜間における強い冷え込みを予想できない
ことがある。今後、精度改善に向けて調査を進めて

図 3.2.3 RMSE の地点分布（03UTC、MIN1）

3.2.1 松澤 直也、3.2.2 藤枝 鋼、3.2.3，3.2.4，3.2.5，
3.2.6 高田 伸一、3.2.7 古市 豊
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MSM及び観測値（METAR/METAR AUTO）の平均
風速を示す。平均風速には、日中にMSMとガイダ
ンスの差が大きく、夜間に小さいという日変化が現
れている。MSMの平均風速が、観測に比べて日中
に最大で1kt以上低い値を示しているのに対して、
ガイダンスでは改善され、
観測にほぼ一致している。

3.2.2 風ガイダンス
（1） はじめに
数値予報課では、飛行場を対象として、メソ数値
予報モデル（MSM）の予報値を利用した航空予報
用のMSM定時風ガイダンス及びMSM最大風速ガ
イダンスを作成している（井手 2007、巻末付録
A.2.3参照）。
本項では、これらの航空予報用風ガイダンスの精
度検証結果の概要を報告する。
（2） 検証方法
現在、航空予報用風ガイダンスが対象としている
全76空港について、バイアススコア（BI）、スレッ
トスコア（TS）、平方根平均二乗誤差（RMSE）、平
均誤差（ME）、及び風向の適中率を指標として検証
を行った。検証に用いた実況値は、定時飛行場実況
気象通報（METAR）及び自動飛行場実況気象通報
（METAR AUTO）の風向・風速の観測値である。
風向の適中率は、有効データ数に対する36方位の風
向が適中した数の比として定義した。検証期間は、
2007年6月から2008年5月までの1年間（3～5月：春
期、6～8月：夏期、9～11月：秋期、12～2月：冬期）
である。00UTCシリーズ（00、06、12、18UTC）
と03UTCシリーズ（03、09、15、21UTC）に分け
て行った検証結果に顕著な差はなかったことから、
本報告では、予報時間（FT）が長く、33時間先まで
ある03UTCシリーズの結果のみを示した。
（3） 検証結果
（3.1） 航空予報用 MSM 定時風ガイダンス
図3.2.4に、全期間平均の各管区気象台等の担当地
域ごと及び全国平均の航空予報用MSM定時風ガイ
ダンス（awm1i）とMSM（03UTCシリーズ、以下
同じ）のBIを示す。風速の閾値が30kt以上の強風域
や50kt以上の暴風域では、MSMのBIは1よりも大き
く、観測に比べて予測が過大であるに対して、ガイ
ダンスでは過小となっている。ただし、春期には、
全国平均のBIは、MSM、ガイダンスともに1よりも
小さく、ガイダンスの方がより1に近かった（図略）。
MSMのBIは、地域差が大きいが、ガイダンスには
地域差がほとんど見られない。
図3.2.5に、全期間平均の航空予報用MSM定時風
ガイダンスとMSMのTSを示す。風速38kt以上では、
ほぼ福岡と沖縄のみのデータとなるが、この領域を
除き、MSMのTSに対してガイダンスのTSは改善さ
れている。夏期・秋期は、冬期・春期に比べて、風
速の大きい頻度が高いため、風速の閾値に対するTS
のばらつきは少なく風速による精度の低下は小さか
った（図略）
。
図3.2.6に、航空予報用MSM定時風ガイダンス、
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図3.2.4 地域別（細線）及び全国平均（太線）のMSMと
航空予報用MSM定時風ガイダンスの風速のバイアス
スコア（BI）
（03UTCシリーズ）。横軸は風速の閾値。

図3.2.5 MSMと航空予報用MSM定時風ガイダンスの風
速のスレットスコア（TS）
（03UTCシリーズ）。横軸
は風速の閾値。

図3.2.6 MSM、航空予報用MSM定時風ガイダンス、観
測の平均風速（03UTCシリーズ）。横軸は予報対象時
刻。

MSM、ガイダンスとも、初期時刻の違いによる差
はほとんどない。
図3.2.7に、全期間平均の航空予報用MSM定時風
ガイダンス、MSMのRMSEとMEを示す。ガイダン
スのRMSEは、MSMに対して、1kt程度改善されて
いる。初期時刻の違いによる差異は見られない。予
報時間が進むにつれて、MSM、ガイダンスともに、
RMSEが増加している。MSMのMEに見られる負バ
イアスは、ガイダンスでは0に近くなっている。
図3.2.8に、全期間平均の航空予報用MSM定時風
ガイダンス及びMSMの風向の適中率を示す。全国
平均の風向の適中率はMSMとガイダンスでほぼ同
じとなり、一般予報用MSM最大風速ガイダンスの
ような改善は見られなかった。これは、風向の適中
を航空予報用は36方位（一般用は16方位）で評価し、
方位のずれを全く許容していないことも一因である。
（3.2） 航空予報用 MSM 最大風速ガイダンス
図3.2.9に、全期間平均の各地域航空気象官署の担
当地域ごと及び全国平均の航空予報用MSM最大風
速ガイダンス（awm1x）とMSMのBIを示す。風速
の閾値が高い20～30kt以上の領域で、全国平均のBI
は、MSMの予測が過大であるのに対して、ガイダ
ンスによる予測は過小の傾向がある。

図3.2.10に、全期間平均のMSM最大風速ガイダン
スのTSを示す。MSM定時風ガイダンスと同様に、
風速38kt以上の一部の地域を除き、MSMに対して
ガイダンスは改善されている。
図3.2.11に、全期間平均の航空予報用MSM最大風
速ガイダンス及びMSMの風向の適中率を示す。定
時風と同様に、風向の適中率に改善は見られないが、
定時風ガイダンスと同様に評価条件が厳しいことに
よると考えられる。

図3.2.9 MSMと航空予報用MSM最大風速ガイダンスのバ
イアススコア（BI）（03UTCシリーズ）。横軸は風速の
閾値。

図3.2.7 MSMと航空予報用MSM定時風ガイダンスの平
方根平均二乗誤差（RMSE）と平均誤差（ME）
（03UTC
シリーズ）。横軸は予報対象時刻。

図3.2.10 MSMと航空予報用MSM最大風速ガイダンスのス
レットスコア（TS）（03UTC系）。横軸は風速の閾値。

図3.2.8 MSMと航空予報用MSM定時風ガイダンスの
風向の適中率（03UTC系）。横軸は風速の閾値。

図3.2.11 MSMと航空予報用MSM最大風速ガイダンス
の風向の適中率（03UTC系）。横軸は風速の閾値。
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3.2.3 視程ガイダンス
視程ガイダンスは、MSMの湿度、降水量等を説
明変数とし、カルマンフィルターを用いることによ
って作成されている。予測要素は最小・平均視程、
前3時間に視程が5km未満および1.6km未満となる
確 率 であ る。 詳 しい 仕様 及 び作 成方 法 は、 高田
（2007）を参照願いたい。ここでは、2007年9月～
2008年8月の1年間の精度評価結果を示し、利用上の
留意点を述べる。MSMの側面境界は2007年11月21
日にRSMから20kmGSMに変わったが、これによっ
てガイダンスの予測特性に大きな変化はなかったこ
とを確認している。

雪）によって予測式を変えている。これは、天気に
よって卓越する光の散乱粒子の種類が異なり、視程
1
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（2） 利用上の留意点
視程ガイダンスは天気ガイダンス（無降水、雨、

85

0
TS(warm)

TS(cold)

BI(warm)

BI(cold)

図3.2.12 前3時間の最小視程予測（Vismin3）の5km閾
値のスレットスコア（TS）とバイアススコア（BI）。検
証は暖候期 （warm）と寒候期 （cold）の2期間に分け、
各6地域に属する空港の事例を分割表に合算して行って
いる。
0.4
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（1） 検証結果
検証は、寒候期（2007年10月～2008年3月）、暖
候期（2007年9月、2008年4～8月）の2期間で、予
測対象空港である76空港を北海道12空港、東北9空
港、関東中部15空港、近畿中国四国16空港、九州17
空港（山口宇部含む）、沖縄7空港に分けて行った。
予測対象要素は前3時間の最小視程（VSmin3）及び
5km未満の視程確率（PoVS5）の2種類とし、どち
らとも全初期時刻（00～21UTCの3時間毎）、全予報
時間（06～33時間の3時間毎）の予測を分割表に合
算して検証している。実況には定時および特別飛行
場実況観測（METAR/SPECI）の視程を用いている。
図3.2.12に、VSmin3の5km閾値のスレットスコ
ア（TS）とバイアススコア（BI）を示す。TSから
は、暖寒候期とも東北と北海道の精度が高く、沖縄
の精度が最も低い。これはエクイタブルスレットス
コア（ETS）を使った検証でも同じであった。東北
と北海道の精度が高いのは、霧または雪による悪視
程の頻度が多く、予測しやすいためと考えられる。
沖縄の精度が低いのは悪視程の頻度が低いことと、
強雨による悪視程の予測が難しいためと考えられる。
BIは地域、暖・寒候期を問わず1未満となって、悪
視程の観測頻度に比べて予測頻度が少ない。寒候期
では南ほどBIが低くなっている。
図3.2.13は、PoVS5の各確率（0-80%）を閾値と
して視程が5km未満となるか否かを予測した場合
のTSを示している。暖候期では、沖縄を除き25-30%
を閾値とした場合に最もTSが高い。沖縄では精度が
低く、20%の閾値とした場合に最もTSが高い。寒候
期の結果からは、北ほど高い確率を閾値とした方が
高い精度となる。また、図3.2.12との比較から、視
程5km未満を予測する場合、暖・寒候期ともVSmin3
よりもPoVS5の最適な確率値を閾値とした方の精
度が高い。
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図3.2.13 5km未満視程確率（PoVS5）の各確率を閾値と
して前3時間視程が5km未満となるか否かを予測した場
合のスレットスコア。上は暖候期、下は寒候期。図の略
号、地域は図3.2.12に同じ。

変化への影響が違うためである。これにより、天気
ガイダンスとの整合が図られ、悪視程がどの現象に
よって予測されているかが理解しやすい。反面、天
気ガイダンスを補正した場合には、合わせて視程ガ
イダンスの補正を行う必要がある。
視程ガイダンスは最新の実況を用いて予測式を逐
次更新しているため、悪視程の多い時期に悪視程の
予測が出やすく、悪視程の少ない時期には悪視程の
予測が出にくくなっている。また、実況の後を追い
かけるような予測になる場合もある。
現在のところ、視程ガイダンスにはエーロゾル濃
度の効果が取り入れられていない。このため、黄砂
や煙霧による視程悪化を予測することができない。

3.2.4 雲ガイダンス
雲ガイダンスは、ニューラルネットワークで空港
上空の38層の雲量を予測しているが、配信されるの
は、38層の雲量を飛行場気象観測と同様に下層から
探索・抽出した3層のみである。雲ガイダンスは2008
年5月27日、説明変数への降水量の追加、時刻別・
季節別層別化の追加、頻度バイアス補正の調整とい
った改良を行った。以下では、まず改良後の雲ガイ
ダンスの仕様を記し、その後、検証結果及び利用上
の留意点を述べる。
（1） 仕様
表3.2.2に雲ガイダンスの仕様を示す。予測対象は、
国内76空港である。
表3.2.2 雲ガイダンスの仕様
目的変数
38層（0,100,...,1500,2000,2500,...,5000,
6000,...,10000,12000,...,30000ft）の前1時間
最低シーリング（CIG） 2 時の雲量。飛行場
実況気象通報から作成する 3 。雲の厚さは
2000ftに固定。
説明変数
各38層を挟むモデル面の2層の湿度、前3時間
降水量、925hPaと地上の平均気温減率。全
てMSMから作成。
ニ ュ ー ラ ・ 入力層4、中間層5、出力層1ユニット
ル ネ ッ ト ・ 遷移関数：（1+tanh（x/2））/2 （シグモ
ワークの
イド関数。中間、出力層とも同じ）
諸元
・ 学習速度0.1、慣性項0
層 別 化 対象時刻（24）、季節（4-10月と11-3月の2つ）
（数）
その他
・ 頻度バイアス補正を行う（3倍を限度）。
・ 3つの前1時間最低CIGのうち、最も低い
CIGの予測を前3時間最低CIGとして配
信している。

2
3

（2） 検証結果
図3.2.14は、雲ガイダンスから前1時間最低シーリ
ング（CIG）が1000ft未満となるか否かを予測した
場合のスレットスコア（TS）とバイアススコア（BI）
である。2008年5月27日の変更前後のガイダンスに
は予測特性の差があるため（後述）、検証対象は変更
後のガイダンスのみとした。よって、検証期間は現
ガイダンスの試験運用期間を含めた寒候期（2008年
1月～3月）及び暖候期（2008年4月～8月）としてい
る。地域分け、検証方法は視程ガイダンス（第3.2.3
項）と同じである。実況はMETAR/SPECIの雲の通
報から求めたCIGとしている。
図のTSからは、暖候期では北海道と東北の精度が
高い。これはこの地方では低CIGの出現頻度が高く、
予測しやすいためと考えられる。寒候期では北海道
のTSが最も高く、沖縄が最も低い。それ以外の地域
には大きな差はない。これはETSを使った検証でも
ほぼ同じであった。BIからは、暖候期では全地域と
も１に近く予測と観測の頻度はほぼ同じであるが、
北ほど予報過剰の傾向がある。寒候期では北海道を
除き１未満となっており、全体的に観測に比べて低
CIGの予測頻度が少ないことがわかる。
図3.2.15は、2008年5月27日の変更の効果をみる
ために、現ガイダンスと旧ガイダンス（2008年5月
26日まで運用）の予報時間ごとのTSを示している。
検証期間は、現・旧ガイダンス共に予測結果がある
2008年1月2日～2008年5月26日としている。図の
TSからは、旧ガイダンスは予報時間が進むにつれて
精度の劣化が大きかったが、現ガイダンスの精度の
劣化は小さいことがわかる。BIからは、旧ガイダン
スは1より小さく低CIGの予報頻度が少なかったが、
現ガイダンスは1に近づいていることがわかる。
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図3.2.14 雲ガイダンスから前1時間の最低CIGが1000ft
未満となるか否かを予測した場合のスレットスコア
（TS）とバイアススコア（BI）。検証は暖候期 （warm）
と寒候期（cold）の2期間で、各6地域に属する空港の事
例をまとめて行っている。

雲量 5/8 以上の最低雲底高度
2008 年 8 月 26 日より、定時・特別飛行場実況通報が通
報されない夜間及び上空に自動飛行場実況通報
（METAR AUTO）を利用するように変更した。
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1

おり、観測頻度に比べて予測頻度が少ない。地域で
は北海道のBIが低く、季節では寒候期が低い。予測
頻度が少ないのは、並以上の降水とする、MSMの
降水量予測の閾値の設定に問題があると思われ、今
後適切な閾値を再検討する必要がある。若しくは、
飛行場向けの降水量ガイダンスの開発を検討する必
要がある。
図3.2.17は、各地方の雨雪判別の適中率と雨雪バ
イアス 4 である。みぞれは雪として検証している。降
水の有無の影響を除くために、降水が適中した場合
に限って検証している。また、雨雪判別が問題にな
らない場合を除くために、実況の気温が6～－3℃に
限り検証している。図から適中率の地域差は小さい
が、雨と雪が時間的に混在しやすい関東以西でやや
低くなっている。雨雪バイアスは、北ほど低い値と
なっている。これは、北ほど降水時に雪と予測し過
ぎる傾向があることを意味する。
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図 3.2.15 各 予 報 時 間 に お け る 、 前 1 時 間 最 低 CIG が
1000ft未満となる予測のスレットスコア（TS）とバイア
ススコア（BI）。旧は2008年5月26日まで運用されてい
た雲ガイダンス、現はそれ以降のガイダンス。検証は
2008年1月2日～5月26日の期間で、全76空港の事例をま
とめて行っている。

0.8

（3） 利用上の留意点
雲ガイダンスは、2008年5月27日の改良により、
それまで過少だった低CIGの予測頻度が増えた。こ
れにより、低CIGの捕捉率が上昇したが、空振り率
もやや増加するといった予測傾向の変化があった。
雲ガイダンスは、最新の実況で逐次学習を行い、
ニューラルネットの重みを変化させている。しかし、
この逐次学習によって、低CIGの少ない時期には低
CIGの予測が出にくく、低CIGの多い時期には低
CIGの予測が出やすくなる。また、実況の後を追う
ような予測になる例もある。
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図3.2.16 並以上の降水のスレットスコア（TS）とバイ
アススコア（BI）。検証は、暖候期 （warm）と寒候期
（cold）の2期間に分け、地方ごとに行っている。

3.2.5 天気ガイダンス
航空用の天気ガイダンスは、お天気マップ方式（安
藤 2007）で空港の前1時間の卓越天気を予測するこ
とによって作成されている。ただし、お天気マップ
と異なり、降水強度（弱／並／強）も予想し、雨雪
判別に航空用の気温ガイダンスを利用している。詳
しくは高田（2007）を参照願いたい。なお、2008
年5月27日に、曇りと晴れを判別する雲量の閾値を
安藤（2007）に合わせる変更を行っている。
以下では、2007年9月～2008年8月の1年を通した
精度検証の結果を示し、利用上の留意点を述べる。

1.2
1
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東北
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（1） 検証結果
検証は、視程ガイダンス（第3.2.3項）と同じ期間・
地域・方法で行っている。実況にはMETAR/SPECI
の天気を用いている。
図3.2.16に、並以上の降水のスレットスコア（TS）
とバイアススコア（BI）を示す。TSからは、暖･寒
候期ともに地域差があるものの、0.1-0.2程度と精度
は低い。BIからは、暖･寒候期ともに1未満となって
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0
適中率

雨雪バイアス

図3.2.17 雨雪判別の適中率と雨雪バイアス。雨雪バイア
スの1未満は雨の予測頻度が実況より少ない（雪の予測
頻度が実況より多い）ことを示す。

4

降水における雨の割合を予測と観測で比較した値。1 以
上が雨の予測数が観測より多いことを示す。

（2） 利用上の留意点
天気ガイダンスの降水強度は、MSMの降水量予
測値を直接利用しているので、MSMの降水の検証
結果を参考にして頂きたい。天気ガイダンスとして
特に留意すべき点は、以下のとおりである。
・ 不安定性降水の頻度、量とも過少である。
・ 予測降水域の集中性が強いため、位置ずれを
考えて、その空間的分布をチェックしておく。
雨雪判別に関しては、利用している気温ガイダン
ス（第3.2.1項）の検証結果を参考にして頂きたい。
天気ガイダンスとして留意すべき点は、気温ガイダ
ンスは、降水・無降水の両方に共通する予測値とな
っている。ただし、雨雪判別では降水時のみの利用
であり、これによる誤差が生じる可能性がある。例
えば、寒候期に晴れが多く、放射冷却によって明け
方に予想以上に気温が下がりやすい空港では、明け
方の降水時にも低めに予想され、雪と予想されやす
い。降水時の気温ガイダンスの妥当性を判断して利
用願いたい。

3.2.6 発雷確率ガイダンス
発雷確率ガイダンス（PoT）は、飛行場予報のみ
ならず、空域予報、一般の防災情報に利用できるよ
うに20kmの格子点予測値としている。統計手法と
してロジスティック回帰を利用し、説明変数と回帰
係数は格子で変えているが、係数値は固定で日々変
化しない（高田 2007）。PoTの定義は、3時間内に
20km格子を中心とする周辺9格子（60km格子）内
で発雷する確率としている。以下では、2008年5月
27日に一部改良を行ったため、まず、その変更点を
記し、その後検証結果と利用上の留意点を述べる。
（1） 2008 年 5 月 27 日における改良
2008年5月27日に行った変更点は以下のとおりで
ある。それ以前の作成手法については高田（2007）
を参照願いたい。
・ LAF（Lagged Average Forecast）アンサンブル
を導入した。3時間ごとに実行されるMSMに合
わせてPoTも3時間ごとに作成されるため、同じ
予測対象時刻に対して、過去の初期時刻を含め
ると最大7つの予測値がある。そこで最新及び過
去の初期値の予測値で重み付平均を行う 5 。
・ 2004 年 4 月 ～ 2008 年 3 月 の 4 年 間 の 非 静 力 学
MSMと発雷実況データから回帰係数を再作成
した。
このほか、一部の説明変数に上限値を設定し、発

雷頻度の少ない格子での層別化の緩和といった変更
も行っている。以上の変更によって、精度が向上し、
変更前にみられた「周辺から突出した確率値」がほ
ぼなくなった。また、精度には影響しないが、抑止
条件「-10℃高度が1km未満で0%」を撤廃した。
（2） 検証結果
検証は、視程ガイダンス（第3.2.3項）と同じ期間・
地域・方法で行っている。地域ごとの検証では、予
測対象である2566格子を6地域に振り分けている。
2008年5月27日の改良により精度の向上はあったが、
大きな予測特性の変化はなかったため、ここでは変
更を考慮せず、実際に配信された予測を検証する。
利用した実況は、雷監視システム（LIDEN）の発雷
データをレーダーデータで品質管理したものに、地
上気象観測、飛行場実況気象通報の雷観測を加えて
おり、回帰係数の作成に利用したものと同じである。
図3.2.18に各地方のPoTの信頼度曲線を示す。沖
縄の信頼度が最も低く、北海道もやや低い。その他
の地域には大きな差はない。全般に50%以上では理
想信頼度曲線より下に乖離し、PoTの確率より低い
確率でしか発雷しないことがわかる。なお、季節ご
との検証からは、特に春の信頼度が低いことがわか
っている（図略）。
図3.2.19には、PoTの各確率を閾値として発雷の
有無を決めた場合のスレットスコア（TS）を示して
いる。沖縄を除き、20-25%を閾値として発雷ありと
した場合に最もTSが高くなる。沖縄では精度が低く、
高確率が出にくいため、より低い確率値にも注目す
る必要がある。なお、ここで利用した実況は60km
格子内での発雷である。飛行場気象実況通報の雷観
測で検証した場合には、約35%を閾値とした場合に
最もTSが高くなる（図略）。
前述したように、2008年5月27日からLAFを導入
し、LAF及び最新初期値の2つのPoTを配信している。
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最新初期値に 25,1 初期値前に 22,...,8 初期値前に 1 と初
期値が一つさかのぼるにつれて重みを 3 減らして平均す
る。ただし、15 時間予報しかない初期値もあるため、途
中抜ける。
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図3.2.18 発雷確率の信頼度曲線。検証は2007年9月～
2008年8月で、各地方に属する格子で行った。bestは理
想信頼度曲線。
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図3.2.20は、両PoTのブライアスキルスコアを各予
報時間で比較した図である。検証はLAF導入後の
2008年6-8月で、全2566格子の事例をまとめて行っ
ている。30,33時間後ではLAFが適用できないため
に同じスコアであるが、その他の時間はLAFの方が
高い精度となっている。
（3） 利用上の留意点
PoTは2008年5月27日に改良され信頼度は向上し
たものの、依然実況出現率より高めの確率となって
おり、PoTより低い確率でしか発雷しない。特に70%
以上（沖縄では40%以上）で顕著である。
PoTは60km格子内に発雷する確率としている。こ
れは予測対象格子を60km格子と広めにして観測事
例を増やすことによって、回帰分析の精度を上げ、
かつ確率値にめりはりを付けるためである。しかし、
広めに取ったために、夏の山岳域で確率が高いとき
に平野部でもやや高めの確率となる傾向がある。
一般的に発雷の少ない地域、時期には高い確率値
が出にくい。このような場合には20%以下の低い確
率値にも注目して頂きたい。
0.3
北海道
東北
関東中部
近畿中国四国
九州
沖縄
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図3.2.19 各発雷確率を閾値として発雷の有無を予測し
た場合のスレットスコア。その他は図3.2.18に同じ。
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3.2.7 降雪量ガイダンス
（1） はじめに
本項では降雪量ガイダンスのうち、航空官署にお
ける降雪量地点ガイダンスの予報特性について説明
する。第3.1.5項では全般的な検証結果を示したが、
本項では航空官署に特化した検証結果を示す。降雪
量地点ガイダンスの仕様等は第3.1.5項を参照して
いただきたい。全国の航空官署の中で積雪計が整備
され、かつ航空アメダスとしてオンラインで観測値
が入手できるのは北海道の航空官署のうち8地点（稚
内空港、旭川空港、女満別空港、中標津空港、釧路
空港、帯広空港、新千歳空港、函館空港）のみであ
る。航空機の運航上、飛行場の降雪量予報は重要で
あるため、2008年3月11日00UTC初期時刻から降雪
量地点ガイダンスの予報地点にこれらの航空官署8
地点を追加した。
本項では新たに追加した航空官署8地点について、
降雪量地点ガイダンスの予報特性を示す。なお、検
証方法等は第3.1.5項と同じである。
（2） 北海道の航空官署における予報特性
図3.2.21に北海道の航空官署8地点（以下、航空）
及び北海道の降雪量地点ガイダンスの予報地点（以
下、一般）をそれぞれまとめた検証スコアを示す。
ETSは閾値3～8cm/12hにかけて、航空は一般よりや
や小さいが、
それ以上の閾値では航空の方が大きい。
航空は閾値1～4cm/12hにかけてBIが2近くになっ
ている。これは予報頻度が観測頻度の2倍程度ある
ことを意味しており、弱い降雪の頻度が多くなって
いる。図3.2.22に閾値3cm/12hのBIの分布図を示す。
帯広空港（RJCB）、中標津空港（RJCN）を除き、
BIが1よりも大きいことがわかる。この理由として、
ニューラルネットワーク（以下、NRN）による学習
が不十分な可能性がある。新しく追加した地点の
NRN係数は、隣接地点のNRN係数をコピーしたも
のであるため、一定期間学習を行わないとその地点
の特性になじまない。地点ごとの前12時間降雪量の
時系列（図略）を確認してみると、NRN係数をコピ
ーした地点とコピー元の地点の降雪量の予報値が非
常に似ていることからもわかる。今後、学習を行う
ことによって予報地点の特性にあったNRN係数に
変化し、適切な降雪量が予報できると考えている。

0.1

（3） 利用上の留意点
航空は一般よりも予報精度がやや低くなっている。
また、弱い降雪の予報頻度が多くなっているため、
隣接地点との地域特性を考慮しながら降雪量予報値
を適宜修正する必要がある。今後、学習が進むこと
によって、予報地点の降雪量特性に応じた予報値が
出力されると考えられる。
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図3.2.20 予報時間ごとの発雷確率のブライアスキルス
コア。LAFアンサンブル（LAF）、最新初期値（Latest）
の予測値を2008年6-8月の期間、全2566格子で検証した。
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図3.2.21 北海道の航空官署（8地点）及び、北海道の
降雪量地点ガイダンス計算地点（102地点）をそれ
ぞれまとめた検証スコア。上：ETS、下：BI。緑線：
北海道の降雪量地点ガイダンス計算地点。赤線：北
海道の航空官署（8地点）。点：観測数。左縦軸：検
証スコア、右縦軸：観測数、横軸：閾値（cm/12h）。

図3.2.22 北海道の航空官署におけるBI（閾
値3cm/12h）の地点分布図。暖色系：予報
頻度が観測頻度より多い。寒色系：予報
頻度が観測頻度より少ない。
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全球航空悪天GPV

3.3 空域支援資料 1
0.25

3.3.1 全球航空悪天GPVおよび北太平洋航空悪天
GPV
2007年11月の高解像度全球モデル（GSM0711と
表記）の運用開始時に、北太平洋航空悪天GPVの配
信を開始した。また、全球航空悪天GPVで全球モデ
ルの予報値から診断的に求めた積乱雲頂高度の配信
を行っていたが、モデル変更のタイミングでその診
断方法を見直し、熱帯域を中心とした積乱雲（Cb）
の 表 現の 改善 を 行う とと も に北 太平 洋 航空 悪天
GPVの配信要素としても配信を開始した。全球航空
悪天GPVおよび北太平洋航空悪天GPVの仕様につ
いては松下（2007）を参照されたい。
本稿執筆時点でGSM0711運用開始から約9か月
が経過し、数値化されたCbの観測データを利用可能
な期間の予報事例が蓄積されたので、Cbの定量的な
検証を行った。その結果の概要を述べる。

スレットスコア
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全期間

秋
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春

夏

検証期間
全球航空悪天GPV
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（2） 検証結果
図3.3.1に全球航空悪天GPVの季節別、領域別の

3.3.1 松下 泰広 3.3.2, 3.3.3 工藤 淳
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バイアススコア

5

（1） 検証方法
検証格子はプロダクトの格子と同じ、全球航空悪
天GPVが1.25度×1.25度の等緯度経度格子、北太平
洋航空悪天GPVが0.5度×0.5度の等緯度経度格子と
した。
Cb域の予測精度検証のための観測値は、雲量格子
点情報（0.25度（緯度方向）×0.2度（経度方向）の
等緯度経度格子）（徳野 2001、徳野 2002）の「対
流雲量」を用いた。検証対象時刻の前後1時間以内
（12UTCを検証時刻とする場合は、11UTC, 12UTC,
13UTC）の最大対流雲量を検証格子内で面積平均し
た値が5%以上の格子（検証格子）をCbあり、5%未
満の格子をCbなしとした。あり、なしの閾値は検証
格子でCbありの領域をプロットした時に、雲量格子
点情報の対流雲量をそのままプロットしたものとの
視覚的な差が大きくならないように決定した。
予測データは、航空悪天GPVで積乱雲頂高度が予
測されている格子をCbあり、それ以外の格子をCb
なしとした。
検証期間は試験運用期間を含めた2007年9月26日
00UTC～2008年7月24日18UTCまでの全初期時刻、
予報時間は24時間を対象とした。検証対象領域は、
雲量格子点情報の作成されている領域内（赤道～北
緯52度、東経114度～東経180度）で、熱帯域（赤道
～北緯25度）、中緯度域（北緯25度～北緯52度）お
よび全域の3領域とした。
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図3.3.1 全球航空悪天GPVにおけるCb域の予報スコア
上:スレットスコア
下:バイアススコア
GL:全域 NH:中緯度域 TR：熱帯域
秋：2007年9月26日～2007年11月30日
冬：2007年12月1日～2008年2月29日
春：2008年3月1日～2008年5月31日
夏：2008年6月1日～2008年7月24日

Cb域の予報スコア（スレットスコアおよびバイアス
スコア）を示す。Cb域の診断検出方式に現在の手法
を導入した時に予報精度改善の主なターゲットとし
た熱帯域では、バイアススコアが1.25～2.19とやや
大きすぎるものの、スレットスコアは0.13～0.21と
全期間を通して比較的良好な成績を示している。
一方中緯度域においては全体的にスレットスコア
が低くまた観測されたCb域の出現頻度が季節によ
り大きく変動（最大10倍程度）しているにもかかわ
らず、予測されたCb域の出現頻度の季節変動は相対
的に小さいため（最大3倍程度）、バイアススコアの
季節変動が非常に大きくなっている（0.56～5.15）。
北太平洋航空悪天GPVの予報精度（図略）も全球
航空悪天GPVと同じ傾向を示すが、スレットスコア
は低くなる。これは、北太平洋航空悪天GPVの検証
格子のサイズが相対的に小さく、発生頻度の小さい
現象をスレットスコアで評価した場合は不利となる

ためである（この傾向はETSを用いて評価を行った
場合でも同様である）。このことは、Cb域のGPVを
利用する際は、個々の格子の値に注目するのではな
く、一定の広がりを持った分布として利用する方が
良い事を示唆している。
中緯度域については、今後予報精度の改善が必要
である。また、熱帯域の予測についてはバイアスス
コアが大きすぎる傾向があるためこの点についても
改善方法を検討する必要がある。
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（3） まとめ
2007 年 11 月から運用を開始した、全球および北
太平洋航空悪天 GPV の Cb 域の定量的な評価を行っ
た。熱帯域については、ある程度の予報精度がある
が、中緯度域の予報精度は改善が必要である。2008
年 8 月から全球モデルは適合格子（RGG）版の運用
が開始されているため、RGG 版 GSM の業務化試験
の結果などを利用してパラメータのチューニング等
により予報精度の向上を試みる予定である。また観
測値として用いた雲量格子点情報について、今回検
証を行った期間における Cb の出現頻度は季節変動
が非常に大きく、このことが予報成績に大きく影響
したと思われる。このような大きな季節変化が今検
証期間特有の現象なのか通常の変動の範囲なのか、
過去のデータを用いて確認したい。
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図 3.3.2 着氷の頻度と直近の国内悪天 GPV で予想さ
れた気温の関係。強（SEV）、並（MOD）、軽（LGT）
はそれぞれ着氷の強度を示す。

（2） 着氷指数の開発
（2.1） 従来の着氷予測手法
飛行中に発生する着氷の原因となるのは、過冷却
水滴、着氷性の雨、水蒸気、氷晶である。これらの
うち、日本周辺に限った場合には、着氷の主な原因
は 過 冷却 水滴 で ある と考 え られ る（ 例 えば 中山
（1996）など）。このため、航空機への着氷を予測
する場合には、過冷却水滴の有無や量を見積もるこ
とが重要となる。着氷を予測する手法として、これ
までは-8D 法（Godske et al. 1957）や 0℃～-20℃
を目安にする方法（航空気象予報作業指針第 4 章）
が用いられてきた。
-8D 法は、気温 T（℃）と露点温度 Td（℃）から、
霜点温度 Tf（℃）を Tf≒-8（T-Td）と近似し、氷
面に対して過飽和であるとき、すなわち T＜-8
（T-Td）ならば着氷が発生するという判別方法であ
る。-8D 法は簡便な計算式で過冷却水滴の有無を判
別できるため、計算機が現在ほど発達していない時
代においては実用的な手法であったと言える。ただ
し Godske et al.（1957）でも述べられている通り、
近似の精度は気温-13℃程度までは良いものの、そ
れ以下では悪くなることに注意しなければならない。
例えば気温-48℃では、T-Td が 6℃以下であれば着
氷が発生することになってしまうが、実際には気温
-40℃以下では過冷却水滴の量が少ないため、着氷
はほとんど発生しない。Godske et al.（1957）によ
れば、着氷の多くは 0℃～-13℃で発生しているとの
ことであり、この温度帯に着目していた当時は近似
の誤差による影響は小さかった。このような-8D 法
の特性を考慮したためと考えられるが、FAX 図
（FBJP312）では、-8D 法の判別条件に加えて気温
が-20℃以上である領域を着氷域として表示してい
る（菊池 1983）。
一方空域予報の現業では、雲中の悪天域で 0℃線
と-20℃線で囲まれる領域を着氷域としている。こ

3.3.2 国内航空悪天 GPV
（1） はじめに
国内航空悪天 GPV は、国内の空域予報作成を支
援 す るた めの 格 子点 資料 で ある 。格 子 系は 水平
40km 間隔のポーラーステレオ座標、鉛直 2000ft 間
隔のフライトレベル（以下 FL と記す）面で、風や
気温等の一般的な気象要素のほかに、乱気流指数、
積乱雲量、積乱雲頂高度、圏界面気圧を MSM のモ
デル面 GPV から算出している。GPV は統合ビュー
ワでの表示や FAX 図（FBJP112-412、FXJP106,
112）の作成に利用されているほか、防衛省や民間
航空会社へも提供されている。2001 年 3 月の運用開
始以来、積乱雲量の改良、積乱雲頂高度の追加、乱
気流指数の改良等を行っており、2008 年 8 月 13 日
には航空機への着氷を予測するための指数（以下、
着氷指数（ICING））と高度（Z）を、部内向けに新
規に追加した。
本項ではまず、新規に開発した着氷指数の算出方
法について述べ、続いて着氷指数の統計検証結果と
事例を示す。次に乱気流指数として算出している鉛
直ウィンドシアーの乱気流予測精度と、乱気流予測
のための閾値について述べる。なお、航空機への着
氷および日本周辺での着氷の統計調査については、
工藤（2006）を参照されたい。
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は難しい。そこで、過冷却水滴が存在する条件や過
冷却水滴の量などを見積もるのではなく、並以上の
着氷の発生頻度に基づいた指数を作成することにし
た。
図 3.3.3 と図 3.3.4 に、工藤（2006）の統計調査
による、気温と並以上の着氷頻度の関係および、湿
数と並以上の着氷頻度の関係を示す。統計期間は
2002 年から 2005 年の 4 年間である。気温-8℃付近
で多くの着氷が発生している点は従来の調査結果と
概ね一致しているが、-20℃以下でも全体の 3 分の 1
程度の着氷が発生している点は大きく異なる。湿数
については 0 に近いほど発生頻度が多くなっている。
これらの頻度分布から着氷の予測指数を作成するた
めに、気温に対する頻度を
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図 3.3.3 2002 年から 2005 年の並以上の着氷頻度と直
近の国内悪天 GPV で予想された気温の関係。
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という関数で当てはめる。これらの関数は図中に赤
線で示している。着氷指数（ICING）はこれら 2 つ
を掛け合わせ、最大値が 100（最小値は 0）になる
ような規格化定数 C を掛けたものとする。すなわち、
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図 3.3.4 2002 年から 2005 年の並以上の着氷頻度と直
近の国内悪天 GPV で予想された湿数の関係。

とする。ただし Td については、Td＞T の場合は Td
＝T とする。

れは過去の文献や統計調査で、着氷の多くは 0℃～
-20℃で発生し、-20℃以下では強い着氷は発生しに
くいとされているためである。しかしこの調査は行
われた時期が古く、現在の着氷の実態と合っていな
い可能性がある。そこで近年の各航空機観測
（C-PIREP, PIREP, ARS）で報じられた着氷の実況
と、直近の初期値の国内航空悪天 GPV の気温およ
び湿数の関係を改めて調査したところ（工藤 2006）、
-20℃以下であっても無視できない頻度で着氷が発
生していることが分かった（図 3.3.2）。従来の調査
と結果が異なるのは、航空機の飛行性能の向上によ
り、高速または高高度での飛行が可能になったため
と考えられる。

（2.3） 着氷指数の検証
着氷の実況には、C-PIREP, PIREP, ARS による
着氷の通報を用いる。着氷は湿度が高ければ雲の外
でも発生しうるが、雲の外から報じられた着氷の通
報 は 誤り であ る こと が多 い ため 、検 証 では 晴天
（Clear）と報じられた通報は除外する。各通報で
位置または高度が 2 地点間で報じられた場合にはそ
の中点を対象に検証を行うが、水平 240km 以上ま
たは鉛直 6000ft 以上にわたって報じられた通報は
検 証 に は 使 用 し な い 。 検 証 期 間 は 、 MSM が
20kmGSM を境界として算出されるようになった
2007 年 11 月 21 日から 2008 年 8 月 12 日までとす
る。予報は 09UTC と 21UTC 初期値のみ使用する。
予報時間は 4～15 時間で検証し、図には全予報時間
の検証結果を足し合わせたものを示す。比較のため
に、以下の 5 つの指数についても検証する。
・-8D 法による指数 （M8D）
-8D 法の判別条件 T＜-8（T-Td） より、

（2.2） 着氷指数の作成
過冷却水滴による着氷を予測しようとした場合、
過冷却水滴の量を見積もることが第一であるが、こ
の他にも過冷却水滴の粒の大きさや、飛行中の機体
が空気の圧縮や摩擦によって加熱される効果なども
影響するため、これらを含めて正確に予測すること

M 8 D = −T − 8(T − Td)
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あり通報数に対する、現象ありとした領域から報じ
られた実況あり通報数の割合である。体積率は、全
ての通報数に対する、現象ありとした領域から報じ
られた通報数の割合であり、航空機が悪天を避けず
に飛行した場合には、全領域に対する悪天予報領域
の割合に近づく。体積率が等しい予報を比べた場合
には捕捉率が大きいほど良い予報であり、捕捉率が
等しい予報を比べた場合には体積率が小さいほど良
い予報であるため、図 3.3.5 では左上にあるほど予
報精度が高いと言える。図から、ICING は他の指数
と比べて最も予報精度が高いことが分かる。-8D 法
は、指数を単独で用いた場合の精度は非常に悪いが、
気温-20℃以上という条件を付加することで予測精
度は大幅に向上する。ただし気温-20℃以下でも無
視 で きな い頻 度 で着 氷が 発 生し てい る こと （図
3.3.3）を考慮すると、-20℃以上という条件は実態
に合った付加条件ではない。Qc は着氷の主な原因と
なる過冷却水滴の量を直接的に表した指数であるが、
現状では ICING と比べると精度は悪い。

0
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18
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36
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図 3.3.5 並以上の着氷に対する各種着氷指数の閾値別
の予測精度。横軸は体積率、縦軸は捕捉率を示す。
図中の数値は各指数の閾値で、ICING 以外は最大と
最小の閾値のみ表示している。TDT、TFT、M8D、
M8D20 の単位は℃、Qc の単位は kg/kg である。

とした指数。M8D＞0 であれば着氷の可能性があ
ると考える。
・-8D 法かつ気温-20℃以上 （M8D20）
FBJP312 で用いられている判別条件。T≧-20℃
で M8D＞0 であれば着氷の可能性があると考え
る。
・水面に対して過飽和である条件 （TDT）
Tetens の式により露点温度 Td を求め、
TDT = Td − T

とした指数。TDT＞0 であれば着氷の可能性があ
ると考える。
・氷面に対して過飽和である条件 （TFT）
Tetens の式により霜点温度 Tf を求め、
TFT = Tf − T

とした指数。TFT＞0 であれば着氷の可能性があ
ると考える。TFT は M8D の近似による誤差を小
さくした指数である。
・雲水の比湿 （Qc）
MSM の雲物理過程で算出された雲水の比湿（Qc）。
T＜0℃で Qc が大きいほど過冷却水滴が多く、着
氷が発生しやすいと考える。
図 3.3.5 に、各指数の閾値を変化させて並以上の
着氷を予測した場合の捕捉率（Hit Rate）と体積率
（Volume Rate）を示す。捕捉率と体積率の定義は
巻末の付録 B を参照されたい。捕捉率は全ての実況
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（2.4） 着氷の事例
検証期間中に並以上の着氷が多く通報された事例
を 3 例示す。
① 台風と停滞前線に伴う着氷（2007 年 11 月 27 日）
台風や熱帯低気圧から湿潤な空気が前線に向かっ
て流れ込むとき、その雲中では着氷が発生しやすく
なる。図 3.3.6 に 2007 年 11 月 27 日 06UTC の赤外
画像と速報天気図および、27 日 03UTC から 09UTC
にかけて報じられた並以上の着氷の実況を示す。沖
縄の南には台風第 23 号があって、その北東には停
滞前線がのびている。赤外画像では台風から繋がる
雲域が日本の広い範囲に掛かっている。この雲の中
の FL180～FL300 で、並の着氷が 6 通、強の着氷
が 1 通報告された。なお、この日は並以上の着氷が
13 通報じられ、国内で通報された 1 日の着氷数とし
ては 2001 年以降で最も多い日であった。
図 3.3.7 に 26 日 21UTC 初期値の 9 時間予報の
ICING と M8D を気温と共に示す。それぞれ上段が
東経 135 度に沿った断面図、下段が FL230 の平面
図、左図が ICING、右図が M8D である。断面図に
は北緯 35 度の地点を示す縦線と着氷が報じられた
上端と下端の高度を示す横線を、平面図には断面線
を示してある。ICING は 15 以上を、M8D は 0 以
上を塗りつぶして表示している。着氷報告の上端高
度である FL300 の気温はおよそ-30℃であり、従来
の予測手法である 0℃～-20℃を目安にする方法や、
-8D 法に気温-20℃以上という条件を付加する方法
で は 予測 の範 囲 外で あっ た こと が分 か る。 気温
-20℃以上という条件を付加しない場合には、-8D
法でも FL180～FL300 で報告された着氷の実況を

図 3.3.6 2007 年 11 月 27 日 06UTC の赤外画像と速
報天気図およびその前後 3 時間の並（MOD）と強
（SEV）の着氷実況。シンボルの色は高度（フライ
トレベル）を、大きさは強度を示す。

図 3.3.8 2008 年 1 月 7 日 00UTC の赤外画像と速報
天気図およびその前後 3 時間の並（MOD）と強
（SEV）の着氷実況。シンボルの色は高度（フライ
トレベル）を、大きさは強度を示す。

図 3.3.7 2007 年 11 月 26 日 21UTC 初期値の MSM
から算出した 9 時間予報の着氷指数（ICING）と気
温（左）、および-8D 法による判別指数（M8D）と
気温（右）。ICING と M8D を塗りつぶしで、気温
を赤の等値線で示す。上段は東経 135 度に沿った断
面で縦軸の単位はフライトレベル（FL）、下段は
FL230（23000ft）の平面図。上段の断面図の縦線は
北緯 35 度を、横線は着氷が報じられた高度の上端
（FL300）と下端（FL180）を示す。

図 3.3.9 2008 年 1 月 6 日 21UTC 初期値の MSM か
ら算出した 3 時間予報の着氷指数（ICING）と気温
（左）、および-8D 法による判別指数（M8D）と気
温（右）。ICING と M8D を塗りつぶしで、気温を
赤の等値線で示す。上段は東経 135 度に沿った断面
で縦軸の単位はフライトレベル（FL）、下段は FL150
（15000ft）の平面図。上段の断面図の縦線は北緯
35 度 を 、 横 線 は 着 氷 が 報 じ ら れ た 高 度 の 上 端
（FL160）と下端（FL150）を示す。

捕捉することはできている。しかし図 3.3.7 右上図
の通り、M8D は FL300 以上でも指数の値が大きく
なっており、空振りが多くなっている。図 3.3.5 で、
M8D は閾値を大きくしていく（体積率を小さくし
ていく）と急激に捕捉率が小さくなるのは、本来は
着氷がほとんど発生しないような低温であっても指
数の値が大きくなってしまうためである。これに対
して ICING は、閾値を 15 以上とした場合に、着氷
が報告された高度とほぼ一致する予想ができている。
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② 温暖前線前面での着氷（2008 年 1 月 7 日）
温暖前線前面の雲域では着氷が報告されることが
多い。図 3.3.8 に 2008 年 1 月 7 日 00UTC の赤外画
像と速報天気図および、6 日 21UTC から 7 日 03UTC
にかけて報じられた並以上の着氷の実況を示す。前
線を伴った低気圧が種子島付近にあり、温暖前線前
面の雲域が西日本から東日本に掛かっている。この
雲の中の FL150～FL160 で並の着氷が 3 通報じら
れた。

③ 冬型降水時の着氷（2008 年 1 月 13 日）
図 3.3.10 に 2008 年 1 月 13 日 03UTC の赤外画像
と速報天気図および、13 日 00UTC から 06UTC に
かけて報じられた並以上の着氷の実況を示す。日本
付近は冬型の気圧配置となっており、米子ではあら
れを伴う雨やみぞれが観測されていた。米子の上空
FL030～FL090 では並の着氷が 3 通報じられた。
図 3.3.11 に 2008 年 1 月 12 日 21UTC 初期値の 6
時間予報の ICING と M8D を示す。上段が東経
133.5 度に沿った断面図で、下段が FL070 の平面図
である以外は、表示している要素は図 3.3.7 と同じ
である。右上図を見ると、M8D で着氷が予想され
ている高度は FL050～FL070 であり、実況よりも高
度の幅が狭い。これに対して ICING は、閾値を 15
以上とした場合に、着氷が報告された高度とほぼ一
致する予報ができている。

図 3.3.10 2008 年 1 月 13 日 03UTC の赤外画像と速
報天気図およびその前後 3 時間の並（MOD）と強
（SEV）の着氷実況。シンボルの色は高度（フライ
トレベル）を大きさは強度を示す。

図 3.3.11 2008 年 1 月 12 日 21UTC 初期値の MSM
から算出した 6 時間予報の着氷指数（ICING）と気
温（左）
、および-8D 法による判別指数（M8D）と
気温（右）。ICING と M8D を塗りつぶしで、気温
を赤の等値線で示す。上段は東経 133.5 度に沿った
断面で縦軸の単位はフライトレベル（FL）、下段は
FL070（7000ft）の平面図。上段の断面図の縦線は
北緯 35 度を、横線は着氷が報じられた高度の上端
（FL090）と下端（FL030）を示す。

図 3.3.9 に 2008 年 1 月 6 日 21UTC 初期値の 3 時
間予報の ICING と M8D を示す。図 3.3.9 の下段が
FL150 の平面図である以外は、表示している要素は
図 3.3.7 と同じである。着氷が発生した付近の気温
は-10℃～-12℃であり、着氷が発生しやすい状況で
あったと言える。ICING は FL130 付近で極大とな
っているのに対し、M8D では FL270（気温-46℃）
付近で極大となっており不自然な表現となっている。
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（2.5） 着氷指数の利用上の留意点
着氷指数は C-PIREP, PIREP, ARS で報じられた
着氷の実況を元に作成した指数である。これらの航
空機観測は主に大型機から報じられるため、ICING
は大型機を対象とした予測指数となっている。着氷
の影響は防氷・除氷装置が十分ではない小型機ほど
受けやすいが、現状では小型機への着氷に関する実
況資料がなく、また国内悪天予想図（FBJP）でも
大型機を基準に予測を行っていることから、当面の
間、ICING は大型機への着氷を予測するための指数
とする。指数の値は 0 から 100 の値を取るように規
格化しているが、これは便宜的なものであり、確率
を表すものではない。
着氷指数を用いて並以上の着氷を予測する場合の
閾値は、（2.4）で示した事例や検証期間中のその他
の事例から、当面は ICING≧15 を目安とするのが
良いと考える。ICING の閾値を 15 として予想した
場合の体積率は約 7.8％であり（図 3.3.5）、これは
-8D 法による予想（M8D＞0）の体積率（約 39％）
よりも小さく、-8D 法に気温-20℃以上という条件
を付加した予想（M8D20＞0）の体積率（約 4.3％）
よりも大きい。
（2.4）の事例で示したように、M8D
による予測は過大で、M8D20 による予測はやや過
小であると思われることからも、着氷予測の目安を
ICING≧15 程度とするのは妥当であると考える。
熱的不安定による対流雲など、スケールの小さな
対流雲に対しては格子スケールでの湿数は 0 に近く
ならないため、着氷指数による着氷予測は不十分に
なってしまう。このような場合、対流雲中では湿数
は 0 に近いと考え、T-Td=0 で ICING≧15 となる
気温がおよそ-3℃～-32℃であることから、対流雲
を予測する領域の-3℃線と-32℃線で囲まれる領域
を着氷域として予測し、着氷指数による予測を補う

ことが有効であると考える。
（3） 乱気流指数の検証
国内航空悪天 GPV では、乱気流指数として鉛直
ウィンドシアー（VWS）を算出している。2007 年
5 月からは、鉛直ウィンドシアーを 2000ft 毎の各フ
ライトレベル面の上下 1000ft の風から算出するよ
う変更した（工藤 2007）。ここでは 2007 年 11 月に
行われた GSM 高解像度化以降の乱気流指数の検証
結果を示す。
検証期間は 2007 年 11 月 21 日から 2008 年 8 月
12 日とする。GPV は 09UTC と 21UTC 初期値のみ
使用する。予報時間は 4～15 時間で検証し、図には
全予報時間の検証結果を足し合わせたものを示す。
乱気流の実況には、C-PIREP, PIREP, ARS による
乱気流の通報を用いる。鉛直ウィンドシアーは晴天
乱気流を予測するための指標であるため、雲の外か
ら報じられたと推定される通報（工藤 2005）のみ
検証の対象とする。各通報で位置または高度が 2 地
点間で報じられた場合にはその中点を対象に検証を
行うが、水平 240km 以上または鉛直 6000ft 以上に
わたって報じられた通報は検証には使用しない。比
較のために、乱気流予測のために有効と考えられて
いる以下の 5 つの指数についても検証を行う。
・リチャードソン数 （Ri）

Ri =

12

11

10

9

8 7

6

13
14
15
16

図 3.3.12 各種乱気流指数の閾値別の並以上の乱気流
に対する予測精度。横軸は体積率、縦軸は捕捉率を
示す。図中の数値は VWS の閾値で単位は kt/1000ft。

g θ × dθ dz
VWS 2

・気温の水平傾度の大きさ （GRADT）
GRADT =

(∂T

∂x ) + (∂T ∂y )
2

2

・Dutton 指数 （DI）
DI = 1.25 × 10 5 × HWS + 0.25 × 10 6 × VWS 2 + 10.5

・Ellrod 指数 1 （TI1）
TI 1 = VWS × DEF

図 3.3.13 軽（LGT）以上、軽+（LGTP）以上、並（MOD）
以上の乱気流に対する、鉛直ウィンドシアー（VWS,
単位は kt/1000ft）の閾値別のスキルスコア。

・Ellrod 指数 2 （TI2）
TI 2 = VWS × (DEF + CVG )

であった。体積率が 1.3％である付近（ 1× 10 −2 ～
2 ×10 −2 ）で比較すると、VWS と DI の捕捉率が最
も高く、TI1 と TI2 もほぼ同等である。Ri はこれら
に次ぐ結果となっている。GRADT は単独の指数と
しての精度は悪い。体積率が大きいところ（例えば
VWS の閾値が 6kt/1000ft 以下）で比べると、DI や
TI1 は VWS よりも捕捉率が大きくなっているが、
予報作業上はあまり意味のない差である。図には示
さないが、MSM の乱流パラメタリゼーションで算
出された乱流エネルギーおよび水平ウィンドシアー

ここで、g は重力加速度、θ は温位、T は気温、HWS
は水平ウィンドシアー、 DEF は変形、 CVG は水平
収束である。
図 3.3.12 に各指数の閾値を変化させて並以上の
乱気流 2 を予測した場合の捕捉率（Hit Rate）と体積
率（Volume Rate）を示す。捕捉率と体積率の定義
および図の見方は図 3.3.5 と同じである。検証期間
中の並以上の乱気流の気候学的出現率は約 1.3％

2

乱気流の強度については大林（2001）等を参照。
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た GPV である。航空毎時大気解析の GPV から作成
された毎時の平面図および鉛直断面図は、航空気象
情報提供システムを通して航空ユーザに提供されて
いる。また、GPV は防衛省および民間航空会社へも
提供されている。
2007 年 3 月 22 日からは毎時大気解析の解析手法
が 3 次元変分法に変更され（藤田 2007）、2007 年
10 月 17 日からは鉛直ウィンドシアーを、国内航空
悪天 GPV の手法（工藤 2007）と同様に、各 FL 面
の上下 1000ft の風から算出するよう変更した。本項
では、MSM が 20kmGSM を境界として算出される
ようになった 2007 年 11 月 21 日以降の航空毎時大
気解析の検証結果について述べる。

についても同様に検証してみると、いずれも Ri と
GRADT の中間の精度であった。
図 3.3.13 に、軽（LGT）以上、軽+（LGTP）以
上、および並（MOD）以上の乱気流に対する、鉛直
ウィンドシアーの閾値別のスキルスコアを示す。強
（SEV）の乱気流に関しては、検証期間中の実況が
62（気候学的出現率 0.023%）と少なかったためこ
こでは評価しない。スキルスコアが最大となるのは
それぞれ、LGT 以上が 6kt/1000ft、LGTP 以上が
8kt/1000ft、MOD 以上が 12kt/1000ft である。図は
省略するが、エクイタブルスレットスコアについて
も 同 様の 結果 で あっ た。 乱 気流 予測 の 体積 率が
MOD 以上の乱気流の気候学的出現率（1.3％）と等
しくなる閾値は約 12kt/1000ft である（図 3.3.12）
が、これは MOD 以上の乱気流に対するスキルスコ
アが最大となる閾値と一致していることが分かる。
図等は省略するが、同様のことは LGT 以上や LGTP
以上の乱気流についても当てはまった。これらのこ
とから、国内航空悪天 GPV の乱気流指数（鉛直ウ
ィンドシアー）を単独で用いて乱気流予測を行う場
合には、スキルスコアやエクイタブルスレットスコ
アが最大となる値を閾値とすると、気候学的出現率
と体積率がほぼ等しく、かつ最もスキルの高い予報
ができると言える。また、検証の対象とする高度を
FL240 以下とした場合や FL240 以上とした場合で
も、スキルスコアやエクイタブルスレットスコアが
最大となる閾値は全高度を対象とした場合とほぼ同
じであった（図は省略）。

（2） 検証
航空毎時大気解析の鉛直ウィンドシアーと乱気流
の対応を検証する。乱気流の実況には各航空機観測
（C-PIREP, PIREP, ARS）による乱気流通報を用い
る。鉛直ウィンドシアーは晴天乱気流を予測するた
めの指標であるため、雲の外から報じられたと推定
される通報（工藤 2005）のみ検証の対象とする。
各通報で位置または高度が 2 地点間で報じられた場
合にはその中点を対象に検証を行うが、水平 240km
以上または鉛直 6000ft 以上にわたって報じられた
通報は検証には使用しない。検証期間は 2007 年 11
月 21 日から 2008 年 8 月 12 日とする。
図 3.3.14 に、毎時大気解析（analysis）の鉛直ウ
ィンドシアー（VWS）の閾値別の、並以上の乱気流
3 に対する捕捉率（Hit Rate）と体積率（Volume
Rate）を示す。捕捉率と体積率の定義は巻末の付録
Bを参照されたい。捕捉率は全ての実況あり通報数
に対する、現象ありとした領域から報じられた実況
あり通報数の割合である。体積率は、全ての通報数
に対する、現象ありとした領域から報じられた通報
数の割合であり、航空機が悪天を避けずに飛行した
場合には、全領域に対する現象ありとした領域の割
合に近づく。体積率が等しい場合には捕捉率が大き
いほど精度が良く、捕捉率が等しい場合には体積率
が小さいほど精度が良いので、図の左上にあるほど
精度が高いと言える。比較のために、毎時大気解析
の第一推定値（guess）に使用されているMSMの 2
～4 時間予報値を元に算出された、鉛直ウィンドシ
アーの閾値別の検証結果も示している。
図を見ると、
全ての閾値においてanalysisはguessを上回ってお
り、航空毎時大気解析は第一推定値よりも乱気流と
の対応が良いということが分かる。
検証期間中の並以上の乱気流の気候学的出現率は
約 1.3％であった。航空毎時大気解析で体積率が

（4） まとめ
着氷指数の開発を行い、2008 年 8 月 13 日から国
内航空悪天 GPV での運用を開始した。
これにより、
乱気流や積乱雲と同様に、モデルから算出された指
数に基づく着氷予測が可能となる。（2.5）で述べた
点に留意の上、空域の予報作業に役立ててもらいた
い。
乱気流指数の検証を行い、国内悪天 GPV で算出
している鉛直ウィンドシアーが、Dutton 指数や
Ellrod 指数、リチャードソン数等と比較して同等以
上の精度を持つことを示した。また、乱気流指数を
単独で用いた場合に最も予報スキルが高くなる閾値
を示した。この値を基準とすることで、最適な乱気
流予報が可能となると考える。

3.3.3 航空毎時大気解析
（1） はじめに
航空毎時大気解析は、毎時大気解析のモデル面解
析値から、風、気温、鉛直ウィンドシアーを水平
40km 間隔のポーラーステレオ座標、鉛直 2000ft 間
隔のフライトレベル（以下 FL と記す）面で算出し

3
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図 3.3.15 並以上の乱気流に対する、航空毎時大気解
析（analysis）と第一推定値（guess）の鉛直ウィン
ドシアー（VWS, 単位は kt/1000ft）の閾値別のスキ
ルスコア。

図 3.3.14 並以上の乱気流に対する、航空毎時大気解
析（analysis）と第一推定値（guess）の鉛直ウィン
ドシアーの閾値別の捕捉率（Hit Rate）と体積率
（Volume Rate）。図中の数値の単位は kt/1000ft。

率 と 体 積 率 が ほ ぼ 等 し く な る 値 で あ る 、 13 ～
14kt/1000ft を閾値として用いるのが最適であると
考える。
統計検証により、航空毎時大気解析は第一推定値
である MSM よりも、乱気流と鉛直ウィンドシアー
の対応が良いことを示した。これは毎時大気解析に
よって大気の状態が適切に解析された結果であると
考えられる。引き続き空域の実況監視のための資料
として役立ててもらいたい。

1.3 ％ に な る の は 、 鉛 直 ウ ィ ン ド シ ア ー が 13 ～
14kt/1000ft のときである。図 3.3.15 は並以上の乱
気流に対する鉛直ウィンドシアーの閾値別のスキル
スコアを、analysis と guess について示したもので
ある。analysis でスキルスコアが最大になるのは、
鉛直ウィンドシアーが 13～14kt/1000ft のときであ
り、これは体積率と気候学的出現率が等しくなる値
と 等 しい 。ス キ ルス コア の 最大 値を 比 較す ると
analysis は guess よりも大きくなっており、このこ
とからも航空毎時大気解析が第一推定値と比べて乱
気流との対応が良くなっていることが分かる。図に
は示さないが、エクイタブルスレットスコアで検証
した場合でも同様の結果であった。また、検証の対
象とする高度を FL240 以下とした場合や FL240 以
上とした場合でも、スキルスコアやエクイタブルス
レットスコアが最大となるのは全高度を対象とした
場合とほぼ同じ結果であった（図は省略）。
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（3） まとめと利用上の留意点
毎時大気解析は通常、MSM の 2～4 時間予報を第
一推定値として使用しているため、02, 05, 08, 11,
14, 17, 20, 23UTC では初期値の違いによって前時
刻の解析と不連続になる。また、解析は 3 次元変分
法で行われるため時間方向の連続性はなく、観測の
有無によっても解析結果は不連続になる。これらの
点には留意してもらいたい。現在の航空毎時大気解
析のウィンドシアーと並以上の乱気流とを比較する
場合、スキルスコアやエクイタブルスレットスコア
が最大となり、また並以上の乱気流の気候学的出現
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第４章 トピックス
4.1 Metop-A衛星搭載のサウンダ利用 1
4.1.1 Metop-A について
Metop-Aは欧州初の現業極軌道気象衛星である。
欧 州 気 象 衛 星 開 発 機 構 (EUMETSAT) に よ っ て
2006年10月19日に打ち上げられ、2007年5月15日に
正式運用が開始された。Metop-Aには、従来数値予
報 に 貢 献 し て き た 極 軌 道 衛 星 NOAA と 同 様 に 、
ATOVSが搭載されている。ATOVSとは、鉛直方向
の気温や水蒸気の情報を取得する測器の総称であり、
マイクロ波域で気温の情報を観測するAMSU-A、水
蒸気の情報を観測するAMSU-B（NOAA-15から
NOAA-17 に 搭 載 ） ま た は MHS （ NOAA-18 と
Metop-Aに搭載）
、赤外域で気温や水蒸気の情報を観
測するHIRSで構成されている。AMSU-BとMHSは
観測周波数など一部異なるものの、ほぼ同種の測器
と考えてよい。Metop-Aにはこの他、赤外の超高波
数分解能のチャンネルで気温や水蒸気の情報を観測
するIASI、海上風を観測するASCAT、GPS掩蔽観
測のGRASなど、新型の測器も搭載されている。
現在運用中の全てのNOAA衛星に搭載されてい
るAMSU-Aは、数値予報で非常に重要とされている
測器であるが、NOAA-17については2003年10月に
発生した測器の故障により、データを得ることがで
きなくなっている。このため、数値予報で使用する
AMSU-Aのデータ分布には、長い間隙間が生じてい
た。しかしNOAA-17とほぼ同じ軌道を持つMetop-A
の 運用に 伴い 、この 隙間 が埋め られ 、全球 的な
AMSU-Aの情報を数値予報で利用することができ

図 4.1.1 全球速報解析で利用可能な AMSU-A データの分
布。2008 年 5 月 29 日 12UTC の例。衛星毎に軌道の
色を分けて描画。オレンジ色が Metop-A の軌道を表す。

1
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るようになった。Bormann et al.(2007)は、欧州中
期予報センター(ECMWF)では、Metop-Aの利用に
よりAMSU-Aの隙間が埋められ、南半球の予報精度
が大きく改善したと報告している。図4.1.1は、全球
速報解析で利用可能なAMSU-Aのデータ分布の例
であるが、Metop-Aが他衛星の観測しない領域をカ
バーしていることがわかる。また、NOAA衛星と比
較してMetop-Aデータの入電は早く、安定している。
本節では、2007年度に開始した全球解析とメソ解
析におけるMetop-Aの利用について、簡単に紹介す
る。

4.1.2 全球解析におけるMetop-Aの利用
全 球 解 析 で は 、 2007 年 11 月 21 日 に Metop-A の
AMSU-AとMHSの輝度温度データの利用を開始し
た。NOAA衛星搭載のAMSU-AとMHSについては、
Metop-Aの利用以前から全球解析で利用している
（岡本 2007a）。
Metop-AのAMSU-AとMHSのデータは、2007年2
月7日から気象庁へ入電している。入電開始直後か
らデータの品質調査を実施し、これらのデータの品
質はNOAA衛星搭載の同測器と比較して、同程度か
それ以上に良いことがわかった。
ルーチンに近い仕様の低解像度のシステムを使い、
Metop-AのAMSU-A、MHSの利用に関するインパ
クト実験（1ヶ月強のサイクル実験）を2つの期間に
ついて実施したので紹介する。1つは2007年7月20
日から9月9日まで（検証する予報は2007年8月1日か
ら31日の12UTCの31事例）
、もう1つは2007年12月
20日から2008年2月9日まで（同様に2008年1月1日
から31日の31事例）である。それぞれを夏実験、冬
実験と呼び、Metop-AのAMSU-AとMHSを利用し
ない実験をCNTL、利用した実験をTESTとする。
データ処理手法については、岡本(2007b)を参照さ
れたい。
図4.1.2は、500hPa高度の48時間予報について
CNTL、TESTともに初期値を真値としたときの平
方 根 平 均 二 乗 誤 差 (RMSE) を と り 、 各 格 子 点 の
RMSEの差(CNTL-TEST)を描画したものである。
左図が夏実験、右図が冬実験であり、TESTのRMSE
がCNTLのそれより小さい（図では赤色）ならば
TESTのほうがCNTLより予報成績が良い。両実験
とも南半球を中心に正領域のほうが負領域より広く、
Metop-Aを利用することによって予報精度が改善す
ることが確認できた。なお、500hPa高度場以外の主
要要素についても、予報初期を中心に概ねTESTの
ほうがCNTLより予報成績が良く（図略）、Metop-A
の利用の効果が示された。

図 4.1.2 500hPa 高度の 48 時間予報における対初期値 RMSE の差(CNTL-TEST)。Metop-A の AMSU-A と MHS デー
タを利用しない実験を CNTL、利用した実験を TEST とする。左図は夏実験（2007 年 8 月 1 日から 31 日までの 12UTC
の予報、31 事例）、右図は冬実験（2008 年 1 月 1 日から 31 日までの 12UTC の予報、31 事例）。赤色の領域は、TEST
が CNTL より改善していることを表す。

4.1.2 メソ解析におけるMetop-Aの利用
メ ソ 解 析 で は 、 2008 年 1 月 15 日 に Metop-A の
ATOVSリトリーブデータの利用を開始した。リトリ
ーブデータとは、観測された輝度温度から推定（リ
トリーブ）された、気温や水蒸気の鉛直分布といっ
た物理量データのことである。今までメソ解析では、
米国環境衛星資料情報局(NESDIS)や気象衛星セン
タ ー (MSC) が 作 成 、 配 信 し て い る NOAA衛 星 の
ATOVSリトリーブデータのうち、気温データを利用
してきた。NESDISとMSCではリトリーブデータの
算 出 処 理 で 使 用 す る ATOVS の 測 器 が 異 な り 、
NESDISではAMSU-AとHIRSを使用しているが、
MSCではHIRSのみである。このため、AMSU-Aが
故障しているNOAA-17についてはNESDISからの

配信はなく、MSCからのデータのみである（大和田
2007）。
Metop-AのATOVSリトリーブデータはNESDIS
で作成、配信されているものであり、2007年6月22
日 か ら 気 象 庁 へ 入 電 し て い る 。 NESDIS に よ る
NOAA衛星のATOVSリトリーブデータは、観測点で
推定される雲量（通報値は8分雲量）が0%のものの
み報じられているが、Metop-Aについてはこれに加
え、雲量が13%のものも併せて報じられている。デ
ータの品質を調査したところ、雲量13%のデータの
品質は雲量0%のデータのそれにやや劣ることを確
認したので、雲量0%のデータのみ利用している。図
4.1.3はメソ解析におけるATOVSリトリーブデータ
の分布例である。Metop-AはMSCから配信されてい
るNOAA-17と同じ解析時刻に入電することが多い。
もともとNOAA-17のデータ数が多いため、重複した
領域においてはMetop-Aのインパクトは大きくない
かもしれないが、データ分布の拡充に寄与している
と言える。

4.1.3 まとめと今後の課題
全球解析とメソ解析において、Metop-AのATOVS
データの利用を2007年度に開始した。
第 4.1.1 項 で も 記 し た と お り 、 Metop-A に は
ATOVS以外にも新型の測器が搭載されている。現在、
数値予報課ではルーチン利用に向けこれらのデータ
を取得し、品質調査やデータのインパクト実験を行
っている最中である。例えばECMWFでは、IASIの
利用により500hPa高度の予報精度の改善が得られ
ている(Collard 2008)が、これらの新規データの利
用は今後の数値予報の精度向上の鍵となることは間
違いなく、早期の利用開始に向けて開発を継続して
いきたい。

図 4.1.3 メソ解析で使用された ATOVS リトリーブデー
タ（850hPa の気温）の分布。
2008 年 5 月 26 日 15UTC
の例。衛星毎に色を分けて描画。15UTC の解析時刻
に入電するのは、主に NOAA-17（青色）と Metop-A
（オレンジ色）。
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4.2 全球数値予報モデルの国際比較 1
a. 2008年5月までの北半球500hPa高度予報誤差（2日予報）
30

4.2.1 はじめに
気象庁の全球モデル（GSM）の成績について、世
界の主要数値予報センターと比較しつつ過去 10 数
年の改善状況を振り返ってみる。全球モデルの性能
の評価は目的に応じて適切な指標を選んで行う必要
があるが、ここでは国際的な比較によく用いられる
500hPa 高度と台風進路の予報誤差を取り上げる。
500hPa高度予報誤差は中・高緯度の大規模な大
気の流れの予報精度を示す指標である。世界の数値
予報センターは、世界気象機関（WMO）が定めた
標準検証方法に従って自センターの全球モデルによ
る予報を検証し、その結果を月毎に交換している。
また、台風は大きな災害をもたらす重要な現象であ
ることから、気象庁数値予報課では世界の主要な全
球モデルの台風進路予報誤差の国際検証・比較を担
当し、その結果を世界気候研究計画（WCRP）と
WMO/大気科学委員会（CAS）により設立された数
値実験作業部会（WGNE）に毎年報告している。
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b. 2008年5月までの南半球500hPa高度予報誤差（2日予報）
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4.2.2 500hPa 高度予報
予報成績の良い3つの数値予報センター（欧州中
期予報センターECMWF、英国気象局UKMO、米国
環境予測センターNCEP）と気象庁JMAの全球モデ
ルの1995年以降の成績を示す。北半球（20°N－
90°N）と南半球（20°S－90°S）それぞれの2日予報
と5日予報について、前12ヶ月平均した500hPa高度
予報誤差（平方根平均二乗誤差（RMSE））を図4.2.1
に示す。
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c. 2008年5月までの北半球500hPa高度予報誤差（5日間予報）
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d. 2008年5月までの南半球500hPa高度予報誤差（5日予報）
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(1) 2日予報
気象庁の2日予報の成績は、北半球、南半球とも
に1995年、1998－1999年及び2001年に改善が見ら
れない時期があったが、2002年後半から着実に改善
が図られている（図4.2.1.a,b）。2001年9月に同化手
法を最適内挿法から3次元変分法に更新した直後は
成績が一時的に悪化したが、翌年4月にかけてなさ
れた改良に伴い成績が改善した。変分法への移行を
受けて、2003年から衛星観測輝度温度の直接同化の
開始や新たな衛星データの利用が進み着実な予報誤
差減少が図られた。2003年以降の主な衛星データの
利用状況を表4.2.1に示す。その後、2005年2月には
4次元変分法に移行した。
他センターとの比較では、北半球では2005年に、
南半球では2007年にNCEPの成績に追いついた。世
界のトップをいくECMWFとは開きはあるものの
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図 4.2.1 500hPa 高度の平方根平均二乗誤差（m）の経年
変化（前 12 ヶ月移動平均）。上から順に、a.北半球の 2
日予報、b.南半球の 2 日予報、c.北半球の 5 日予報、d.

1

南半球の 5 日予報の結果。
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2002年頃に拡大していた差を縮めている。
(2) 5日予報
北半球、南半球ともに1995年－1999年の5年間、
改善の停滞や一時的に改悪することがあったが、
2000年以降は着実に予報誤差を減少させている（図
4.2.1.c,d）。1999年以降の全球予報モデルの主な改
良を表4.2.2に示す。1999年の改良は北半球の成績向
上に大きく寄与した。2004－2005年の成績向上には、
予報モデルの改良に加えて衛星データ同化処理の改
良の効果も大きい。2007年11月のモデル更新は北半
球の成績改善に寄与しているが、南半球ではこれま
でのところ明瞭な成績改善が見られない。
他センターとの比較では、北半球では2005年に
NCEPとUKMOに追いついたが、その後両センター
ほどの改善が見られない。南半球も2007年にNCEP
の成績に追いついたがその後の改善が停滞している。
表 4.2.1 主な衛星データの利用状況(2003 年以降)
2003年 5月

QuikSCAT/SeaWinds散乱計データ（新規）

2003年 5月

NOAA/ATOVS輝度温度（新規）

2004年 5月

北極域でのMODIS衛星風（新規）

2004年 9月

南極域でのMODIS衛星風（新規）

2004年12月

NOAA/ATOVS輝度温度（改良）

2005年 3月

Aqua/AMSU-A輝度温度（新規）

2006年 5月

SSM/I、TMI、AMSR-E輝度温度（新規）

2006年 8月

NOAA/ATOVS輝度温度同化（改良）

2006年10月

静止気象衛星の大気追跡風同化（改良）
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4.2.3 台風進路予報
本項では、前述の4つの数値予報センターの全球
モデルの台風進路予報誤差を示す。誤差は、解析と
予報間の台風中心位置の差（距離）である。海域ご
とに比較がなされており、ここでは日本に関係する
北西太平洋（100-180°E、0-60°N）の成績を示す。
図4.2.2は、2日予報と5日予報の年平均進路予報誤差
の3年移動平均である。検証に使用した台風は各セ
ンター共通である。
2日予報では、1996年頃から気象庁の台風予報精
度が世界のトップレベルに並び、その座を現在も維
持している。1996年には計算機の更新に合わせて水
平/鉛直解像度を増やすとともに、台風予報に重要な
積雲対流スキームをはじめ、放射スキーム、同化処
理などで改善が図られた。1998－1999年に予報誤差
が一時的に大きい時期があったものの、着実な減少
傾向が明瞭である。5日予報も予報誤差を年々縮小
し、2002年にはトップのECMWFに並んだ。2005
年以降はECMWFに少し離されているものの引き
続き誤差を減少させている。

年 10 月に利用を中断。GPS 掩蔽データと MTSAT 晴天輝
度温度は 2007 年 11 月の全球モデル更新時に利用を一時

台風進路予報誤差（5日予報）

中断、晴天輝度温度は 2008 年 8 月に利用再開。
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表 4.2.2 全球予報モデルの主な改良(1999 年以降)

図4.2.2 北西太平洋の台風進路予報誤差（km）の経年変
化（3年移動平均）。上段は2日予報、下段は5日予報。

導入他
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4.2.4 まとめ
気象庁の過去10数年の全球モデルの成績改善に
ついて、500hPa高度予報誤差と台風進路予報誤差
の2つの指標をもとに外国の主要センターと比較し
つつ概観した。
気象庁の全球モデルの500hPa高度予報について
は、1995年から2000年にかけて顕著な改善が見られ
ない時期があったが、その後は概ね着実に改善して
いる。この間、データ同化手法の改良、衛星観測デ
ータを主とする観測データ利用の拡充、予報モデル
の改良を着実に積み重ねてきた成果が現れている。
ECMWFを初めとする外国の主要数値予報センタ
ーも着実に改良を進めているため、それらを上回る
ことは容易でないが、2002－2003年に拡大していた
差は最近ではかなり縮まっている。
台風進路予報誤差（北西太平洋）については、着
実に誤差を縮小し、世界トップのECMWFとも肩を
並べる成績を確保している。この予報精度向上を背
景として、来年度から台風5日予報の実施が予定さ
れている。
昨年11月の全球モデルの更新に伴い、北半球では
成績の改善が見られるが、南半球（5日予報）の改
善は停滞気味である。更新後の全球モデルは計算機
資源の使用量が非常に大きいため、新規開発項目の
導入前の試験の機会が限られるなどの制約がある
が、今後高分解能化に対応した観測データ利用の見
直しや新規観測データの利用、またモデルの物理過
程の改良等によりその性能を十分に発揮していき
たいと考えている。
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付録A 数値予報モデルおよびガイダンスの概要一覧表 1
平成 20 年 11 月現在、数値予報課が所掌する数値予報モデルとガイダンスの概要、及び、プロダクトの送信
時刻に関する情報を以下の A.1 から A.3 の表に示す。
A.1 数値予報モデル
A.1.1

全球モデル（GSM）

解像度・予報初期時刻・予報時間
水平解像度

TL959 2 （格子間隔約 20km：0.1875 度)

鉛直層数

60 層（地上から 0.1hPa）

予報初期時刻

00, 06, 12, 18UTC

予報時間

84 時間 （00, 06, 18UTC）
216 時間（12UTC） 3

境界値
土壌温度

予報する（初期値は前回予報値）

土壌水分

予報する（初期値は気候値）

積雪被覆

雪水当量を予報する（初期値は全球積雪深解析を日本域の観測で修正したもの）

海面水温
海氷分布

全球海面水温解析値（海洋気象情報室作成：0.25 度格子）の平年偏差＋季節変動
する気候値
全球海氷密接度解析値（海洋気象情報室作成：0.25 度格子）から作成した海氷分布
の平年偏差＋季節変動する気候値

解析（データ同化）システム
データ同化手法

4 次元変分法

水平解像度

アウターモデル 4 の水平解像度：TL959 2 （格子間隔約20km：0.1875度）
インナーモデル 4 の水平解像度：T159 2 （格子間隔約80km：0.750度）

鉛直層数

60 層（地上から 0.1hPa）

解析時刻

00, 06, 12, 18UTC

同化ウィンドウ

各解析時刻の 3 時間前から 3 時間後

観測の待ち受け時間

速報解析 5 ：2 時間 20 分
サイクル解析 5 ：11 時間 35 分（00, 12 UTC）
5 時間 35 分（06, 18UTC）

台風ボーガス

速報解析、サイクル解析ともに擬似観測型

使用する主な観測データ

ラジオゾンデ、ウィンドプロファイラ、航空機観測（風）、地上観測（気圧 6 、積雪深）、船
舶・ブイ観測（気圧 6 ）、アメダス（積雪深）、衛星観測大気追跡風、衛星鉛直サウンディ
ング観測（輝度温度）、衛星マイクロ波放射計の観測（輝度温度）、衛星観測マイクロ
波散乱計（海上風）、静止気象衛星の晴天輝度温度、オーストラリア気象局のボーガ
ス、台風ボーガス

A.1 小泉 耕、A.2 國次 雅司、A.3 川真田 正宏
Tは三角形波数切断の意味で数字は切断波数を表す。Lは線形格子を使用することを示す。Lが無い場合は二次格子
を示す。
3 ただし、12UTC初期値の予報の配信データは 192 時間予報までの範囲。
4 アウターモデルは第 1 推定値の計算に用いるモデル。インナーモデルは解析修正量を求める計算に用いるモデル。
5 全球解析には予報資料を作成するために行う速報解析と観測データを可能な限り集めて正確な実況把握のために行う
サイクル解析の 2 種類の計算がある。
6 地上観測および船舶・ブイ観測の気温・風・湿度のデータは、2 次元最適内挿法による地上解析値作成に使用される。
ただし、この地上解析値はモデルの初期値としては使われない。
1
2
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A.1.2

台風アンサンブルモデル 7

解像度・予報初期時刻・予報時間
水平解像度

TL319 2 （格子間隔約 60km：0.5625 度)

鉛直層数

60 層（地上から 0.1hPa）

予報初期時刻

00, 06, 12, 18UTC

予報時間

132 時間 （00, 06, 12, 18UTC）

メンバー数

11（10 摂動ラン+コントロールラン）

初期値および摂動作成手法
初期値

高解像度全球モデルの解析値を TL319L60 へ解像度変換したものを利用。

初期摂動作成手法

特異ベクトル（SV）法

SV 計算の対象領域

中緯度域

熱帯擾乱周辺域

20N－60N, 100－180E

初期時刻から 24 時間後の熱帯擾乱の推
定位置を中心とする東西 20 度、南北 10
度の矩形領域（最大 3 領域）

接線形・随伴モデルの解像度

T63L40 2 （格子間隔約 190km：1.875 度）

接線形・随伴モデルの物理過程

初期値化、水平拡散、
鉛直拡散、乱流過程

評価時間

24 時間

摂動の大きさの評価（ノルム）

湿潤トータルエネルギー

初期摂動の振幅

東西風 6m/s または南北風 6m/s を上限値として定数倍する

SV から初期摂動を合成する手法

バリアンスミニマム法

利用する SV の数

計 10 個

（左に加えて）積雲対流過程、
重力波抵抗、長波放射、雲水過程

表中の専門用語については第 1.5 節を参照。また、数値予報課報告・別冊第 55 号（平成 21 年 3 月刊行予定）に詳細な
解説を掲載する。

7

台風アンサンブルモデルは部内の台風進路予報のために利用しており、プロダクトの配信を行っていない。
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A.1.3

週間アンサンブルモデル（第 1.4 節より抜粋）

予報モデル
水平解像度

TL319 2 (格子間隔約 60km：0.5625 度)

鉛直層数

60 層(地上から 0.1hPa)

アンサンブルサイズ

51 メンバー（50 摂動ラン+コントロールラン）

予報時間（初期時刻）

216 時間（12UTC）

初期値および摂動作成手法
初期値

高解像度全球モデルの解析値を TL319L60 へ解像度変換したものを利用。

初期摂動作成手法

特異ベクトル（SV）法

SV 計算の対象領域

北半球領域

熱帯領域

30N－90N

20S－30N

接線形・随伴モデルの解像度

T63L40 2 （格子間隔約 190km：1.875 度）

接線形・随伴モデルの物理過程

初期値化、水平拡散
鉛直拡散、乱流過程

（左に加えて）積雲対流過程、
重力波抵抗、長波放射、雲水過程

評価時間

48 時間

24 時間

摂動の大きさの評価（ノルム）

湿潤トータルエネルギー

初期摂動の振幅

500hPa の高度場の RMS が気候学的変
動量の 12%

SV から初期摂動を合成する手法

バリアンスミニマム法

利用する SV の数

それぞれの領域で 25 個

850hPa の気温場の RMS が気候学的
変動量の 26%

表中の専門用語については第 1.4 節を参照。また、数値予報課報告・別冊第 55 号（平成 21 年 3 月刊行予定）に詳細な
解説を掲載する。
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A.1.4

メソ数値予報モデル（MSM）

解像度・予報初期時刻・予報時間
水平解像度と計算領域

格子間隔：5km 計算領域：3600km×2880km

鉛直層数

50 層（地上から約 22km）

予報時間と予報初期時刻

33 時間（03, 09, 15, 21UTC）
15 時間（00, 06, 12, 18UTC）

境界値
地中温度

予報する（初期値の第 1,2 層は解析システムの前回予報値、第 3,4 層は気候値）

土壌の体積含水率

予報する（初期値は気候値）

積雪被覆

全球積雪深解析を日本域の観測で修正したものの被覆分布を時間変化無しで使用

海面水温

全球海面水温解析値（海洋気象情報室作成：0.25 度格子）に固定

海氷分布

北半球海氷解析値（海洋気象情報室作成：0.1 度格子）に固定

側面境界

GSM 予報値
（00UTC の GSM を 03, 06UTC、06UTC の GSM を 09, 12UTC、12UTC の GSM
を 15, 18UTC、18UTC の GSM を 21, 00UTC の MSM の側面境界として使用。）

解析（データ同化）システム 8

8

データ同化手法

4 次元変分法（2004 年 9 月以前に現業運用していた静力学メソモデルに準拠）

水平解像度

アウターモデル 4 の格子間隔：10km
インナーモデル 4 の格子間隔：20km

鉛直層数

40 層（地上から 10hPa）

解析時刻

00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC（1 日 8 回）

同化ウィンドウ

各解析時刻の 6 時間前から解析時刻

観測の待ち受け時間

50 分

使用する主な観測データ

ラジオゾンデ、ウィンドプロファイラ、航空機観測、地上観測(気圧 6 、積雪深)、解析雨
量 、ドップラーレーダー（ドップラー速 度 ）、船 舶 ・ブイ観測 （気 圧 6 ）、アメダス（積 雪
深）、衛星観測大気追跡風、衛星鉛直サウンディング観測（気温）、衛星マイクロ波放
射計（降水強度と可降水量）、衛星マイクロ波散乱計（海上風）

平成 20 年 9 月時点の仕様。非静力学メソ 4 次元変分法（第 2.3 節）が導入されると一部変更になる。
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A.1.5

毎時大気解析

解像度・予報初期時刻・予報時間
計算領域

3600km×2880km（MSM と同じ）

水平解像度

5km

鉛直層数

50 層（地上から約 22km）

解析時刻

毎正時（1 日 24 回）

解析要素

風・気温

第一推定値

MSM の予報値
（通常 FT=02, 03, 04 を使用する。例えば、00UTC 初期値の MSM 予報値は 02,
03, 04UTC の毎時大気解析の第一推定値になる。）

データ同化手法

3 次元変分法

観測の待受け時間

20 分

使用する主な観測データ
備考

ウィンドプロファイラ、航空機観測、ドップラーレーダー（ドップラー速度）、アメダス、衛
星観測大気追跡風
地上と上空の解析を、修正の相関が 0 として同時に行うが、境界層内については地上
と上空の修正量の線形結合を適用する。また、海岸付近の観測の影響が海上に及ば
ないよう、フィルターを適用している。（第 2.6 節参照）
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A.2 ガイダンス
A.2.1

降水ガイダンス

降水量ガイダンス（MRR）
作成対象

20km 格子

作成方法

カルマンフィルターによる予測降水量を頻度バイアス補正後、降水確率（PoP）で補正

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM（00,06,12,18UTC は 3 時間前の初期値も併用）

予報対象時間

3、6（FT=57 から 75）時間

予報期間と間隔

MRR3：GSM は FT＝6 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM は
03,09,15,21UTC 初期値：FT=3 から FT=33 まで 3 時間間隔
00,06,12,18UTC 初期値：FT=3 から FT=15 まで 3 時間間隔
MRR6：GSM のみ FT=57 から FT=75 まで 6 時間間隔

逐次学習の有無

有り

説明変数 9

モデル予報値
FRR）

層別化処理の対象

作成対象 11 、予報時間（GSMは 12 時間、MSMは 3 時間区切り）

備考

頻度バイアス補正の閾値は 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 80mm/3h を使用。
MRR6 は、MRR3 の 2 時刻分積算により作成。
MSM/降水短時間予報ガイダンスは記載を省略している。

10

（ NW85 、 NE85 、 SSI 、 PCWV 、 QWX 、 EHQ 、 OGES 、 DXQV 、

PoP補正を行っているため、PoP作成時に使用する説明変数の影響も被る。PoPの説明変数を参照。
降水ガイダンスに使用する説明変数は以下のもの
NW85： 850hPa の北西成分の風速
NE85： 850hPa の北東成分の風速
SSI： ショワルターの安定指数
PCWV： 可降水量×850hPa 風速×850hPa 上昇流
QWX： Σ（上昇流×比湿×湿度×層厚） Σは各層の和を示す（以下同じ）
EHQ： Σ（基準湿度からの超過分×比湿×湿潤層の厚さ） 湿潤層は基準湿度（気温で変化）を超える層（以下同じ）
OGES： 地形性上昇流×比湿×湿潤層の厚さ
DXQV： 冬型降水の指数 「風向別降水率×850hPa の風速×（海面と下層温位の飽和比湿差）」
FRR： モデル降水量予報値
RH85： 850hPa 相対湿度
NW50： 500hPa の北西成分の風速
NE50： 500hPa の北東成分の風速
ESHS: Σ（比湿×湿潤層の厚さ）／Σ飽和比湿
HOGR： 地形性上昇流×相対湿度
CFRR： モデル降水量予報値の変換値 「FRR ２ ／（FRR 2 +2）」
D850： 850hPa 風向
W850： 850hPa 風速
OGR： 地形性上昇流×比湿
10Q4： 1000hPa の比湿と 400hPa の飽和比湿の差
DWL： 湿潤層の厚さ
11 表中第一欄に表記した語を意味する。
9

10
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降水確率ガイダンス（PoP）
作成対象

20km 格子

作成方法

カルマンフィルター

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間
予報期間と間隔

6 時間
GSM：FT=9 から FT=81 まで 6 時間間隔
MSM：
03,09,15,21UTC 初期値：FT=6 から FT=30 まで 6 時間間隔
00,06,12,18UTC 初期値：FT=9 から FT=15 まで 6 時間間隔

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予 報 値 （NW85、NE85、RH85、NW50、NE50、 ESHS、HOGR、DXQV、
CFRR）

層別化処理の対象

作成対象、予報時間（GSM は 12 時間、MSM は 3 時間区切り）

最大降水量ガイダンス（MAXP）
作成対象

二次細分区域

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間層はシグモイド関数 12 、出力層は一次関数を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM（00,06,12,18UTC は 3 時間前の初期値も併用）

予報対象時間

3 時間（１,3 時間最大）、24 時間

予報期間と間隔

GSM：FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔
（1,3,24 時間最大とも、24 時間最大の FT=24 までは、計算開始時刻以前の解析雨量
も利用する。）
MSM：
03,09,15,21UTC 初期値：FT=3 から FT=33 まで 3 時間間隔
00,06,12,18UTC 初期値：FT=3 から FT=15 まで 3 時間間隔
（1,3,24 時間最大とも、24 時間最大の FT=21 までは、計算開始時刻以前の解析雨量
も利用する。）

逐次学習の有無

なし（係数は年 1 回、細分区域の変更時に更新）

説明変数

モデル予報値 （D850、W850、SSI、OGR、10Q4、DWL）とMRR

層別化処理の対象

作成対象、平均降水量

備考

比率（最大降水量／平均降水量）を予想する。
MSM／降水短時間予報ガイダンスは省略している。

12

1／（1+e -ax ）と表される関数
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大雨確率ガイダンス
作成対象

二次細分区域

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間層は双曲線関数 13 、出力層は一次関数を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と間隔

FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（850,500hPa風速の東西・南北成分、925,850,700hPaの上昇流（ω）
の最大値、10Q4 、湿潤層の厚さ×比湿、OGR 、ブラックボックス指数 14 ）

層別化処理の対象

作成対象 、対象とする確率：30mm/3h（4～9 月）、20mm/3h（10～3 月）

雪水比ガイダンス
作成対象

20km 格子

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間層はシグモイド関数 、出力層は一次関数を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と間隔

FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔

逐次学習の有無

なし

説明変数

モデル予報値（地上・925・850・700・500hPaの気温、地上・925・850・700hPaの相対
湿 度 、850・ 700・500hPaの高 度 、925・ 850･700･ 500hPaの風 向 ・風 速 、925･850･
700hPaの上昇流、「地上-850hPa」･「925-700hPa」のSSI 、地形性上昇流に関する因
子、前 3 時間降水量、地上気圧）

層別化処理の対象

なし（2001 年 12 月から 2002 年 3 月のデータを用いて一括学習）

備考

全格子で同じニューラルネット係数を使用。

降雪量地点ガイダンス
作成対象

主に積雪深計設置のアメダス 236 地点

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間、出力ともシグモイド関数 を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM

予報対象時間

12 時間

予報期間と間隔

FT=24 から FT=72 まで 12 時間間隔

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上・900・850・700・500hPaの気温、地上・900・850・700hPaの相対
湿度、700・500hPaの高度、900・850･700･500hPaの風向、900・850･700･500hPa
の風速、「海面水温-900hPaの気温」、900･850･700hPaの上昇流、「地上-850hPa」･
「900-700hPa」のSSI 10 、地形性降水指数、降水量、地上気圧、気温で層別化した雪
水比にモデル降水量を乗じた降雪量）

層別化処理の対象

作成対象 、予報時間（FT=48 までとFT=72 まで）

備考

前 12 時間降雪量を目的変数とする。

13
14

（e x -e -x ）／（e x +e -x ）と表される関数
p
p u 2 (q − q ) 2 + v 2 (q − q ) 2 dp で表される量。pは気圧、p l は下層の気圧、p h は上層の気圧、uは風速の東西成分、vは

∫

pl

h

s

s

風速の南北成分、qは比湿、q s はp h における飽和比湿。
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A.2.2

気温ガイダンス

時系列気温ガイダンス
作成対象

アメダス地点、国内 76 空港（MSM のみ）

作成方法

カルマンフィルター

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間

毎正時

予報期間と間隔

GSM：FT=3 から FT=75 まで１時間間隔
MSM：FT=1 から FT=33 まで 1 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上の西・東・南・北風成分、地上風速、地上気温、中・下層雲量）

層別化処理の対象

作成対象 、予報対象時間 11

最高・最低気温ガイダンス
作成対象

アメダス地点、国内 76 空港（MSM のみ）

作成方法

カルマンフィルター

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間

９時間（最低気温 15-00UTC、最高気温 00-09UTC）

予報期間（対象要素）

GSM ガイダンス
00UTC：当日最高、翌日・翌々日の最高・最低、3 日後最低
06UTC：翌日・翌々日・3 日後の最高・最低
12UTC：翌日・翌々日・3 日後の最高・最低
18UTC：当日最高、翌日・翌々日の最高・最低、3 日後最低
MSM ガイダンス
03UTC：翌日最高・最低
09UTC：翌日最高・最低
15UTC：当日最高、翌日最低
21UTC：当日最高、翌日最低

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上の西・東・南・北風成分、地上風速、地上気温、中・下層雲量）

層別化処理の対象

作成対象 、予報対象要素（最高気温・最低気温）
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A.2.3

風ガイダンス

定時風ガイダンス
作成対象

アメダス地点、国内 76 空港

作成方法

カルマンフィルター＋風速の頻度バイアス補正

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間

毎正時、00UTC から 3 時間毎正時

予報期間と間隔

アメダス地点（GSM pwg3i）：FT=3 から FT=84 まで 3 時間間隔
航空官署（MSM awm1i）：FT=2 から FT=33 まで１時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上東西風速・南北風速）

層別化処理の対象

作成対象 、予報対象時刻（１、3 時間ごと１日分）、風速（弱・中・強の 3 層）

最大風速ガイダンス
作成対象

アメダス地点、国内 76 空港

作成方法

カルマンフィルター＋風速の頻度バイアス補正

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間

1 時間（航空）、3 時間（一般）

予報期間と間隔

アメダス地点：GSM（pwg3x）は FT=3 から FT=84 まで 3 時間間隔、MSM （pwm3x）
は FT=3 から FT=33 まで 3 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）
航空官署（MSM awm1x）：FT=2 から FT=33 まで１時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上東西風速・南北風速）

層別化処理の対象

作成対象 、予報対象時刻（１、3 時間ごと１日分）、風速（弱・中・強の 3 層）

116

A.2.4

天気ガイダンス

作成対象

20km 格子（20kmGSM）、国内 76 空港（MSM）

作成方法

GSM：ニューラルネットによる日照率＋雨雪判別＋フローチャート
MSM（航空官署）：お天気マップ方式

作成対象とするモデル

20kmGSM, MSM

予報対象時間

1 時間（MSM）、3 時間（GSM）、6 時間（GSM：FT=57 から 75）

予報期間と間隔
逐次学習の有無

説明変数

GSM：FT=6 から FT=75 まで 3 時間間隔、FT=57 から FT=75 まで 6 時間間隔
MSM：FT=2 から FT=33 まで 1 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）
有り（日照率推定。3 月 31 日と 9 月 30 日の係数切替前にも、30 日間の事前学習を行
う。）
GSM は、モデル予報値
日照率推定：モデル出力（1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300hPa の相対湿度、6 時
間降水量、850hPa と 500hPa の気温差）
雨雪判別：降水量ガイダンス、気温ガイダンス、モデル出力（850hPa 気温、地上気温、地
上相対湿度）
フローチャート：降水量ガイダンス、モデル出力（降水量）、日照率推定
MSM は、
モデル出力（降水量・上中下層雲量・地上気温・地上湿度・850hPa 気温）

層別化処理の対象

日照率推定：作成対象 、夏期、冬期（4～9 月、10～3 月）

備考

日照率の推定用に地点（気象官署・アメダス）毎の予想を用いる。地点のない範囲は 11
中枢官署の係数の平均を日照率の推定に使う。
MSM は、お天気マップ方式だがモデル降水量から弱・並・強の降水強度も予測。雨雪判
別に気温ガイダンスを利用。
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A.2.5

発雷確率ガイダンス

GSM 発雷確率ガイダンス
作成対象

二次細分区域

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間層はシグモイド関数 、出力層は一次関数を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と予報間隔

FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔

逐次学習の有無

なし

説明変数

モデル予 報 値 （SSI925-700、SSI900-300、SSI700-300、EPT700、700hPa-500hPa
の鉛直シアー、持ち上げ高度 925hPaのCAPE、K-index 、Total Totals 、バルクリチャ
ードソン数、地上～900hPaの可降水量、950～500hPaの上昇流（ω）の平均値）、2km
メッシュ地形データから求めた標高

層別化処理の対象

-10℃高度 （3km 未満、 3-4km、 4km 以上）

備考

東京電力 LPATS（関東中部領域）から RSM を使って全国一律の係数を作成。

MSM 発雷確率ガイダンス
作成対象

20km 格子

作成方法

ロジスティック回帰 15

作成対象とするモデル

MSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と間隔

FT=6 から FT=33 まで 3 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

なし（2004 年 4 月～2008 年 3 月で係数作成）

説明変数
層別化処理の対象
備考

15
16

モデル予報値（SSIなど 16 個の仮予測因子の中から格子毎に異なる最大 5 個の説明変
数を選択） 16
作成対象 、予報時間（FT=6-9,12-15,18-33 の 3 段階）、-10℃高度（3km未満、3-5km、
5km以上の場合 06-12UTCとそれ以外）
LIDEN を目視観測やレーダー観測等を使って品質管理した発雷データベースを使って
格子毎の係数を作成。最大 8 初期値前までのガイダンスで LAF アンサンブルを行う。

目的変数が 0,1 の二値データの場合に適している。確率ｐとしてln（p/（1-p））を目的変数とした線形重回帰を行う。
MSM発雷確率ガイダンスの説明変数候補(仮予測因子)は以下１６個のもの。上から最も有効と判断された順。
SSI： ショワルターの安定指数
SSI（925-700）： 925-700hPa で計算した SSI
CAPE： 対流有効位置エネルギー（925hPa から持ち上げ）
LNB： 浮力がなくなる高度（925hPa から持ち上げ）
Total Totals： T850+TD850-2･T500 T は気温、TD は露点温度（以下同じ）
925 と 700hPa の相当温位の差（対流不安定）
K-index： T850+TD850-T700+TD700-T500
925,850,700,600,500hPa の平均上昇流
CIN： 対流抑止エネルギー（925hPa から持ち上げ）
500hPa の渦度（200km 平均）
925hPa の相当温位傾度と風の内積
925hPa の比湿
850 と 500hPa の鉛直シアー
925hPa の比湿×風の収束
925hPa の風の収束
-10℃高度
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A.2.6

最小湿度ガイダンス

作成対象

気象官署

作成方法

ニューラルネット（3 層：中間層はシグモイド関数 、出力層は一次関数を使用。）

作成対象とするモデル

20kmGSM

予報対象時間

24 時間（15-15UTC）

予報期間と間隔

00UTC：翌日、翌々日
06UTC：翌日、翌々日、3 日後
12UTC：翌日、翌々日、3 日後
18UTC：翌日、翌々日

逐次学習の有無

有り（3 月 31 日と 9 月 30 日の係数切替前にも、30 日間の事前学習を行う。）

説明変数

モデル予 報 値 （地 上 気 温 、850hPa 風 速 、1000,925,850hPa 平 均 相 対 湿 度 、
1000-700hPa 気温減率、地上最高気温、地上最高気温出現時の比湿、925hPa
最高気温出現時の比湿、地上最小比湿、地上,1000,925,850,700,500hPa の日
平均相対湿度、地上最小湿度）

層別化処理の対象

作成対象 、夏期、冬期（4～9 月、10～3 月）

A.2.7

お天気マップ

作成対象

20km 格子（20kmGSM）、5km 格子（MSM）

作成方法

フローチャート 17

作成対象とするモデル

20kmGSM、MSM

予報対象時間

3 時間毎正時（GSM）、毎正時（MSM）

予報期間と間隔

GSM：FT=3 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM：FT=3 から FT=33 まで 1 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

なし

説明変数

モデル予報値（地上気温、地上湿度、850hPa 気温、降水量、下層・中層・上層雲量）

層別化処理の対象

なし

備考

降水の有無の閾値については MSM と GSM で値が異なる。
MSM 天気ガイダンス（航空官署）は、お天気マップ方式であるが判別閾値が異なる。

17

詳細は平成 19 年度数値予報研修テキスト第 3.9 節を参照のこと。
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A.2.8

視程ガイダンス

作成対象

国内 76 空港

作成方法

カルマンフィルター＋頻度バイアス補正

作成対象とするモデル

MSM

予報対象時間

1 時間（視程）、3 時間（視程確率）

予報期間と間隔

視程：FT=2 から FT=33 まで 1 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）
視程確率：FT=6 から FT33 まで 3 時間間隔

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（地上相対湿度、地上気温、地上風速、降水量）

層別化処理の対象

作成対象 、天気（無降水、雨、雪）、予報対象時刻（3 時間ごと１日分、無降水のみ）

備考

視程は前 1 時間の最小視程および平均視程を予想する。
視程確率は前 3 時間に視程が 5km および 1.6km 未満となる確率を予想する。

A.2.9

雲ガイダンス

作成対象

国内 76 空港

作成方法

ニューラルネット（3 層：シグモイド関数 ）＋頻度バイアス補正

作成対象とするモデル

MSM

予報対象時間

1 時間

予報期間と間隔

FT=2 から FT=33 まで 1 時間間隔（1 日 4 回は FT=15 まで）

逐次学習の有無

有り

説明変数

モデル予報値（モデル面湿度、降水量、925hPa と地上の平均気温減率）

層別化処理の対象

作成対象 、予報対象時刻（1 時間ごと１日分）

備考

ニューラルネットで空港上空の 38 層の雲量を求め、それを下から検索することによって 3
層の雲層を抽出し、配信している。
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A.3 プロダクトの送信時刻
数値予報ルーチンでは、作成したプロダクトを先ず庁内に向け送信し、その後直ちに気象事業者など部外
に向けて送信する。多くの場合、NAPS から両者への送信時刻の差は数分以内である。送信終了時刻の例を
表 A.3.1 に示す。なお、解析や予報の計算時間が日々変化するため、送信時刻も日々変動することに留意さ
れたい。
また、気象庁予報部発の文書「配信に関する技術資料（気象編）第 269 号」（平成 19 年 9 月 27 日）
及び「お知らせ（配信に関する技術資料（気象編）第 205 号関連）」（平成 18 年 2 月 6 日）により、気象事業
者等へ数値予報プロダクトの送信時刻を周知している。その概要を表 A.3.2 に示す。
A.3.1 数値予報ルーチンの送信終了時刻の例 （平成 20 年 8 月 15 日）
プロダクトの種類

全球数値予報モデル

台風アンサンブルモデル

送信終了時刻
0346
0946
1545
1829
2145

00UTC
06UTC
12UTC
延長プロダクト１２UTC
18UTC
00/06/12/18 UTC

週間アンサンブルモデル

12UTC

メソ数値予報モデル

00/03/06/09 UTC
12/15/18/21 UTC

毎時大気解析

毎時

降水短時間予報

30 分毎

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

配信なし （本庁内利用のみ）
1956 UTC
0208/ 0528/ 0808/ 1128 UTC
1408/ 1728/ 2008/ 2328 UTC
毎時 26 分～27 分
毎時 20～22 分、50～51 分

A.3.2 部外に周知した送信時刻 （平成 20 年 8 月現在）
送信時刻 18

プロダクトの種類
全球数値予報モデル
（GPV、ガイダンス、FAX）
週間アンサンブルモデル
（GPV、ガイダンス、FAX）
メソ数値予報モデル
（GPV、ガイダンス、FAX 19 ）

00/06/12/18 UTC
12
UTC
12

UTC

00/06/12/18 UTC
03/09/15/21 UTC

0～ 84 時間予報
90～192 時間予報

初期時刻 ＋4 時間以内
初期時刻 ＋7 時間以内

2000 UTC までに配信
初期時刻 ＋2 時間 10 分以内
初期時刻 ＋2 時間 30 分以内 20

（補足）前日の送信時刻から 30 分以上の遅延又は遅延が見込まれる場合に連絡報を発信する。

18
19
20

気象業務支援センターへの配信が終了する時刻である。
国内航空路 6/12 時間予想断面図、国内悪天 12 時間予想図を作成している。
現状、西日本アデスへの転送が時刻までに完了していない。
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付録B 数値予報研修テキストで用いた表記と統計
的な指標 1

それ以外を分離して、

RMSE 2 = ME 2 + σ e

本テキストで使用した表記と統計的な指標などにつ
いて以下に説明する。

2

σe =

1
N

2

N

∑ ( x − a − ME)
i

i =1

2

i

B.1 研修テキストで用いた表記について

と表すことができる。 σ e はランダム誤差である。

B.1.1 時刻の表記について
研修テキストでは、時刻を表記する際に、通常国内で
用いられている日本標準時（Japan Standard Time、
JST）の他に、協定世界時（Coordinated Universal
Time、UTC）を用いている。
数値予報では国際的な観測データの交換やプロダク
トの利用等の利便を考慮して、時刻は UTC で表記され
ることが多い。JST は UTC に対して 9 時間進んでいる。

B.2.2 アノマリー相関係数 （第 1.4 節で利用）
ア ノ マ リ ー 相 関 係 数 （ Anomaly Correlation
Coefficient、ACC）とは予報値の基準値からの偏差（ア
ノマリー）と実況値の基準値からの偏差との相関係数で
あり、次式で定義される。
N

ACC ≡

RMSE ≡

i =1

i

Ai = ai − ci , A =

− X ) 2 ∑ ( Ai − A ) 2
i =1

1
N

N

∑X
i =1

i

1 N
∑ Ai
N i =1

である。ここで、 N は標本数、 x i は予報値、 a i は実況
値、 c i は基準値である。第 1.4 節では基準値として気候
値（複数年のデータを使った平均値）を用いている。ア
ノマリー相関は予報と実況の基準値からの偏差の相関
を示し、基準値からの偏差の増減のパターンが一致し
ている場合には最大値の 1 をとり、逆に全くパターンが
反転している場合には最小値の‐1 をとる。

B.2.3 スプレッド （第 1.4 節、第 1.5 節で利用）
アンサンブル予報のメンバーの広がりを示す指標で
あり、次式で定義する。
1 N ⎛ 1
∑⎜
N i =1 ⎜⎝ M

スプレッド ≡

2

i

M

∑ (x
m =1

mi

⎞
− xi ) 2 ⎟⎟
⎠

ここで、 M はアンサンブル予報のメンバー数、 N は標
本数、 xmi は m 番目のメンバーの予報値、 x i は

ここで、 N は標本数、 x i は予報値、 a i は実況値であ
る（実況値は客観解析値、初期値や観測値が利用され
ることが多い）。ME は予報値の実況値からの偏りの平
均である。また、RMSE は最小値 0 に近いほど予報が
実況に近いことを示す。なお、RMSE は ME の寄与と
1

N

i

X i = xi − ci , X =

( xi − ai )
∑
i =1

∑ (x − a )

− X )( Ai − A )

ただし、

N

N

i

（ −1 ≤ ACC ≤ 1 ）

B.2.1 平均誤差、平方根平均二乗誤差、誤差の標
準偏差 （テキスト内で利用多数）
予報誤差を表す基本的な指標として平均誤差
（Mean Error、ME、バイアスと表記した節もある）と平
方 根 平 均 二 乗 誤 差 （ Root Mean Square Error 、
RMSE）がある。これらは次式で定義される。

1
N

N

i =1

B.2 検証に用いた基本的な指標

1
N

i =1

∑ (X

B.1.2 予報時間について
数値予報では、統計的な検証や事例検証の結果を
示す際に、予報対象時刻の他に、初期時刻からの経過
時間を予報時間（Forecast Time-period、FT）として
表記している。
このテキストでは、予報時間を
「予報時間」 = 「予報対象時刻」－「初期時刻」
で定義し、例えば、6 時間予報の場合、FT=6 と表記し
ており、時間の単位（h）を省略している。

ME ≡

∑ (X

xi ≡

1
M

M

∑x
m =1

mi

で定義されるアンサンブル平均である。

坂本 雅巳（平成 20 年度数値予報研修テキスト編集担当）
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B.3 カテゴリー検証で用いた指標など
カテゴリー検証では、まず、対象となる現象の「あり」、
「なし」を判定する基準に基づいて予報と実況それぞれ
における現象の有無を判定し、その結果により標本を分
類する。そして、それぞれのカテゴリーに分類された事
例数をもとに予報の特性を検証する。

B.3.5 捕捉率 (第 3.1 節、第 3.3 節で利用)
FO
捕捉率 ≡
（0 ≤ 捕捉率 ≤ 1）
M
捕捉率は、実況「現象あり」であったときに予報が適
中した割合である。最大値 1 に近いほど見逃しが少な
いことを示す。ROC 曲線（第 B.4.5 項）のプロットに用い
られ、この場合一般に Hit Rate と記される。

B.3.1 分割表（第 1.1 節で利用）
分割表はカテゴリー検証においてそれぞれのカテゴ
リーに分類された事例数を示す表である（表 B.3.1）。各
スコアは、表 B.3.1 に示される各区分の事例数を用いて
定義される。
また、以下では全事例数を N = FO + FX + XO + XX 、
実況「現象あり」の事例数を M = FO + XO 、実況「現象
なし」の事例数を X = FX + XX で表す。
表 B.3.1 分割表。FO、FX、XO、XX はそれぞれの頻
度数を表す。
実況
計
あり
なし
予報

あり

FO

FX

FO+FX

なし

XO
M

XX
X

XO+XX
N

計

B.3.6 誤検出率 (第 3.7 節で利用)
誤検出率（False Alarm Rate）は実況「現象なし」で
あったときに予報が外れた割合であり、第 B.3.3 項の空
振り率とは分母が異なる。
FX
Fr ≡
（ 0 ≤ Fr ≤ 1 ）
X
最小値 0 に近いほど空振りの予報が少なく予報の精
度が高いことを示す。ROC 曲線（第 B.4.5 項）のプロット
に用いられる。
B.3.7 バイアススコア (利用多数)
バイアススコア(Bias Score、BI)は実況「現象あり」の
事例数に対する予報「現象あり」の事例数の比であり、
次式で定義される。
BI ≡

FO + XX
N

（0 ≤ 適中率 ≤ 1）

適中率は予報が適中した割合である。最大値 1 に近
いほど予報の精度が高いことを示す。

FX
FO + FX

FO + FX
N
体積率が等しければ捕捉率（第 B.3.5 項）が大きいほ
ど良い予報（見逃しが少ない）であり、捕捉率が等しけ
れば体積率が小さいほど良い予報（空振りが少ない）で
ある。
体積率 ≡

（0 ≤ 空振り率 ≤ 1）

空振り率は、予報「現象あり」の事例数に対する空振
り（予報「現象あり」、実況「現象なし」）の割合である。最
小値 0 に近いほど空振りが少ないことを示す。このテキ
ストでは分母を FO + FX としているが、代わりに N とし
て定義する場合もある。

B.3.9 気候学的出現率 （第 3.3 節で利用）
現象の気候学的出現率 Pc は標本から見積もられる
現象の平均的な出現確率であり、次式で定義される。

B.3.4 見逃し率 (第 2.1 節で利用)
XO
見逃し率 ≡
（0 ≤ 見逃し率 ≤ 1）
M
見逃し率は、実況「現象あり」の事例数
（ M = FO + XO ）に対する見逃し（実況「現象あり」、予
報「現象なし」）の割合 2 である。最小値 0 に近いほど見
逃しが少ないことを示す。
2

（ 0 ≤ BI ）

B.3.8 体積率 (第 3.3 節で利用)
体積率は全事例数に対する予報の「現象あり」の割
合である。

B.3.3 空振り率 （第 2.1 節、第 3.1 節で利用）
空振り率 ≡

M

予報と実況で「現象あり」の事例数が一致する場合 1
となる。1 より大きいほど予報の「現象あり」の頻度過大、
1 より小さいほど予報の「現象あり」の頻度過小である。

B.3.2 適中率 （第 3.1 節、第 3.2 節で利用）
適中率 ≡

FO + FX

M
N
この量は実況のみから決まり、予報の精度にはよらな
い。予報の精度を評価する基準を設定する際にしばし
ば用いられる。
Pc ≡

分母を M とする代わりに、 N として定義する場合もある。

123

FO + FX 回（すなわち、「なし」を残りの XO + XX 回）ラ
ンダムに予報した場合（ランダム予報）の適中事例数で
ある。最大値 1 に近いほど予報の精度が高いことを示す。
ラ ン ダ ム 予 報 で 0 と な る 。 ま た 、 FO = XX = 0 、
FX = XO = N / 2 の場合に最小値‐1 をとる。

B.3.10 スレットスコア (利用多数)
スレットスコア（Threat Score、TS）は予報、または、
実況で「現象あり」の場合の予報適中事例数に着目して
予報精度を評価する指標であり、次式で定義される。
TS ≡

FO
FO + FX + XO

( 0 ≤ TS ≤ 1 )

出 現 頻 度 の 低 い 現 象 （ N >> M 、 従 っ て 、
XX >> FO, FX , XO となって、予報「現象なし」による寄
与だけで適中率が１になる現象）について XX の影響を
除いて検証するのに有効である。最大値 1 に近いほど
予報の精度が高いことを示す。なお、スレットスコアは現
象の気候学的出現率の影響を受けやすく、例えば異な
る環境下で行われた予報の精度比較には適さない。こ
の問題を緩和するため次項のエクイタブルスレットスコ
アなどが考案されている。

B.3.13 n×n 分割表とスコア （第 3.1 節で利用）
表 B.3.1 の分割表では、事象を 3 個以上のカテゴリ
ーに分類する場合に対応できない。このとき、カテゴリ
ーの個数が n であれば、表 B.3.1 を n×n の分割表に
拡張したものを使用する（表 B.3.2）。例えば、天気予報
を「晴れ」、「曇り」、「降水あり」の 3 つのカテゴリーに分
類して評価する場合は、3×3 分割表（n=3）を用いる。
全事例数を
n

B.3.11 エクイタブルスレットスコア （利用多数）
エクイタブルスレットスコア（Equitable Threat Score、
ETS）は気候学的な確率で「現象あり」が適中した頻度
を除いて求めたスレットスコアであり、次式で定義される
（Schaefer 1990）。
ETS ≡

FO − S f
FO + FX + XO − S f

（−

1
≤ ETS ≤ 1 ）
3

n

∑ FO
i =1

i

i

Nn

実況

M
N

である。ここで、 Pc は現象の気候学的出現率（第 B.3.9
項）、 S f は「現象あり」をランダムに FO + FX 回予報し
た場合（ランダム予報）の「現象あり」の適中事例数であ
る。最大値 1 に近いほど予報の精度が高いことを示す。
ラ ン ダ ム 予 報 で 0 と な る 。 ま た 、 FO = XX = 0 、
FX = XO = N / 2 の場合に最小値‐1/3 をとる。

予報

O1

O2

...

On

F1

F1O1
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…

F1On

F2
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…
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…

…

…

…

…

Fn

FnO1

FnO2

…

FnOn

B.4 確率予報に関する指標など

B.3.12 スキルスコア （第 3.3 節で利用）
スキルスコア（Skill Score、Heidke Skill Score）は
気候学的な確率で「現象あり」および「現象なし」が適中
した頻度を除いて求める適中率であり、次式で定義され
る。

B.4.1 ブライアスコア （第 3.1 節で利用）
ブライアスコア（ Brier Score 、 BS ）は確率予報の統
計検証の基本的指標である。ある現象の出現確率を対
象とする予報について、次式で定義される。

（ −1 ≤ Skill ≤ 1 ）

BS =

S = Pmc ( FO + FX ) + Pxc ( XO + XX ) ,
Pm c =

とすると、第 3.1.4 項で利用されている適中率（第 B.3.2
項）は、n×n 分割表の場合以下のようになる。

表B.3.2 n×n分割表。FiOjはそれぞれの事例数を表す。

S f = Pc ( FO + FX ) , Pc =

FO + XX − S
N −S
ただし、

j =1 i =1

適中率（n × n） ≡

ただし、

Skill ≡

n

N n = ∑ ∑ Fi O j

1
N

N

∑(p
i =1

i

− ai ) 2

（ 0 ≤ BS ≤ 1 ）

ここで、 p i は確率予報値（0 から 1）、 a i は実況値（現
象ありで 1、なしで 0）、 N は標本数である。 BS は完全
に適中する決定論的な（ p i =0 または 1 の）予報（完全
予報と呼ばれる）で最小値 0 をとり、0 に近いほど予報の
精度が高いことを示す。また、現象の気候学的出現率

M
X
, Px c =
N
N

である。ここで、 Pm c は「現象あり」、 Px c は「現象なし」
の気候学的出現率（第 B.3.9 項）、 S は現象の「あり」を
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Pc = M / N （第 B.3.9 項）を常に確率予報値とする予報
（気候値予報と呼ばれる）のブライアスコア BS c は

不確実性 =

BSc = Pc (1 − Pc )

M ⎛ M⎞
⎜1 − ⎟
N ⎝
N⎠

信頼度は確率予報値（ p l ）と実況での現象出現相対
頻度（ M l / N l ）が一致すれば最小値 0 となる。分離度は
確率予報値に対応する実況での現象の出現相対頻度
（ M l / N l ）が気候学的出現率（ Pc = M / N ）から離れて
いるほど大きい値をとる。不確実性は現象の気候学出
現率が Pc =0.5 の場合に最大値 0.25 をとる。この項は
実況のみによって決まり、予報の手法にはよらない。ま
た、不確実性= BS c が成り立つ。これらを用いてブライア
スキルスコアを次のように書くことができる。
分離度 − 信頼度
BSS =
不確実性

となる。ブライアスコアは現象の気候学的出現率の影響
を受けるため、異なる標本や出現率の異なる現象に対
する予報の精度を比較するのには適さない。例えば上
の BS c は Pc 依存性を持ち、同じ予報手法（ここでは気
候値予報）に対しても Pc の値に応じて異なる値をとる
（Stanski et al. 1989）。次項のブライアスキルスコアは
この問題を緩和するため気候値予報を基準にとり、そこ
からのブライアスコアの変化によって予報精度を評価す
る。

B.4.2 ブライアスキルスコア (第 1.4 節、第 3.1 節、第 3.2
B.4.4 確率値別出現率図 （第 3.1 節、第 3.2 節で利用）
確 率 値 別 出 現 率 図 （ Reliability Diagram 、
Attributes Diagram とも呼ばれる）は、予報された現
象出現確率 Pfcst を横軸に、実況で現象が出現した相対
頻度 Pobs を縦軸にとり、確率予報の特性を示した図であ
る（図 B.4.1 参照、Wilks（2006） などに詳しい）。一般
に、確率予報の特性は確率値別出現率図上で曲線とし
て 表 さ れ る 。 こ の 曲 線 を 信 頼 度 曲 線 （ Reliability
curve）と呼ぶ。
信頼度曲線の特性は、 Murphy の分解（第 B.4.3
項）の信頼度、分離度と関連付けることができる。横軸
Pfcst の各値について、信頼度（あるいは分離度）への寄

節で利用)

ブライアスキルスコア（Brier Skill Score、BSS）はブ
ライアスコアに基づいた指標であり、気候値予報を基準
とした予報の改善の度合いを示す。ブライアスコア BS 、
気候値予報によるブライアスコア BS c を用いて
BSS ≡

BSc − BS
BSc

（ BSS ≤ 1 ）

で定義される。完全予報で 1、気候値予報で 0、気候値
予報より誤差が大きいと負となる。

B.4.3 Murphy の分解
Murphy（1973）は、ブライアスコアと予報の特性との
関連を理解しやすくするため、ブライアスコアを信頼度
（ reliability ） 、 分 離 度 （ resolution ） 、 不 確 実 性
（uncertainty）の 3 つの項に分解した。これを Murphy
の分解と呼ぶ（高野（2002）などに詳しい）。
確率予報において、確率予報値を L 個の区間に分
け、標本を確率予報値の属する区間に応じて分類する
ことを考える。確率予報値が l 番目の区間に属する標本
数を N l （ N = ∑ lL=1 N l ）、このうち実況が「現象あり」であ
った事例数を M l （ M = ∑lL=1 M l ）とすると、Murphy の
分解によりブライアスコアは以下のように表される（確率
予報値の l 番目の区間の区間代表値を p l とする）。
BS = 信頼度－分離度+不確実性
2

L ⎛
M ⎞ N
信頼度 = ∑ ⎜⎜ pl − l ⎟⎟ l
Nl ⎠ N
l =1 ⎝

図 B.4.1 確率値別出現率図の模式図。横軸は予報現象
出現確率、縦軸は実況現象出現相対頻度、実線が信頼
度曲線である。対角線、直線 Pobs = Pc との差の二乗が
それぞれ信頼度(Reliability)、分離度(Resolution)へ
の寄与に対応している。灰色の領域内の点はブライアス
キルスコアに正の寄与を持つ。

2

⎛ M M ⎞ Nl
分離度 = ∑ ⎜⎜ − l ⎟⎟
Nl ⎠ N
l =1 ⎝ N
L
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与は、信頼度曲線上の点から対角線 Pobs = Pfcst 上の点
（あるいは直線 Pobs = Pc 上の点）までの距離の二乗とし
て表現される。 Pfcst の各値でのこれらの寄与を、標本数
に比例する重みで平均して信頼度（あるいは分離度）が
得 ら れ る 。 例 え ば 、 no-skill line （ 直 線
Pobs = ( Pfcst + Pc ) / 2 ）上の点では、信頼度と分離度への
寄与は等しい大きさを持ち、ブライアスキルスコアへの
寄与が 0 となる。また no-skill line と直線 Pfcst = Pc との
間の領域（分離度への寄与>信頼度への寄与、図
B.4.1 灰色の領域）内に位置する点は、ブライアスキル
スコアに正の寄与を持つ。
特別な場合として、気候値予報（第 B.4.1 項参照）で
は 1 点（Pfcst , Pobs ） = （Pc , Pc ） が信頼度曲線に対応する。
また、次の 2 つの特性を示す確率予報は精度が高い。
・信頼度曲線が対角線に（信頼度が最小値 0 に）近い。
・ 信頼度曲線上の 大きい標本数に 対応する点が点
（Pfcst , Pobs ） = （Pc , Pc ） （気候値予報）から離れた位置
（確率値別出現率図の左下または右上寄り）に分布
する（分離度が大きい）。

B.4.5 ROC 面積スキルスコア （第 1.4 節、第 2.2 節で利
用）

確率予報では、現象の予報出現確率にある閾値を設
定し、これを予報の「現象あり」「現象なし」を判定する基
準とすることが可能である。さまざまな閾値それぞれに
ついて作成した分割表をもとに、閾値が変化したときの
Fr － Hr 平面（ここで Fr は第 B.3.6 項の False Alarm
Rate、 Hr は第 B.3.5 項の Hit Rate）上の軌跡をプロッ
トしたものが ROC 曲線（相対作用特性曲線、Relative
Operating Characteristic curve、ROC curve）であ
る（図 B.4.2 参照、高野（2002）などに詳しい）。平面内
の左上方の領域では Hr > Fr であり、平面の左上側に
膨らんだ ROC 曲線特性を持つ確率予報ほど精度が高
いと言える。従って、ROC 曲線から下の領域（図 B.4.2
灰色の領域）の面積（ROC 面積、ROC area、ROCA）
は情報価値の高い確率予報ほど大きくなる。ROC 面積
スキルスコア（ROC Area Skill Score、ROCASS） は
情報価値のない予報（ Hr = Fr ）を基準として ROC 面
積を評価するものであり、次式で定義される。
ROCASS ≡ 2( ROCA − 0.5)

( −1 ≤ ROCASS ≤ 1 )

完全予報で最大値 1 をとる。また、情報価値のない予
報（例えば、区間 [0,1] から一様ランダムに抽出した値を
確率予報値とする予報など）で 0 となる。
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閾値小

閾値大

図 B.4.2 ROC 曲線の模式図。横軸は Fr、縦軸は Hr で
ある。灰色の領域の面積が ROC 面積である。
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