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はじめに1
今年は、数値予報開始 51 年目となる新たな半世紀のスタートの年である。この節目の年
にふさわしく新しい数値予報のフロンティアとして、局地モデル（LFM）の試験運用を開
始する。計算機の能力の制約から試験運用では領域は限定されるが、次期スーパーコンピ
ュータの運用開始後には、全国を予報領域としかつ毎時更新を行う運用を計画している。
数値予報新時代を切り開く LFM の威力は、2km メッシュという水平分解能により発揮
される。これにより、積雲対流のパラメタリゼーションに頼らず、一定の規模以上の積乱
雲を直接表現することができる。シビア現象をもたらすメソ対流システムの特徴は、個々
の積乱雲の寿命よりも長く持続することであり、階層構造やスーパーセル等の特別な構造
がそれを支えている。この特別な構造をきちんと表現するためには、積乱雲をモデルで直
接表現することが必要条件である。
2km メッシュでは、日本のきめ細かい地形とそれに伴う気象を表現できるようになるこ
とも重要である。地形は特に風の変動に大きな影響を及ぼし、地形に影響されたシアーラ
インに伴って、メソ対流システムが発生することも少なくない。アメダス等の地上観測デ
ータは細かな地形の影響が強く、従来の数値予報には利用しにくかったが、LFM では有効
に活用することができる。
地形表現の精度向上に伴う風や気温等の予測精度の向上に、積乱雲の直接表現の効果が
加わり、ある程度のスケールの循環場のもとで発生するメソ対流システムの予測精度の向
上が期待できる。一方、2km メッシュの限界として、規模の小さい積乱雲を表現できない
ことに起因する課題等があり、その解決に取り組んでいくことも重要と認識している。
まるでレーダー実況図のように見える予測図は、利用者側としてもこれから発生する現
象のイメージを把握しやすいという利点を持つ。一方、今までのポテンシャル予測的な数
値予報結果と異なる具体的なプロダクトをどう使っていくか等、利用面の課題も少なくな
い。試験運用を通じて、LFM の利用法についても見識を深めていくことが必要である。前
線や海陸風等に伴う風向変化のタイミングでは LFM の優位性が期待されるので、特に航空
気象分野での利用推進をお願いしたい。
市町村を対象とする注警報業務が開始され、情報の精度、リードタイムを改善すべく、
数値予報の精度向上に加え現場の技術力を高めていくことが重要である。この研修テキス
トでは、数値予報改善の様々な成果を報告するとともに、市町村注警報業務のため提供を
開始した新しいガイダンス等のアプリケーション技術開発の成果、今年度から開始してい
る新たな豪雨監視・予測技術の取り組みも取り上げている。数値予報資料の効果的利用の
参考として研修テキストが活用されることを期待している。
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第１章 局地モデルの試験運用
1.1 局地数値予報システムの概要 1
1.1.1 はじめに
2
気象庁では、水平解像度2kmの局地モデル（Local
Forecast Model; 以下、LFM）とその初期値作成の
ための客観解析システムである局地解析（ Local
Analysis; 以下、LA）で構成される局地数値予報シ
ステムの開発を行っている。その業務利用目的とし
ては、解像度が高く特定地域のきめ細かい気象情報
の提供が可能となることから、空港周辺を対象とし
た飛行場予報の高度化が挙げられる。さらに、降水
短時間予報や竜巻注意情報などの防災気象情報作
成支援の高度化に寄与することも期待される。
LFMは、2010年11月から試験運用を開始する予
定である（原稿執筆時点）。予報領域は、東北地方
南部から九州地方を覆う1600 km×1100 km（図
1.1.1）、予報頻度は1日8回3時間毎、予報時間は9時
間である。その後、2012年から試験運用と同じ領域
で本運用を開始し、2013年からは予報領域を拡大し
て日本付近を覆った上で、毎時の運用を行うことを
計画している。表1.1.1に、LFMの開発・運用計画
を示す。
試験運用に先立ち、LFMの予測精度を調査し、問
題点を明らかにするために、2007年6月から2009年
3月まで、関東周辺の約300 km×300 kmの領域で予
備実験を行った（氏家 2009）。その後、運用システ
ムの整備を進め、計算領域を試験運用と同じ領域に
拡張して、2009年8月から実験運用を行ってきた。
試験運用では、羽田・成田空港を含む関東周辺の
約300km×300 kmの領域の風・気温・湿数の水平・
鉛直断面図や羽田空港における各気象要素の時系
列図を作成し、これらの予報図を航空ユーザー向け
に試験的に提供する（第1.4節）。また、試験運用期

予備実験
実験運用
試験運用
本運用

図 1.1.1 試験運用時の局地モデルの計算領域（東北地方
南部～九州地方を覆う白線で囲まれた領域）と航空ユ
ーザー向けプロダクトの描画領域（関東地方を覆う白
線で囲まれた領域）。

間中も、本運用に向けた開発・改良を平行して進め
ていく予定であり、仕様や予報特性が随時変更とな
ることもありうる。
本章では、LFMの試験運用に関連して、システム
の概要や予報特性などについて紹介する。本節では
この後、LFMとLAの概要と試験運用時の仕様につ
いて示し、第1.2節と第1.3節では、これまで行って
きた実験運用の結果を基に、統計検証と事例検証を
行った結果について述べる。続いて、第1.4節で航空
ユーザー向けに試験提供しているプロダクトにつ
いて紹介し、最後に、今後の本運用に向けた課題と
開発計画について述べる（第1.5節）。

表 1.1.1 局地モデルの開発と運用計画
領域
期間
関東領域
2007 年 6 月～2009 年 3 月
東北地方南部～九州地方
2009 年 8 月～2010 年 10 月
同上
2010 年 11 月～2012 年 4 月頃
同上
2012 年 5 月頃～2013 年 3 月頃
降水短時間予報領域を網羅する領域
2013 年 4 月頃～

1
永戸 久喜、石田 純一、藤田 匡、石水 尊久、平原 洋
一、幾田 泰酵、福田 純也、石川 宜広、吉本 浩一
2
これまでは、
「高分解能局地モデル」という名称で開発
が進められてきたが、予報作業上の利便性や将来の数値予
報モデルのさらなる高解像度化の可能性等を考慮して
2010 年 6 月から名称を変更した。

1

1.1.2 LFMの概要

1.1.3 LAの概要

LFMは、気象庁で現業運用している水平解像度5
kmのメソモデル（以下、MSM）と同様に、気象庁
非静力学モデルをベースに開発が進められている
（本田 2008; 竹之内・荒波 2008; 氏家 2009）。表
1.1.2にMSMと試験運用におけるLFMの主な仕様
を示す。表に示されていない仕様については、MSM
とLFMでほぼ共通のものを用いている。MSMの詳
細な仕様については、原（2008）を参照されたい。
水平解像度以外でMSMとの最も大きな違いは積
雲対流パラメタリゼーションを用いていない点で
ある。LFMでは水平解像度の向上によって、雲物理
過程と力学過程で水平スケール10km程度の積乱雲
を陽に扱うことが可能になった。これにより、積雲
対流パラメタリゼーションの不確実性を避けるこ
とができるので、短いタイムスケールの局地的な豪
雨の再現性の向上が期待される。一方、それより小
さいスケールの雄大積雲等を陽に扱えるまでの解
像度ではないために、格子スケールで飽和に達する
まで不安定を解消できず、格子スケールの過剰な降
水 を 生 成 す る 傾 向 が あ る （ 竹 之 内 2008; 氏 家
2009）。これを軽減することが、今後取り組むべき
重要な課題の一つである。

表1.1.3に、試験運用におけるLAの主な仕様を示
す。水平解像度はLFMより粗い5kmとして、解析領
域は、モデル境界の影響を避けるため、予報領域を
含んだより広い領域に設定している。
LFMは本運用時には毎時の運用を計画している
ため、限られた時間内で最新の観測データを有効に
使うことが求められている。そのため、MSMの初
期値作成のためのメソ解析には非静力学メソ4次元
変分法（気象庁予報部 2010）が用いられているの
に対して、LＡには計算に要する時間の短い非静力
学メソ3次元変分法（以下、JNoVA－3DVAR）を採
用している（藤田 2008b; 藤田・倉橋 2010）。解析
時刻に対して6時間前を初期値とするルーチン
MSMの3時間予報値を第一推定値としたJNoVA－
3DVARによる解析と、狭領域のMSM（水平解像度
5km）による1時間予報を繰り返すことによって解
析値を作成している（図1.1.2）。
実験運用（表1.1.1参照）開始当初から同化に使用
されていた観測データは、ウインドプロファイラに
よる水平風、ドップラーレーダーによるドップラー
速度、航空機自動観測による水平風と気温、及びア
メダスの気温と風である（藤田 2008b）。特にアメ
ダスの気温と風の同化は現在気象庁で運用されて

表 1.1.2 MSM と試験運用における LFM の主な仕様
MSM
LFM（試験運用）
格子数（x×y×z）
721×577×50
800×550×60*
水平解像度
5 km
2 km
モデル上端
約 22 km
約 21 km
積分時間間隔
24 秒
8秒
初期時刻
00, 03, 06, 09,
同左
12, 15, 18, 21UTC
予報時間
15 時間（00,06,12,18UTC） 9 時間
33 時間（03,09,15,21UTC）
雲物理過程
3-ice のバルク法
3-ice のバルク法
2008 年 12 月 18 日 00UTC 数濃度は予報しない
より、雲氷の数濃度を予報
積雲対流パラメタリゼーション
Kain-Fritsch スキーム
使用していない
* 主に中下層の鉛直分解能を MSM に比べて細かく設定。

格子数（x×y×z）
水平解像度
観測打ち切り時間
解析時刻
第一推定値

表 1.1.3 試験運用における LA の主な仕様
400×300×50
5km
30 分
00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC
解析時刻の6時間前を初期値とするMSM3時間予報値

2

図 1.1.2 試験運用における LFM と LA の実行の概念図（00UTC 初期値の例）
。図中の
「3DVAR」は JNoVA-3DVAR
による解析を示す。
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いる予報モデルの初期値作成では行われておらず、
LAでの特筆事項 3ともいえる。これにより、下層の
局地的な循環が表現され、局地的な降水の予測可能
性の向上が期待される。ただし、アメダスデータは
地形をはじめとする設置場所近傍の環境の影響を
強く受けるため、試験運用では、アメダス地点毎に
統計に基づく空間代表性誤差の調査を行い、この結
果を基に利用するアメダスデータの選別を行って
いる。
これに加えて、試験運用では、実験運用当初は同
化されていなかった水蒸気のデータとして、既にメ
ソ解析で用いられている地上GPS可降水量の同化
（石川 2010）も行われている。これによって、氏
家（2009）が指摘し、実験運用当初でも見られた予
報初期での降水の立ち上がりの遅れが緩和される
傾向が見られた。さらに、レーダー反射強度からリ
トリーブした相対湿度の三次元分布の同化も検討
されており、降水予測精度の更なる向上が期待され
る。
参考文献
石川宜広, 2010: 地上GPSデータのメソ解析での利
用. 数値予報課報告・別冊第56号, 気象庁予報部,
54-60.
氏家将志, 2009: 高分解能局地モデルの開発と実験
運用. 平成21年度数値予報研修テキスト, 気象庁
予報部, 90-96.
気象庁予報部, 2010: 非静力学メソ4次元変分法. 数
値予報課報告・別冊第56号, 106 pp.
竹之内健介, 2008: 高分解能局地モデルの課題. 数
値 予 報 課 報 告 ・ 別 冊 第 54 号 , 気 象 庁 予 報 部 ,
3

予報モデルの初期値には使われないが、毎時大気解析
（室井ほか 2008; 藤田 2008a）では、アメダスの気温と
風が同化されている。
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1.2 統計的検証

を示す。瀬川・三浦（2006）と同様に陸域と海域（海
岸から40km以内）における20km間隔の格子を対象
とする。降水量は前1時間積算降水量の検証格子内
平均値と検証格子内最大値を用いた。検証格子内平
均値は検証格子内の降水をすべて考慮するため、モ
デルの一般的な降水特性を把握するのに適する。一
方、検証格子内最大値は検証格子内で表現される最
大値を対象とするため、特に強雨に対する予報特性
を把握するのに適する。LFMは飛行場予報の高度化
とともに防災気象情報作成支援の高度化に寄与す
ることも想定されており、強雨に対する予報特性を
把握することも重要である。

1.2.1 全般検証1
数値予報課では、LFMの精度評価や問題点の抽出
を目的に、図1.2.1の領域を対象に2009年8月から実
験運用を行ってきた。当初は00UTCを初期値とした
1 日 1 回 の 予 報 実 験 を 行 い 、 2009 年 11 月 か ら は
00,06,12,18UTCを初期値とした1日4回、2010年6
月 か ら は 00,03,06,09,12,15,18,21UTC を 初 期 値 と
した1日8回の実験を行った。本項では、この実験結
果をもとにLFMの降水量、地上気象要素、高層気象
要素の予報精度と特性をMSMと比較した結果につ
いて述べる。本項とは別に、高分解能モデルの降水
予報精度評価に適した検証手法について、第1.2.2項
に記述があるので適宜参照していただきたい。
本項での検証期間は、冬季を2009年12月1日〜
2010年2月28日、夏期を2010年6月1日〜2010年8月
31日までとし、両期間ともに00,06,12,18UTCを初
期値とする9時間予報までを対象とした。比較対象
とするMSMについては図1.3.1の領域における検証
結果を示す。
なお、本文中で用いた統計的な指標の詳細につい
ては巻末付録を参照していただきたい。

（a） 降水量の閾値ごとの検証
図1.2.2、図1.2.3は、全ての予報時刻を対象とした
閾値ごとのバイアススコア（BI）、エクイタブルス
レットスコア（ETS）、および空振り率をそれぞれ
冬季、夏季に分けて示したものである。
BIでみると、LFMは冬季、夏季ともに格子内平均
値の閾値1mm/hの予報頻度がMSMより僅かに低い
一方で、閾値が大きくなるにしたがって予報過多と
なっている。格子内最大値でみると、すべての閾値
でLFMはMSMよりもBIが1に近く、観測値に近い
ことが分かる。ETSは、格子内平均値で閾値5mm/h
以下でMSMより悪く、10mm/h以上においてMSM
とほぼ同等である一方で、格子内最大値では夏季の
閾値2mm/h以下の場合を除き、MSMを上回った。
空振り率は格子内平均値、最大値ともにすべての閾
値でLFMはMSMより高い結果となった。
以上のことから、試験運用領域においてもLFMは
最大降水強度のポテンシャルを予測する上でMSM
より優れている一方で、一般的な降水特性として空
振りも多く、1mm/h程度の雨については予報頻度が
僅かに低い傾向があることが確かめられた。この傾
向は夏季、冬季で同様であった。LFMにおいて降水
が強まりがちな予報特性がある理由の一つとして、
積雲対流パラメタリゼーションを用いていないた
めに、熱や水蒸気が対流で鉛直輸送されることによ
る成層状態の安定化効率が低くなり、不安定が持続
する中で過度な凝結によって少数の格子に降水が
集中することが挙げられる。水平格子間隔2kmでは
積雲対流の効果を十分に表現できていないことが
考えられ、LFMにおける過剰な降水の軽減について
は積雲対流パラメタリゼーション導入の是非を含
め、今後対策を検討する。

（１） 降水の検証
これまで関東周辺領域を対象としたLFMの予備
実験では、LFMは夏季の降水において、MSMと比
較して強い降水予測の頻度が高い反面、予報初期の
降 水が過小で あることが 示されてい る（竹之内
2008; 氏家 2009）。ここでは、領域を試験運用領域
に拡大した場合の冬季、夏季におけるLFMの降水予
報の特性をみるために、対解析雨量で検証した結果

図 1.2.1 試験運用時の LFM 計算領域（全体）。図中の
点線は 2007 年 3 月から 2009 年 3 月まで実施されてい
た関東周辺の実験領域を示す。
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（b） 予報時間ごとの検証
図1.2.4、図1.2.5は、予報時間ごとのBI、ETSを
降水量閾値1mm/h、10mm/hの場合についてそれぞ
れ冬季、夏季別に示したものである。

平原 洋一
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図 1.2.2 解析雨量に対する検証格子 20km、前 1 時間降水量の閾値ごとの検証結果。期間は 2009 年 12 月〜
2010 年 2 月。上段：格子内平均、下段：格子内最大。左列：バイアススコア、中列：エクイタブルスレット
スコア、右列：空振り率。赤線は LFM、青線は MSM の結果を表す。

図 1.2.3 図 1.2.2 と同じ。ただし、期間は 2010 年 6〜8 月。

いの問題が指摘されていた（竹之内 2008）。この対
策として、本項の検証期間においては予報モデルの
飽和調節の方法とモデル初期値作成時の過飽和の
除去の方法を合わせ、初期値作成時に過飽和の除去
が過剰に生じない設定としたが、予報初期の降水の
立ち上がりは依然として遅い傾向があることが分
かった。その他考えられる原因として、
（3）の高層
気象要素の検証の項で後述するように、LFMの初期
場はMSMと比較して大気下層がやや乾燥しており、

BIでみると、LFMは降水量の閾値によらずに
FT=2までの値がその後の予報時間と比較して小さ
く、予報初期で降水の立ち上がりが遅い傾向がある
ことが分かる。ETSでみるとMSMは予報時間が進
むにつれて緩やかに減少する傾向を示す一方で、
LFMは予報初期のスコアが他の予報時間と比較し
て低めであり、特に夏季においてその傾向が強い。
LFMにこのような予報特性がある理由として、こ
れまで解析予報サイクルにおける過飽和の取り扱
5

格子の海陸設定が4格子とも陸地となっているアメ
ダス観測点とし、相対湿度はSYNOPを報じる国内
の観測点を用いた。検証では、FT=0〜9の予報値を
用いて、予報対象時刻ごとにスコアを求めた。
図1.2.6に冬季の検証結果を示す。LFMの気温は、
09〜12UTCの期間を除き、バイアス、平方根平均二
乗誤差（RMSE）ともにMSMより小さい。相対湿
度はMSMとほぼ同等の精度で、風速についてはほ
ぼすべての時間帯でバイアスがMSMより小さい。
図1.2.7は夏季の検証結果を示しており、LFMは気
温について12〜21UTCの期間でRMSEがMSMより
小さい。相対湿度はMSMとほぼ同等の精度であり、
風速については12〜21UTCの期間でMSMよりバイ
アスが小さいことが分かる。
LAではアメダスの気温と風が同化に使用されて
おり、これらはMSMの初期値作成には用いられて
いない。このため、気温や風速についてLFMはMSM
と比較して誤差が小さくなっていると考えられる。
また、特に風速のバイアスはほぼすべての時間帯で
MSMと比較して小さいことから、初期場の改善に
加え、LFMは水平格子間隔が2kmになったことで地
形が詳細に表現された効果が考えられる。
なお、LFMの検証結果では00,06,12,18UTCの時
刻のスコアが他の時刻のMEやRMSEと比較して値
が不連続に0に寄っており、特に風速で顕著である。
これは、検証対象が00,06,12,18UTCを初期値とす
る予報であり、これらの時刻ではFT=0の値がスコ
アに反映されているためである。現在のLAではアメ
ダス風について観測値をそのまま同化に用いてい
るため（藤田・倉橋 2010）、解析時刻では観測値
との誤差は一旦小さくなる。一方で、予報が開始さ
れると環境場はモデル地形に合わせたものとなり、
観測値との誤差が大きくなることが考えられ、その
傾向がスコアに表れているものと思われる。このよ
うにアメダスデータは地形をはじめとする局地的
な環境の影響を強く受けるため、試験運用において
は空間代表性誤差をより適切に扱った品質管理手
法を用いたアメダスデータの選別を行っている。

図 1.2.4 解析雨量に対する検証格子 20km、前 1 時間
降水量の予報時間ごとの検証結果。期間は 2009 年
12 月〜2010 年 2 月。上段：格子内平均、下段：格
子内最大。左列：バイアススコア、右列：エクイタ
ブルスレットスコア。赤線は LFM、青線は MSM の結
果を表す。点線は閾値 1mm/h、実線は閾値 10mm/h
を表す。

図 1.2.5 図 1.2.4 と同じ。ただし、期間は 2010 年
6〜8 月。

このことが降水の立ち上がりに影響を及ぼしてい
る可能性がある。実験期間当初、LAでは水蒸気に関
するデータを同化していなかったが、2010年8月か
らは地上GPS可降水量の同化が開始された。今後、
レーダー反射強度から求めた相対湿度の同化も検
討されており、降水予測の改善が期待される。

（3） 高層気象要素の検証
ここでは、LFMの大気の鉛直方向の予報特性をみ
るため、高層気象要素（気温、相対湿度、風速）に
ついて検証した結果を述べる。

（2） 地上気象要素の検証
ここでは、LFMの地上付近の予報特性をみるため
に、地上気象要素（気温、相対湿度、風速）につい
て検証した結果を述べる。検証対象とする観測点は、
瀬川・三浦（2006）と同様に、観測点を囲むモデル

（a） ゾンデに対する検証
対ゾンデ検証には瀬川・三浦（2006）と同様に、
国内の高層気象観測における指定気圧面の観測値
を用いた。観測時刻は00及び12UTCであるので、
FT=0に対しては00または12UTC初期値、FT=6に対
しては06または18UTC初期値での検証となる。
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気温

相対湿度

風速

図 1.2.6 地上気象要素検証結果。期間は 2009 年 12 月〜2010 年 2 月。上段：平均誤差、下段：平方根平均二乗誤差。
左列：地上気温、 中列：相対湿度、右列：地上風速。赤線は LFM、青線は MSM の結果を表す。

気温

相対湿度

風速

図 1.2.7 図 1.2.6 と同じ。ただし、期間は 2010 年 6〜8 月。

FT=6と比較してやや大きめとなっていることが分
かった。
FT=0においてLFMの誤差がMSMと比較して大
きい理由は、LAにおいてゾンデデータを同化に用い
ていない影響であると考えられる。また、LFMの初
期値は、初期時刻に対して6時間前のMSMの3時間

図1.2.8、図1.2.9はそれぞれ冬季、夏季の検証結果
である。全体的な傾向として、MSMのFT=0のME
と RMSEは他 と比較して 非常に小さ い。 LFMの
FT=0のMEとRMSEはMSMのFT=6よりやや小さ
く、誤差分布の傾向は似ている。LFMのFT=6では
FT=0でみられたMEやRMSEが拡大し、MSMの
7

気温

相対湿度

風速

図 1.2.8 高層気象要素検証結果｡期間は 2009 年 12 月〜2010 年 2 月。上段：平均誤差、下段：平方根平均二乗誤差。
左列：気温、中列：相対湿度、右列：風速。赤線は LFM、青線は MSM の結果を表す。点線は FT=0、実線は FT=6 を表
す。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。

気温

相対湿度

風速

図 1.2.9 図 1.2.8 と同じ。ただし、期間は 2010 年 6〜8 月。

予報値を第一推定値とし、3次元変分法
（JNoVA-3DVAR）による解析と狭域MSMによる１
時間予報を繰り返して作成される（図1.1.2）。この
ため、LFMはMSMのFT=6に相当する予報特性が初
期値に反映され、前述のLFMの予報特性として影響
を受けている。
相対湿度については、MSMは特に冬季と春季で、

予報が進むにつれて大気中層の相対湿度の正バイ
アスが負バイアスに転じ、乾燥していく傾向があり
（長澤 2008）、LFMでも冬季の検証結果では同様
の傾向があることが分かる。なお、2010年8月以前
ではLAでは水蒸気に関するデータは同化されてい
なかったが、2010年8月から地上GPS可降水量の同
化が開始された。夏季の925hPaの相対湿度では、
8

図 1.2.10 ウインドプロファイラに対する風速(m/s)の検証結果。期間は 2009 年 12 月〜2010 年 2 月。
上段：平均誤差、下段：平方根平均二乗誤差。左列：LFM、右列：MSM。等値線間隔はすべて 0.25m/s。

図 1.2.11 図 1.2.10 と同じ。ただし、期間は 2010 年 6〜8 月。

LFMのFT=0の値はMSMのFT=6の値と比較して
MEが小さく、同化の効果によるものと考えられる。
しかし、MSMのFT=0の値と比較した場合、LFMは
大気下層で依然負バイアス側に寄っている。今後、
レーダー反射強度から求めた相対湿度の同化等に
よる初期場の改善が期待される。
一方で、下層の925hPaでは、FT=6の結果をみる
とLFMの風速はMSMと同等かそれ以上の精度であ
ることが分かる。これはアメダスデータを同化した
効果や地形の精緻化が、大気下層の改善として表れ
たものと考えられる。

図1.2.10、図1.2.11はそれぞれ冬季、夏季の検証
結果であり、予報時間（1時間間隔）ごとに各高度
の風速のMEとRMSEを示したものである。MEをみ
ると、LFM、MSMともに季節によらず、大気下層
では正バイアス、大気中層では負バイアスの傾向を
示す。RMSEをみると、LFMはFT=0の値がMSMと
比較して小さい一方で、予報時間が進むと大気中層
ではRMSEの値が大きくなる。しかし、大気下層
1000m付近ではMSMと比較してRMSEが小さく予
報期間を通じて改善傾向であることが分かる。

（4） まとめ
2009年12月〜2010年2月および2010年6月〜8月
の期間について、LFMの試験運用時の領域を対象に、
LFMの各種気象要素の予報特性についてMSMと比
較した。降水予測に関しては、LFMは最大降水強度

（b） ウインドプロファイラに対する検証
高層風の予報特性を時系列でみるために、ウイン
ドプロファイラの風速値を用いて検証した結果を
示す。
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のポテンシャルを予測する上でMSMより優れてい
る一方で、一般的な降水特性として空振りも多く、
降水が過剰に集中する傾向があることに注意する
必要がある。また、予報初期においてLFMは降水予
測頻度が少ない傾向にある。地上気象要素では、気
温、風速についてLFMはMSMと比較して改善傾向
にある。これはLAにおけるアメダスデータの同化や
地形表現の精緻化による効果であると考えられ、高
層気象要素についても、大気下層での風速の改善が
確認できた。

参考文献
氏家将志, 2009: 高分解能局地モデルの開発と実験
運用. 平成21年度数値予報研修テキスト, 気象庁
予報部, 90-96.
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.
竹之内健介, 2008: 高分解能局地モデルの課題. 数
値 予 報 課 報 告 ・ 別 冊 第 54 号 , 気 象 庁 予 報 部 ,
207-213.
長澤亮二, 2008: 2007年11月に更新された全球モデ
ルを側面境界値とするメソ数値予報モデルの統
計検証. 平成20年度数値予報研修テキスト, 気象
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藤田匡, 倉橋永, 2010: 局地解析. 数値予報課報
告・別冊第56号, 気象庁予報部, 68-72.
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1.2.2 高分解能モデルの降水予報精度評価に適し
た検証手法2
高分解能モデルは、スケールの小さい降水系を現
実に近い形状や強さで再現することができる。とこ
ろが、我々がモデルの性能を検証するために利用し
てきた従来の検証手法は、その高分解能モデルの性
能を十分に評価することができない。なぜならば、
従来の検証手法による検証結果は、「予報は有るが
観測は無い(空振り)」かつ「観測は有るが予報は無
い ( 見 逃 し ) 」 と い う ダ ブ ル ペ ナ ル テ ィ (double
penalty)を受けることになるためである。
特に、このダブルペナルティは、異なる解像度の
モデルの比較において問題となる。このことについ
て簡単な例を示す。まず、高分解能モデルと低分解
能モデルがあるとしよう。この高分解能モデルは実
況とよく似た小さなスケールの降水系を予測する
ことができるとする。また、低分解能モデルでは、
小さいスケールの降水を解像できず高分解能モデ
ルと比べて降水を広く弱く予報する性質があると
する。これら2つのモデルの予報結果を示した例が
図1.2.12である。図1.2.12(A)は、高分解能モデルが
降水量を非常に良い精度で予想したが、位置ずれ誤
差のある予報をした例を表したものである。また、
図1.2.12(B)は、低分解能モデルが降水量を弱く予
想し、降水分布を広く予報した例を表したものであ
る。これらの例の場合、従来の検証では、図
1.2.12(B)のスコアは図1.2.12(A)のスコアを上回
る。この結果は、「良い予報の降水分布は、観測さ
れた降水分布とよく似ている」という我々の直観に
反するものである。
従来の検証手法は、予報と観測の空間的に厳密な
適合を検査するため、前述のように高解像度モデル
にとって不利な評価を与えることがある。この問題
を回避するには、現象に対して空間的な広がりを考
慮し、検証における空間的な厳密さを緩和すれば良
い。空間の広がりを考慮した検証手法は、数多く提
案 さ れ て い る 。 そ れ ら は 、「 フ ィ ル タ リ ン グ
(filtering)手法」と「置き換え(displacement)手法」
に大別される。フィルタリング手法は、隣接する格
子情報をもとに空間的な曖昧さを導入する手法や、
バンドパスフィルターなどを用いて一つの現象を
異なる空間スケールに分割する手法などがある。置
き換え手法は、降水分布をオブジェクト化して比較
する手法や、場全体を変形させ観測と予報を比較し
その適合度と変形の程度をもとに評価する手法な
どがある。
検証対象を空間的に曖昧にし、そのうえで適合度
を 求 め る 手 法 に は 、 フ ァ ジ ー 検 証 (fuzzy

2

A 観測

B 観測
予報

5

予報

図 1.2.12 降水予報の位置ずれ。A は高解像度モデル
の降水予報、B は低解像度モデルの降水予報の模式
図。実線は観測、破線は予報を表す。

verification)と呼ばれるものがある。ファジー検証
は、フィルタリング手法の一つであり、検証対象の
空間的な特徴を表す指標として空間スケールを検
証に導入する。そのため、ファジー検証のような検
証手法は、空間的検証 (spatial verification) 手法
とも呼ばれる。ファジー検証手法は、Ebert(2008)
に詳しい。
本項では、ファジー検証の一つであるFractions
Skill Score(FSS) (Roberts and Lean 2008)を用い
てLFMとMSMを検証した。以下では、FSSの導出
及び統計手法に関して述べる。そして、FSSによる
検証結果を基にLFMの予報誤差の予報時間依存性
や空間スケール依存性を議論する。
(1) Fractions Skill Score (FSS)
FSSは、フィルタリング手法の一つであり、現象
の表現に空間的な曖昧さを与えて検証を行う。FSS
は、本項で示すとおり計算手法としても従来の検証
手法からの拡張として捉えることができる。検証結
果も、概念的に理解しやすく、モデルを比較すると
いう観点でも利用しやすい。これら幾つかの理由か
らFSSの認知度は向上してきている。例えばFSSは
複数の解像度のモデルの降水検証に用いられてい
る(Lean et al. 2008)。高分解能モデルの検証以外に
も、雲画像の検証(Söhne et al. 2008)やアンサンブ
ル予報の検証(Schwartz 2010)にも用いられている。
① 導出
ある変量の観測の分布を Or 、予報の分布を Fr と
する。Or と Fr は、変量の平面分布を表す2次元関数
とする。本項において、変量とは降水を指す。降水
検証における観測データとして、アメダス降水量
(水平解像度約17km)や解析雨量(水平解像度1km)
を用いることができる。ここでは、高分解能モデル
の予報精度を検証対象としている。そのため、観測
は高密度であることが望ましいことから観測デー

幾田 泰酵
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タとして解析雨量を用いることにした。
変量は、任意の閾値で2値化される。2値化された
観測は I O 、予報は I F と定義される。任意の閾値をq
とすると2値化された変量は
Or  q
Or  q

1
IO  
0
1
IF  
0

Fr  q
Fr  q

となる。この2値化された変量を用いた検証は、空
間的な位置ずれを許容しない。これは検証格子のス
ケールでの適合を厳密に検証することを意味する。
次に、この I O と I F に空間スケールを考慮し、降水
分布の適合の判定に曖昧さを追加する。検証対象格
子を中心とする１辺n格子の正方形領域を考える。
この正方形領域に含まれる2値化された格子情報を
次式に従って領域平均する。
O n i , j

1
 2
n

F n i , j 

1
n2

図 1.2.13 FSS の 閾 値 と 空 間 ス ケ ー ル 依 存 性
(Roberts and Lean 2008)

1

D
0
n

n 1
n  1

, j  l 1
 K n i , j , k , l
I O i  k  1 


2
2 

k 1 l 1
n

n

n

n

I
k 1 l 1

F

n 1
n  1

i  k  1  2 , j  l  1  2   K n i , j , k , l



ここで On  と F n  は分数化された観測と予報であ
る。添え字のi,jは格子番号である。なお、この処理
におけるカーネル関数 K n  としては、一般的にガウ
シアンカーネルなどが考えられる。しかし、ここで
は格子内平均という理解の平易さを選びカーネル
関数は一様であるとした。
なお、この情報の断片化は、画像処理における平
滑化フィルターに相当し、降水分布の境界を不鮮明
化する。そして厳密な適合による不当な評価を緩和
する役割を果たす。この分布境界を曖昧にした降水
分布の適合を評価し予報スキルを求める。
分数化された変量 On  と F n  によって計算され
る平均二乗誤差(MSE)は、
MSE n  

1
NxNy

予報

観測

図 1.2.14 観測(実線)と予報(破線)の位置ずれの大き
さ D と空間スケール n。

F n  を用いて次式のように定義される。
MSE n ref 

1
NxNy

  O n 
Nx N y

2

i, j

i 1 j 1

 F 2 n i , j



この参照値MSE(n)refは、任意のMSEの取りうる最
大の値である。つまり、予報と観測の総数が検証領
域の格子数を超えない場合において、MSE(n)refは予
報と観測の適合が無いMSEに相当する。
FSSは、分数化された観測と予報によって記述さ
れるMSE(n)、その参照値であるMSE(n)ref、そして完
全予報のMSE(n)perfect(=0)を用いて
FSS n  

MSE n   MSE n ref
MSE n  perfect  MSE n ref

 1

MSE n 
MSE n ref

で定義される。この式から明らかなようにFSSは、
0から1の値をとる。
FSSは、空間スケールnを拡大するに従って、あ
る一定の値に漸近する。そして、検証対象領域全て
を覆う空間スケール( n  2  max( N x , N y )  1 )のFSS
は特別にAFSS(asymptote FSS)と呼び次のように
書ける。


 O n i , j  F n i , j  2
i 1 j 1
Nx N y

となる。ここで N x と N y は検証領域のx方向の格子
数とy方向の格子数である。ここでは簡単のため検
証領域は矩形領域であると仮定している。
FSSは、分数化された観測 On  と予報 F n  によっ
て記述されるMSEのスキルスコアである。スキルス
コアの算出には、予報スキルを評価するために予報
に対して相対的な基準となる参照値を用意する必
要がある。その参照値はしばしば気候値やランダム
予報が選ばれる3。しかし、FSSの参照値は、On  と

AFSS  1 

 f O  f F 2
f O2  f F2



2 fO f F
2 f F f O1

f O2  f F2 1  f F f O1





2

ここで f O と f F は観測と予報の降水頻度を表す。
従来のバイアススコアは f F f O1 に等しい。期間平均
を  で表すと AFSS とバイアススコアは、それぞ
1
れ 2 f O f F  f O2  f F2 1 と f F f O と書ける。 AFSS
は、対応する予報と観測の組合せ毎に求めた予報頻
度精度の期間平均を表す。バイアススコアは、統計

3

このランダム予報の TS を参照値とした TS のスキルス
コアが ETS であり Gilbert skill score とも呼ばれる。
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期間における、全ての予報と観測の組み合わせを基
に求められた予報頻度精度を表す。つまり AFSS は
同一の予報対象時刻の予報頻度精度を評価したも
のであり、バイアスのない予報の AFSS は1となる。

と書ける。ここでは、同一格子でP(予報あり)×P(観
測あり)= f F  f O であること、及び f F と f O が等しい
ことを利用している。
次に、FSStargetの第1項であるFSSperfect/2の幾何学
的特徴を示す。バイアスの無い場合、FSSperfectは、
F n  で表される領域と On  で表される領域が完全
一致することで得られる。FSSperfect/2は、 F n  で表
される領域の1/2の領域と On  で表される領域の
1/2の領域が一致することで得られる。また、この
FSSperfect/2は、空間スケールnと、 I O と I F の位置ず
れの大きさDとの間に以下のような関係を与える。
空間1次元で観測と予報にバイアスが無い場合(図
1.2.14)では「FSS(n)=FSSperfect/2となる空間スケー
ルnの1/2は、 I O と I F の間の位置ずれの格子数と一
致する」が成り立つ。
D格子だけ位置がずれている観測 I O と予報 I F が
あ る と す る 。 空 間 ス ケ ー ル を n と す る と FSS は
(n-D)/nとなり、位置ずれの大きさDが空間スケール
nの半分の長さD=n/2となる。ここでD=n/2は2値化
された観測 I O と予報 I F の距離である。つまり、位
置ずれの大きさDは、分数化された予報 F n  (観測
On  )が空間的に広がり、その端がn=1の観測 I O (予
報 I F )の位置に到達する長さと等しい。

② ターゲットスキルによる空間スケールの選択
FSSは、分数化する際に選択した空間スケールに
依存する(図1.2.13)。FSSは、小さな空間スケール
を選択すれば、ダブルペナルティの影響を受け高分
解能モデルにとって不利なスコアとなる。またFSS
は、大きすぎる空間スケールを選択するとモデルの
バイアス情報しか持たないものとなる。つまり、高
分解能モデルにとって利用価値のあるFSSを得るた
めには、適当な大きさの空間スケールを決める必要
がある。以下では、空間スケールを選択するための
指標をFSStargetとしてターゲットスキルと呼び



2

FSS t arg et  FSS perfect  FSS random

と定義する。ここでFSSrandomはランダム予報を仮定
したFSSである。FSStargetは、完全予報とランダム
予報の中間値を表す4。LFMとMSMにおいて、この
中間値を超えるスコアの割合を求める。そして、FSS
が FSS  FSSt arg et となる割合がLFMとMSMとで等
しくなる空間スケールをLFMとMSMを比較検証す
る際の有益な最小スケールとして利用する。
まず、予報スキルの相対的な確からしさの尺度と
して利用されるランダム予報のFSSrandomを求める。
ランダム予報は、FSS(n=1)の予報あり観測ありの
確率（P(予報あり)×P(観測あり)）で表現される。
ここでランダム予報の予報頻度は、観測頻度 f O と等
しい。また、分数化された変量から得られる
FSS(n>1) は 必 ず FSS(n=1) よ り も 大 き く な る 。
FSSrandomは、ランダム予報を仮定した空間スケール
n=1のFSSで
MSE 1
FSS random  FSS (1)  1 
MSE 1ref

 1

2
fO 
NxNy

Nx Ny

I
i

O

(2) パーセンタイル閾値
降水量そのものを閾値とする検証以外にパーセ
ンタイルを閾値とした検証も行った。例えば、pth
パーセンタイルを閾値とした検証では、降水量を大
きさの順に並び換え、上位pパーセントとなる降水
量の大きさを閾値として2値化する。つまり、pthパ
ーセンタイルを閾値とする検証では、pを大きく設
定することで降水分布のピークに注目し、その位置
ずれによる誤差を評価することができる。また、パ
ーセンタイル閾値で降水を2値化し異なるモデルを
比較することは、原理的には両者のバイアスを無視
して評価することになる。ただし実際に数値計算を
行う際には同じレベル値の格子が多数存在する場
合がある。そのような場合には、検証に与えるバイ
アスの影響は完全に無くならない。パーセンタイル
の閾値が大きければ降水量が相対的に大きく局所
的な降水を対象とすることになり、閾値が低ければ
降水量が少ない広がった降水を対象とすることに
なる。このように、バイアスを無視して検証を行う
ということは、予測された降水量が不足していても
降水域の位置ずれが少ないモデルが有利となる。

IF  fF

j

fO  f F

2 fO  f F

fO  f F


 f O
f f
F

O

(3) 検定手法
信 頼 区 間 の 決 定 に は 非 パ ラ メ ト リ ッ ク (non
parametric)検定手法を用いた。リサンプリングの
方法はblock bootstrap法(Wilks 1997)を採用した。

4

降水予報頻度や位置ずれの精度が非常に悪い（良い）
場合、FSS  FSSt arg et を満たす予報が非常に少なく（多く）
なるため、FSStarget を引き下げる（上げる）必要がある。
ただし、その場合は空間スケールと位置ずれの関係が本項
と異なるものになる。

13

(a)

(b)

図 1.2.15 2010 年夏(6 月、7 月と 8 月)の FSS と予報時間の関係。 (a)閾値 1mm/h、(b)閾値 10mm/h。FSS で
比較するモデルは、LFM(実線)と MSM(破線)。空間スケールは、0km(黒色)、80km(赤色)と 320km(青色)。
エラーバーは、95%信頼区間を表す。

(a)

図 1.2.16

(b)

FSS の改善・改悪と予報時間の関係。実線は FSS(LFM)-FSS(MSM)。それ以外は図 1.2.15 と同様。

(a)

図 1.2.17

(b)

AFSS(黒色)・バイアススコア(赤色)と予報時間の関係。それ以外は図 1.2.15 と同様。

block bootstrap法は、時系列データから、ある大き
さのデータ列をブロックとして任意抽出し再標本
化する手法である。小さすぎるブロックサイズは、
相関の強いデータを用いることになり誤差を小さ
く見積もる原因となる。そのためブロックサイズは、
時 系 列 デ ー タ の 自 己 相 関 長 さ (autocorrelation
length)を基に設定した。また、リサンプリング回数
は5000回とした。信頼区間の推定は、簡便な手法で
あるパーセンタイル法を用いた。
LFMとMSMの比較の検定は、以下の方法を用い
た。まず、LFMのデータ系列とMSMのデータ系列
を標本とする。それらを用いてblock bootstrap法で
14

再標本化を行い、新たにbootstrap標本を作成する。
そのbootstrap標本を用いてFSSを算出する。リサン
プリングからスコアの算出までを繰り返す。こうし
て得られた分布関数を基に仮説検定を行う。ここで
は、FSSによる検証結果を対象に帰無仮説H0「検証
結果によるとLFMとMSMの降水予報精度に差は無
い」を立てる。リサンプリングの結果として得られ
たFSS(LFM)-FSS(MSM)の95%信頼区間の全て
が正である場合に5%の危険水準で仮説H0は棄却さ
れLFMは有意に改善したことが支持される。また、
信頼区間が全て負である場合に仮説H0は棄却され
LFMは有意に改悪したことが支持される。以下では、

(a)

(b)

図 1.2.19 ターゲットスキルを超える割合と空間スケ
ールの関係。MSM における割合と LFM における割
合の差。閾値は、1mm(黒)、2mm(赤)、3mm(青)、
5mm(緑)、10mm(黄)と 20mm(紫)。予報時間は、
上から順に 3 時間、6 時間と 9 時間。

図 1.2.18 99th パーセンタイル閾値の FSS と予報時間
との関係。(a)は図 1.2.15 と同様。(b)は図 1.2.16
と同様。

有意に改善/改悪という記述は全て危険水準を5%と
した検定結果である。
(4) 日々実験の検証
検証領域は、LFMの予報領域内の日本の陸上及び、
日本の陸上からの距離が40km以内の海上とした。
ただし、側面境界値の緩和領域は、検証領域から除
外した。基準となる検証格子は、MSMの格子配置
と等しく、その大きさは1辺5kmである。MSMの予
想降水は、予報の出力をそのまま用いた。LFMと解
析雨量は、検証格子内で平均化されたものを用いた。
図1.2.15は、FSSの2010年夏(6月、7月と8月)の3
ヶ月平均である。空間スケールは、0km、80kmと
320kmである。これらのkm単位の空間スケールは、
現象に対する空間的な曖昧さの広がりを表したも
のである。空間スケール0kmは、空間的な曖昧さを
考えない場合であり基準格子そのもの（n=1）であ
る。FSSは、空間スケールの拡大に比例して高くな
る。この特徴は閾値によらない。図1.2.16は、図
1.2.15 と 同 じ 統 計 期 間 に お け る
FSS(LFM)-FSS(MSM)の期間平均である。閾値
1mm/hの場合、予報初期では、いずれの空間スケー
ルにおいてもFSS(LFM)-FSS(MSM)の信頼区間
は負である。これは、予報初期のLFMの予報精度は、
15

空間スケールによらずMSMよりも劣ることを意味
する。特に空間スケール0kmでは、全ての予報時間
でLFMは改悪である。空間スケール80kmでは、予
報初期においてLFMは改悪である。空間スケールを
さらに拡大し320kmの場合は、予報初期において
LFMは改悪であるが予報後半ではLFMとMSMに
有意な差は無い。閾値10mm/hの場合は、空間スケ
ール320km以下において、LFMの改善は予報初期を
除き有意である。図1.2.17は、図1.2.15と同じ統計
期 間における バイアスス コアと期間 平均された
AFSSである。閾値1mm/hのLFMのAFSSは、予報
初 期 を 除 き MSM の AFSS と 同 等 で あ る 。 閾 値
10mm/h の LFM の AFSS は 、 FT=1 を 除 き MSMの
AFSSよりも大きい。つまり、予報後半のLFMの降
水予報頻度の精度は、MSMよりも良い。
図1.2.18は、99thパーセンタイル閾値を用いたFSS
と予報時間の関係である。図1.2.18(b)によると空間
スケール0kmの場合、予報初期においてLFMは
MSMよりも劣る。空間スケール80kmにおいてLFM
は、FT=2まではMSMよりも劣り、FT=3以降は
MSMと同等である。空間スケール320kmでは、LFM
とMSMが同等である。
図 1.2.19 は 、 MSM の FSS  FSSt arg et の 割 合 か ら
LFMの FSS  FSSt arg et の割合を引いたものである。

(d)

(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

図 1.2.20 FSS の経年変化。期間は、2009 年 8 月から 2010 年 8 月まで。閾値は(a)(b)(c)1mm/h と
(d)(e)(f)10mm/h。予報時間は、(a)(d)3 時間、(b)(e)6 時間と(c)(f)9 時間。グラフ上部の○と×は、それぞれ
改善と改悪が統計的に有意であることを表す。また、エラーバーは 95%信頼区間を表し、LFM の FSS にのみ付
加してある。それ以外は図 1.2.15 と同様。

MSMのFSStargetを上回る。つまり、FT=3からFT=9
を対象としたLFMとMSMの比較において、LFMに
とって利用価値のあるスコアを得るための最小ス
ケールとしては、80km程度をとればよいことが分
かる。

統計期間は、2009年8月から2010年8月までである。
FT=3とFT=6において、空間スケール80kmを選択
すれば、閾値によらずLFMの FSStarget は MSMの
FSStarget を上回る。FT=9において、空間スケール
40kmを選択すれば閾値によらずLFMのFSStargetは
16

図1.2.20は、2009年8月から2010年5月までのFSS
の経年変化である。閾値1mm/hの場合において、
FT=3 (図1.2.20(a))、FT=6 (図1.2.20(b))とFT=9
(図1.2.20(c))の空間スケール0kmのLFMのFSSは、
MSMに比べて全ての月で有意な差が無いもしくは
有意に改悪である。空間スケールを大きくすること
でMSMとの差は小さくなる。閾値10mm/hの場合は、
FT=3 (図1.2.20(d))の空間スケール0kmでは、2010
年7月と2010年8月ではLFMはMSMよりも優れて
おり、それ以外の月では両者の精度に有意な差は無
い。空間スケール80kmでは、多くの月でLFMの精
度はMSMを有意に上回る。FT=6 (図1.2.20(e))、
FT=9 (図1.2.20(f))では、空間スケール0kmでも
LFMの改善は、多くの月で有意である。
(5) まとめ
本項では、ダブルペナルティの影響を軽減するた
めにファジー検証手法の指標の一つであるFSSを用
いてLFMとMSMの降水予報精度の検証を行った。
FSSは、空間スケールに依存するため利用価値のあ
る空間スケールを求める必要がある。その利用価値
のある空間スケールは、ターゲットスキルによって
見積もられ、その大きさは80kmであった。これは、
関東周辺の限定領域における予備実験の検証結果
と同等であった。LFMの降水予報精度は、空間スケ
ール0kmの場合にMSMに劣る、もしくは有意な差
が無かった。しかし、空間スケール80kmでは、予
報初期や閾値1mm/hなどの弱い降水の場合を除き、
LFMの降水予報精度はMSMと同等もしくは有意に
改善となった。
また、LFMの降水予報頻度は、MSMよりも適切
であることがAFSSによって示された。閾値1mm/h
では予報後半でLFMとMSMの降水頻度が同等であ
った。このことは、閾値10mm/hでは予報後半で
LFMの降水頻度の精度はMSMよりも良かったこと
を示している。
また、降水域の位置ずれ誤差の予報時間依存性を
99thパーセンタイル閾値により検証した。予報初期
におけるLFMの位置ずれ誤差はMSMよりも大きく、
MSMと同等となるために要する予報時間は空間ス
ケールによって異なっていた。2010年夏は空間スケ
ール0kmでは、FT=6やFT=9で同等であるとも言え
るが、全般的に改悪である。空間スケール80kmで
はFT=3以降に同等であった。この予報時間依存性
は,季節にも依存する。例えば、2010年冬のLFMの
位置ずれ誤差は、空間スケールによらず全予報期間
でMSMよりも大きく、2010年春のLFMの位置ずれ
誤差は、空間スケール0kmではFT=6以降、空間ス
ケール80kmではFT=3以降に同等であった(図略)。
春や夏におけるパーセンタイル閾値は、局所的な降
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水の位置ずれ誤差を検出する傾向がある。局所的な
降水は盛衰も激しく、初期時刻におけるMSMの優
位性は継続しにくい。そのため、予報後半の位置ず
れ誤差は、LFMとMSMで同程度となったと考えら
れる。換言すれば、MSMは降水のピークの位置を
LFMと同程度もしくはそれ以上に捕捉できており、
その予報精度の持続時間も長いということである。
今回の検証手法の導入により空間スケールを考
慮することで、試験運用におけるLFMは、MSMを
上回る降水予報精度を有することが示された。そし
て、MSMの降水予報精度は、降水量としては過小
であるが、降水のピークの位置や弱い降水の頻度な
どを対象とした場合は、LFMの降水予報精度と同等
かそれ以上であることが分かった。また、利用価値
のある空間スケール、位置ずれ誤差、予報初期の予
報頻度過小など、LFMの降水予報を従来とは異なる
視点で定量的に評価することが可能となった。数値
予報課では、これらの新たな検証結果を用いて、
LFMの本運用に向けて予報精度を向上すべく鋭意
開発を進めている。
参考文献
Ebert, E.E., 2008: Fuzzy verification of high
resolution gridded forecasts: A review and
proposed framework. Meteorol. Appls., 15,
51–64.
Lean, H. W., P. A. Clark, M. Dixon, N. M. Roberts,
A. Fitch, R. Forbes and C. Halliwell, 2008:
Characteristics of High-Resolution Versions of
the Met Office Unified Model for Forecasting
Convection over the United Kingdom. Mon.
Wea. Rev., 136, 3408–3424.
Roberts, N. M. and H. W. Lean, 2008:
Scale-Selective
Verification
of
Rainfall
Accumulations from High-Resolution Forecasts
of Convective Events. Mon. Wea. Rev., 136,
78–97.
Söhne, N., J-P. Chaboureau, and F. Guichard,
2008: Verification of Cloud Cover Forecast with
Satellite Observation over West Africa. Mon.
Wea. Rev., 136, 4421–4434.
Schwartz, C. S., Coauthors 2010: Toward
Improved Convection-Allowing Ensembles:
Model Physics Sensitivities and Optimizing
Probabilistic Guidance with Small Ensemble
Membership. Wea. Forecasting, 25, 263–280.
Wilks, D.S., 1997. Resampling hypothesis tests
for autocorrelated fields. J. Climate, 10, 65–82.

1.3 事例検証1
この節では、2009年8月より実験運用を開始した
局地モデル(LFM)の予報結果のうち、2事例につい
て実況との対応を示し、留意すべきと思われるLFM
の予報特性について記述する。

いる。ただし、この降水域は神奈川県北部で発生し
たメソ対流系の北東進に伴うもので、関東平野西部
から移動してきたものではない。しかし、実況の降
水系の推移とは異なるが、東京都区部付近にメソ対
流系が存在すれば大雨の発生ポテンシャルが大き
いことを示すものである。

1.3.1 2010年7月5日東京の局地的大雨事例
2010年7月5日は、東京都板橋区板橋で20時30分
までの前1時間に107mmの降水を観測し、記録的短
時間大雨情報が発表され、中小河川の溢水や、床上
浸水などの被害が出た。
この日の総観場は、中国東北区に寒冷渦がほぼ停
滞しており、日本付近は広く南西流場となっていた。
関東平野西部では、前日から水蒸気が滞留していた
ことに加え日射による気温上昇で下層の相当温位
が高く(~355K)、昼過ぎから積乱雲が発生していた。
ただ上空には暖気(500hPa~0度)が流入していたた
めに積乱雲の発達は抑制され、対流不安定な場とな
っていた。暖気が関東地方を通過した16時JST頃の
タイミングで積乱雲が発達し、メソ対流系を組織化
すると共にゆっくり東進することで東京都板橋区
に大雨をもたらしたと考えられる。
2010年7月5日18時(JST)の関東地方の実況(図
1.3.1)、MSM (図1.3.2) 、LFM(図1.3.3)をそれぞれ
示す。実況（図1.3.1）を見ると、東京都板橋区で大
雨を観測した2時間前にもその西側の領域で50mm
以上の降水が観測されていた。その降水域は前述の
メソ対流系によってもたらされたもので、その後も
ゆっくりと東に移動して、20時頃に板橋区に大雨を
もたらした。また、強雨域から東京湾に向けて南東
方向に1時間降水量10mm程度の弱い降水域が伸び
ている。これは、神奈川県北東部で鹿島灘からの東
風と相模湾からの南よりの風の収束により発生し
たと考えられるメソ対流系が北東進したためであ
る。この地上風系の分布は、東京近郊における夏季
の短時間強雨の発生時によく見られる特徴(藤部ほ
か 2002)を備えている。
次に、18時に観測されたこれらの局地的な降水に
着目して、MSMとLFMの予報結果を比較検証する。
MSM(図1.3.2)は、神奈川県北部に北西から南東に伸
びる弱い降水域を表現しているが、東京の猛烈な雨
のシグナルとなるものは全く見られない。前者につ
いては鹿島灘と相模湾からの風の収束場が予想で
きているためと考えられる。
LFM(図1.3.3)では、実況(図1.3.1)と比べて強雨域
が東南東側の東京湾付近に予想されているものの、
1時間降水量50mm近い降水域が見られ、東京都区部
付近で大雨が発生するポテンシャルが予想できて
1石水

尊久
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図1.3.1 2010年7月5日18時(JST)における
解析雨量前１時間値[mm/h]、標高補正された
アメダス気温[℃]、地上風向・風速、長羽根
は10[knot]、短羽根は5[knot]を表す。

MSM

図1.3.2 図1.3.1と同じ、ただしMSM地表
面 予 報 値 (2010 年 7 月 5 日 03UTC 初 期
値,FT=6)。概ね高度20mの風向・風速。

LFM

LFM

図1.3.3 図1.3.2と同じ、ただしLFM地表面
予 報 値 (2010 年 7 月 5 日 06UTC 初 期
値,FT=3) 。
MSMに比べて、LFMが強い降水を予想できたの
は、局地解析(LA)においてアメダス観測の気温や、
風向・風速を同化することにより地上付近の実況が
初期値場に反映されていること、降水過程として雲
物理過程を単独に用いて湿潤対流を陽に表現して
いる効果が大きい。
次に、東京都板橋区で大雨があった20時でのLFM
の予報結果を図1.3.4に示す。東京都区部には弱い降
水域が予想されているだけで、大雨のシグナルとな
るものは見られない。しかし、18時のLFM（図1.3.3）
が東京都の西端に予想していた1時間降水量20mm
以上の降水域がゆっくりと東に移動し、東京都多摩
地方に50mm以上の降水を予想している。この降水
をもたらしたメソ対流系は実際には観測されてい
ないが、この予想は東京都付近での大雨の発生ポテ
ンシャルが18時から引き続き高いことを示唆して
いる。
最後に2010年7月5日18時(JST)初期値のLFMを
見てみる。図1.3.5の予報初期(FT=1)の地上風系では、
強い地上風の収束場が東京都区内において表現さ
れている。図1.3.1で示されたアメダスの風向・風速
の実況がLAに取り込まれた効果が大きいが、この時
刻には降水が予想されておらず、その後も弱い降水
の表現に留まった。
これは、LFMは、予報初期の水物質量の不足や、
降水の立ち上がりが遅れること(竹之内 2008, 氏家
2009）などにより、予報初期による強い降水を表現
できなかったことが原因と考えられる。
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図1.3.4 図1.3.3と同じ。ただしLFM地表面
予 報 値 (2010 年 7 月 5 日 06UTC 初 期
値,FT=5)。

LFM

図1.3.5 図1.3.3と同じ。ただし2010年7月
5日19時(JST)を対象としたLFM地表面
予 報 値 (2010 年 7 月 5 日 09UTC 初 期
値,FT=1)。

1.3.2 2010年8月12日近畿地方の線状降水事例
2010年8月12日は、台風第4号が日本海を北東進し、
近畿地方は不安定な場となっていた。大阪湾からの
下層の強い南西風による暖湿気塊の流入により、下
層での収束が強まり対流が活発化し、京都府南部か
ら大阪府北部にかけて1時間に100mmを越す降水
を観測し、記録的短時間大雨情報が発表された。そ
の大 雨の約2時 間前にあた る2010年 8月12日 3時
(JST)の近畿地方の実況を図1.3.6に示す。明石海峡
付近から北東方向に長さ100kmを超える線状の降
水域が見られる。
この時刻を対象としたMSM (図1.3.7)、LFM(図
1.3.8)の予報結果をそれぞれ示す。MSMでは実況で
見られるような線状降水帯が予報されていないの
に対して、LFMでは、降水域がかなり広がっている
ものの、明石海峡付近から北東方向に伸びる降水域
を予報できている。これはLAにより初期場の地表付
近の表現が向上していることに加え、LFMでは格子
間隔2kmの水平解像度による地形表現の効果が表
れているためと考えられる。
図1.3.9は、六甲山付近から大阪湾へ南北方向にと
った線分に沿う鉛直速度の断面図である。LFMでは
MSMと比べて地形の表現がより急峻となっており、
この事例では地形による強制上昇の効果がより強
く予報結果に反映されている。

MSM

図1.3.7 図1.3.6と同じ、ただしMSM(2010
年8月11日15UTC初期値,FT=3) 、概ね高
度20mの風向・風速。

LFM

OBS

図1.3.8 図1.3.7と同じ、ただしLFM(2010
年8月11日15UTC初期値,FT=3) 。

図1.3.6 2010年8月12日3時(JST)における
解析雨量前1時間値[mm/h]、地上風向・風速、
長羽根は10[knot]、短羽根は5[knot]を表す。
20

図1.3.9 2010年8月12日1時(JST)を対象とした高度約2500ｍまでの鉛直速度断面図。暖色は上昇
流、寒色系は下降流を表す。(左) MSM、(中)LFM、(右) LFMの地形図。鉛直速度断面図は線分A-B
に沿い、A-Bは左側-右側に対応する。
積乱雲の発生・発達する位置やタイミング、局地
的な風系の変化の予測は、航空機の安全運航にとっ
て重要であり、本運用に向け一層の改善を図る必要
がある。LFMの試験運用においては、降水の過度の
集中や、降水の立ち上がりの改善など、予備実験や
実験運用でこれまでに明らかとなった問題点の改
善に努めていく予定である。

しかし、LFMは、紀伊半島の南東側の1時間降水
量20mm前後の降水域を予想できていない。第1.2
節の統計検証で示されているように、LFMは、MSM
と比較して強雨時における量的な表現に強みがあ
る反面、弱い雨の範囲は過少という傾向がみられる
ことが多い。なおMSMでは、積雲対流パラメタリ
ゼーションを併用することで弱い降水域を表現し
ている。

1.3.3 まとめと今後の課題
LFMの実験運用開始後の2つの事例を通して、原
稿執筆時点でのLFMの予報特性について述べた。
第1.3.1項で示したように、積乱雲の発生・発達す
る位置や降水のタイミングを正確に予測すること
は現時点では難しい。しかし、位置やタイミングの
ずれを考慮することで、降水量のポテンシャル予報
として活用することができる。一方、LFMでは対流
パラメタリゼーションを用いていないため、格子ス
ケールで飽和に達するまで不安定を解消できず、格
子スケールの降水の過度の集中が見られる問題(竹
之内 2008, 氏家 2009)がある。また第1.3.2項では、
LFMは、MSMより水平分解能が高いため降水の表
現が改善すること、地形の効果をより反映すること
などを示した。
さらに予報初期において降水の立ち上がりに時
間がかかること(第1.3.1項)にも注意が必要である。
LAでは、予報初期の水物質量の分布の改善のため、
2010年8月2日の実験運用から地上GPS可降水量の
同化を開始したほか、レーダー反射強度からリトリ
ーブした相対湿度の同化を予定している(第1.5節参
照)。LFMにおいては、降水の過度の集中の対策を
検討すると共に、降水過程や境界層過程など物理過
程の改良などにより、特に下層の鉛直構造の表現の
向上に取り組むことが必要と思われる。

参考文献
氏家将志 2009:高分解能局地モデルの開発と実験運
用. 平成21年度数値予報研修テキスト, 気象庁予
報部, 90-96.
竹之内健介 2008:高分解能局地モデルの課題.平成
20年度数値予報課報告・別冊第54号,気象庁予報
部,207-213.
藤部文昭,坂上公平,中鉢幸悦,山下浩史 2002:東京23
区における夏季高温日午後の短時間強雨に先立つ
地上風系の特徴.天気,49,395-405.
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1.4 航空ユーザー向けのプロダクト1

機の安全かつ効率的な運航及び空港周辺を対象と
した飛行場予報の高度化を支援するために有効な
プロダクトの開発に向けた調査を行うことである。

LFMの試験運用の目的は、LFMを利用した航空
(a)

(b)

図 1.4.1 試験運用における航空ユーザー向けプロダクトの例。2010 年 9 月 15 日 21UTC 初期値の 3 時間予報値
を示す。(a) 地上の高度補正気温（等値線）、水平風（矢羽）、前 1 時間降水量（カラー）
。(b) 羽田空港を中心
とした 340°-160°方向（右下地図上の AB 線）の鉛直断面図。気温（1 度毎の等値線）、鉛直シアー（高度 FL020
以上で、9 kt / 1000 ft 以上の領域を太い等値線で囲む）
。(a)中の三角形は空港（RJTT：羽田空港、RJAA：成
田空港）及び重要地点の名称コード識別名を示す。(b)中の三角形は羽田空港の場所を示す。

1

永戸 久喜、石田 純一、石水 尊久、平原 洋一
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図情報の例を、図1.4.1～1.4.3に示す。まず、水平
断面図として、羽田空港を中心とした成田空港も含
む関東地方の300 km四方（図1.4.1a）と、羽田空港
を中心とした約50 km四方（図1.4.2a）の2領域につ
いて、それぞれ地上から2,000 ft毎に20,000 ftまで
の高度に対応する11フライトレベル(FL)2を描画す

る。描画要素は、地上では高度補正気温・水平風・
前1時間降水量、上空では、各高度での気温・水平
風・湿数である。

(a)

(b)

図 1.4.2 図 1.4.1 と同じ日時の予報値。ただし、羽田空港を中心とした約 50 km 四方の領域について示す。 (a)
FL140 の気温（1 度毎の等値線）
、水平風（矢羽）
、湿数（3℃以下の領域をハッチ）
。(b) 羽田空港を中心とした
340°-160°方向（右下地図上の AB 線）の鉛直断面図。気温（1 度毎の等値線）、鉛直シアー（FL020 以上で、
9 kt / 1000 ft 以上の領域を太い等値線で囲む）
。
2 ICAO 国際標準大気モデル（基準海面気圧を 1013.25
hPa の固定値としている）において、当該高度（単位は
ft: 1 ft=0.3048 m）に対応する等圧面。例えば、当該高度
が 14000 ft(=4267 m)のときは、「FL140」と表記する。
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鉛直断面図として、それぞれの領域内で、羽田空港
を中心として滑走路に平行な2方向（340°－160°
方向と220°－40°方向）の図を描画する（図1.4.1b,
1.4.2b）。描画要素は、水平断面図と同じ気温・水平
風・湿数に加え、航空機運航の支障となる晴天乱気
流発生の主要因の一つである鉛直シアーの大きい
領域も表示する。これらの図情報は、3時間予報値
から9時間予報値まで一時間毎の図が作成される。
また、羽田空港については、地上からFL140までの
6フライトレベルにおける水平風・気温・露点温度
の地点時系列図を作成する（図1.4.3）。
これらのプロダクトは、試験提供を通じて航空ユ
ーザーに利用して頂くとともに、ユーザーからの要
望を集めて、本運用時には追加・改修などの検討が
行われる予定である。

図 1.4.3 羽田空港における地点時系列図の例。2010 年 9 月 15 日 21UTC 初期値の LFM の予報値を示す。気温（赤
線）、露点（青点線）、水平風（矢羽）を示す。地上（SFC）、FL017、FL032、FL050、FL100、FL140 の各高
度レベルの各要素をそれぞれ示す。
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1.5 今後の計画1
1.5.1 LFMの開発
第1.1節でも述べたように、LFMは2012年から本
運用を行い、2013年からは予報領域を拡大して日本
付近を覆った上で、毎時運用を行うことを計画して
いる。今後はこれらの実現に向けた仕様の検討やモ
デルの開発・改良を進めていく必要がある。
まずは、本運用時に予報領域をどのように拡大す
るのかについて検討する必要がある。これまでは、
次期スーパーコンピュータシステムの性能の当初
の見積もりなどから、試験運用の計算領域（図1.1.1）
に2領域を加えた3領域で日本付近を覆う案が検討
されてきた（竹之内・荒波 2008）。しかし、予報領
域の重なる領域で異なる二つの計算結果が存在す
ることから、これらを利用する際には、その領域で
のマージ手法などについて別途検討する必要があ
る。そこで、日本付近を1領域で覆う案についても
検討を始めており、計算機資源や計算効率などを勘
案しつつ最適な領域設定を検討していく予定であ
る。
これと並行して、本運用までに予報精度の更なる
向上を目指した開発を進める必要がある。力学過程
に ついては、 現在行われ ている新し い力学コア
（asuca; Ishida et al. 2010）の開発を引き続き進め
る予定である。asucaでは、数値流体力学の最近の
成果を取り入れた高い精度と計算安定性を備えた
時間積分・移流スキームを実装し、実行時の計算安
定性の向上を目指している。また、計算効率を高め
ることによる大幅な高速化の実現も目指している。
本運用では毎時の解析・予報を行うため、モデルの
計算安定性の向上と高速化は必要不可欠である。
本運用時には、予報結果の降水短時間予報への入
力としての利用も検討をされていることから、物理
過程の中でも、特に湿潤過程の改善を最優先で取り
組む必要がある。1.2節で述べたように、試験運用に
おいては、積雲対流スキームは用いず、雲物理過程
だけで湿潤過程を担っている。MSMよりも高解像
度となり、格子スケールでより細かいスケールの現
象を解像できるようになったものの、水平スケール
10 km以下の雄大積雲等は解像できないため、夏期
の不安定降水時などで格子スケールの降水を過剰
に表現する傾向がある。これを軽減するために、格
子スケールで解像できない背の低い積雲等を雲物
理過程の調整や境界層過程の改良によって扱う手
法や、浅い積雲対流スキームの導入などの検討も行
う必要がある。
また、航空予報支援に利用するためには、降水以
1

永戸 久喜・石田 純一・藤田 匡・佐藤 芳昭

25

外に、空港周辺の風や気温についても精度良く表現
することが求められる。このため、湿潤過程に加え、
境界層過程や陸面過程など物理過程全般について
の開発・改善も重要な課題である。今後MSMにお
いて予定されている各物理過程の開発・改善の成果
を取り込むことも含め、各スキームの適切な評価・
検証を行いながら、LFMの物理過程の開発・改善を
進めていく必要がある。

1.5.2 LAの開発
LAについても、本運用時の仕様について検討を行
う必要がある。試験運用では水平格子間隔5km、鉛
直50層で解析を行っているが、これをLFMの水平格
子間隔2km、鉛直60層に近づけることで、より整合
の取れた初期値を作成できると考えられる。また現
在LAでは、3次元変分法による解析を行う時間間
隔を1時間としているが（図1.1.2参照）
、この時間
間隔も検討課題である。より短い時間間隔で解析を
行うことで、高解像度化・高頻度化する観測データ
の持つ情報を、より有効に引き出すことができる可
能性がある。本運用では毎時限られた時間内に解析
を行うという厳しい制約があり、計算機資源や計算
時間を考慮しながら最適な仕様を検討するととも
に、それを踏まえたシステム設計・構築なども進め
る必要がある。
これと並行して、解析精度の向上のためには、さ
らなる観測データの導入を進めていく必要がある。
表1.5.1に、LAの試験運用における観測データの利
用状況及びこれから本運用に向けて利用が検討さ
れている観測データについて示す。衛星観測データ
は時間的・空間的に広範囲にわたり均質な情報を持
ち、解析の精度向上に有用であるが、現状のLAにお
いてはまだ利用されていない。今後は、表1.5.1に示
されている各データについて、順次利用の検討を進
める。
今後必要とされる開発課題としては、データ同化
手法の高度化が挙げられる。LAでは現在、3次元変
分法による解析を行っている。3次元変分法では、
解析インクリメント（解析値－第一推定値）に予報
モデルの時間発展との整合性に関する直接の拘束
条件を課さないため、力学的なバランスを組み込む
ための設計が重要である。現在、LAでは、解析イン
クリメントの静力学平衡は考慮しているものの、質
量場と運動量場のバランス関係は組み込まない単
純な設計となっている。制御変数の設計、あるいは
ペナルティ項の導入などにより、より力学的バラン
スに優れた解析インクリメントを得るための検討
が必要である。また、大気境界層は、LAの特徴であ
る密なアメダス地上観測同化の影響を強く受ける
領域である。大気境界層での解析インクリメントと、

表 1.5.1 試験運用と本運用時において LA に導入または導入が検討されている観測データ。
◎：導入済み、○：導入予定、△：導入を検討、×：未対応、をそれぞれ示す。
観測データ種別
試験運用
本運用
地上観測・アメダス観測

◎

◎

航空機観測

◎

◎

ウィンドプロファイラ

◎

◎

ドップラーレーダードップラー速度

◎

◎

地上 GPS 可降水量

◎

◎

レーダー反射強度

○

◎

衛星風

△

○

ATOVS 気温プロファイル

△

○

METAR

△

○

AMSR-E

×

△

ASCAT 海上風

×

△

CSR（静止衛星）

×

△

ATOVS 輝度温度データ

×

△

高層ゾンデ観測

×

△

モデルの乱流過程による運動量、熱輸送などとの整
合性を考慮に入れた設計の検討は課題である。
変分法で用いられる背景誤差は、観測データの同
化による解析インクリメントの大きさや広がりに
影響を及ぼす。現在、LAの3次元変分法で用いてい
る背景誤差は、場所、時間について一定値であるが、
実際の背景誤差は場所ごとの日々の大気の状況に
応じて空間、時間的に変動すると考えられる。これ
に関連して、アンサンブル予報で表現される、流れ
に依存する誤差特性を変分法の背景誤差に組み込
む手法が提案されている(Hamill and Snyder 2000;
Lorec 2003; Buehner 2004)。近年、これを応用し、
アンサンブルカルマンフィルタ(Evensen 1994)な
どによるアンサンブル摂動の生成と、生成したアン
サンブル摂動を用いた変分法による解析を組み合
わせたハイブリッド法の研究が進みつつある(Liu
2008, 2009; Buehner et al. 2009a, 2009b)。ハイブ
リッド法を利用することで、現在のLAの拡張により
流れに依存する背景誤差を導入することが可能で
ある。計算機資源の制約を勘案しつつ、高解像度の
現象におけるこのような先進的な手法の有用性を
調査することは重要な課題である。
参考文献
藤田匡, 2010: 流れに依存する背景誤差. 数値予報
課報告・別冊第56号, 気象庁予報部, 73-83.
竹之内健介・荒波恒平, 2008: 高分解能局地モデル
について. 数値予報課報告・別冊第54号, 気象庁
予報部, 195-197.
Buehner, M., 2004: Ensemble-derived stationary
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第２章 数値予報システムの最近の改善
2.1 最近の数値予報システムの改善のまとめ1
数値予報課では、数値予報モデルの改善や、観測
データの新規利用開始など、数値予報に関わるさま
ざまな改善に取り組んでいる。取り組みの成果につ
いては、改善が確認できたものから順次数値予報ル
ーチンに反映させるとともに、利用者向けに必要な
お知らせを行っている。また数値予報研修テキスト
や数値予報課報告・別冊でも、その成果報告を行っ
ている。この数値予報研修テキストでは、特に数値
予報プロダクトの利用者に有益と考えられる情報
について、重点的に解説を行ってきた。
従来は項目毎の報告であったために、どの成果が
どこに報告されているか、わかりづらい点が見られ
た。そこで今年度は新しい取り組みとして、昨年度
4月から今年度10月末まで（以下、この期間と呼ぶ）
に行われた数値予報の主な変更について、一覧を掲
載することとした。付録の数値予報モデルおよびガ

変更日
2009 年 4 月 9 日
2009 年 5 月 1 日
2009 年 7 月 28 日

2009 年 9 月 2 日
2009 年 10 月 1 日
2009 年 10 月 2 日
2009 年 11 月 19 日
2009 年 11 月 23 日
2009 年 11 月 30 日
2009 年 12 月 9 日
2010 年 1 月 15 日
2010 年 4 月 5 日
2010 年 4 月 14 日
2010 年 5 月 11 日
2010 年 5 月 13 日
2010 年 5 月 17 日
2010 年 5 月 18 日

1

イダンスの概要一覧表と併用することにより、数値
予報の変更についての概要や最新情報を利用者が
把握しやすくなることを期待している。
本節では、全球モデル・全球解析、メソモデル・
メソ解析、アンサンブル予報システムに関わる変更
について、それぞれの最近の変更の一覧表を示し、
その主な内容について解説する。

2.1.1 全球モデル・全球解析に関わる改善
この期間、全球モデルに関わる変更はなかったが、
全 球解析につ いては観測 データの利 用に関する
様々な変更が行われた。これらを表2.1.1に示す。
主要な項目として、航空機気温観測データとGPS
掩蔽観測データの利用が開始されるとともに、新規
衛星データとしてDMSP-F16/SSMIS やNOAA-19
の利用が開始されたことがあげられる。

表 2.1.1 全球モデル・全球解析に関わる変更
概要
理由・参考文献
MODIS 極域 AMV の南極域利用再 2007 年 10 月の精度悪化に伴い利用中止して
開
いたもの
NOAA-16/AMSU-B 使用中止
観測精度悪化のため
Metop-A/ASCAT 海上風利用開始、 本研修テキスト第 2.5 節,
DMSP-F16/SSMIS サウンディング 平成 21 年度数値予報研修テキスト第 3.2 節
チャンネル利用開始
オーストラリア航空機の不正通報除
去対応
インドのラジオゾンデ観測利用再開
台風ボーガス配置変更
DMSP-F13/SSM/I 利用終了
QuikSCAT/SeaWinds 利用終了
航空機気温データ利用開始、
GPS 掩蔽観測データ利用開始
NOAA-19 の AMSU-A 及び MHS デ
ータ利用開始
ニュージーランド RARS データ利
用開始
台風ボーガス配置変更
GOES-12/CSR,AMV 利用終了
GOES-13/CSR 利用開始
韓国 AMDAR 利用中止
GOES-13/AMV 利用開始
ブラジル RARS データ利用開始
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観測データ不正のため
観測精度向上が確認されたため
本研修テキスト第 2.6 節
運用終了
運用終了
本研修テキスト第 2.3 節, 第 2.4 節, 配信資
料に関する技術情報（気象編）第 307 号
運用開始
入電開始
本研修テキスト第 2.6 節
運用終了
運用開始
誤データ混入のため
運用開始
入電開始

2.1.2 メソモデル・メソ解析に関わる改善
メソモデル・メソ解析に関わる最近の改善を表
2.1.2に示す。
この期間は、非静力学メソ４次元変分法データ同
化の導入以降に見つかった不具合の解決をすると
ともに、地上GPS可降水量データの利用を開始する
などの改善を行った。。
今後、メソモデルの積雲対流スキームの変更を予

変更日
2009 年 4 月 7 日

2009 年 6 月 1 日
2009 年 8 月 20 日
2009 年 10 月 7 日
2009 年 10 月 28 日
2009 年 11 月 23 日
2009 年 12 月 8 日
2010 年 3 月 1 日
2010 年 9 月 14 日
2010 年 10 月 12 日
（未定）
（未定）

定している。本テキスト執筆時点では実施時期が未
定であるが、現状について本テキスト第2.7 節で報
告を行っているので、参考にしていただきたい。
さらに、水平分解能2kmの局地モデル（第1章を
参照）についても、11月から試験運用を開始を予定
している。

表 2.1.2 メソモデル・メソ解析に関わる変更
概要
理由・参考文献
解析に非静力学４次元変分法の導入 平成 21 年度数値予報研修テキスト第 3.5 節,
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2 章, 配信
資料に関する技術情報（気象編）第 297 号
台風ボーガスの修正
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
従来型データの間引き間隔の修正
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
解析手法改善
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
地上 GPS 可降水量データの利用開 数値予報課報告・別冊第 56 号第 3.3 節, 配信
始
資料に関する技術情報（気象編）第 304 号
QuikSCAT/SeaWinds 利用終了
運用終了
札幌・鹿児島空港のドップラーレー
ダー利用開始
外国ゾンデ特異点データの利用開始
と閾値の特別扱いの中止
台風ボーガス配置変更、変分法 QC
の導入
石垣島・広島・大阪・福井のドップ
ラーレーダー利用開始
対流スキームの変更
本研修テキスト第 2.7 節
オフライン陸面解析の開始
本研修テキスト第 4.2 節

2.1.3 アンサンブル予報システムの改善
週間・台風アンサンブル予報システムに関する最
近の改善について、表2.1.3に示す。
この期間は、高解像度全球モデルと週間アンサン
ブル予報システムに導入済みの適合ガウス版モデ
ル（岩村 2008, 米原 2009)を台風アンサンブル予
報システムにも導入したほか、台風アンサンブル予
報システムの初期摂動作成手法の変更を行った。
また、週間アンサンブル予報システムについて、
従来は初期値アンサンブルの考え方で構築していた
が、予報モデルの不確実性を考慮したモデルアンサ

変更日
2009 年 6 月 18 日
2010 年 5 月 13 日
（未定）
（未定）

ンブル手法の開発を行っており、実現の目処がほぼ
ついている。
参考文献
岩村公太, 2008: 高解像度全球モデルの改良. 平成
20年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
1-6.
米原仁, 2009: 週間アンサンブルの予報モデルの更
新. 平成21年度数値予報研修テキスト, 気象庁予
報部, 61-64.

表 2.1.3 週間・台風アンサンブル予報システムに関わる変更
概要
理由・参考文献
台風アンサンブル予報システムの予 本研修テキスト第 2.9 節
報モデルの適合ガウス格子化
台風アンサンブル予報システムの初 本研修テキスト第 2.9 節
期摂動の変更
週間アンサンブル予報システムへの 本研修テキスト第 2.8 節
モデルアンサンブル手法の導入
台風アンサンブル予報システムへの
モデルアンサンブル手法の導入
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2.2 最近の全球数値予報システムの成績の推移1
2.2.1 はじめに
気象庁（JMA）の全球数値予報システムの予報成
績にみられる最近の改善について、世界の主要数値
予報センターの同システムと比較した結果を報告す
る。各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全球数値予報システ
ムの予報を検証し、その結果を月毎に交換している。
全球モデルの精度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高度予報誤差を取り上げる。
500hPa高度予報誤差は中・高緯度の総観場の大気
の流れの予報精度を示す指標である。
2.2.2 他の数値予報センターとの比較
現在、12の国家気象機関（日本、中国、韓国、英国、
フランス、ドイツ、ロシア、米国、カナダ、ブラジル、オ
ーストラリア、インド）と欧州中期予報センターが全

球数値予報システムを現業運用している。ここでは
継続的に比較を行っている４つの主要な数値予報セ
ンター（JMA、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））を取り上げて、北半球（20°N－90°N）、
南半球（20°S－90°S）それぞれの2日予報、5日予報
の 500hPa 高 度 予 報 誤 差 （ 平 方 根 平 均 二 乗 誤 差

（RMSE））の推移を比較する。
まず、1995年以降の北半球の5日予報の500hPa
高度予報誤差（図2.2.1）から、JMAの全球数値予報
システムの予報精度向上について述べる。なお、季
節変動を除去するために前12ヶ月で平均した。1999
年の積雲スキームの改良後に著しい向上が見られた
が、2003年に極軌道衛星のATOVSセンサーによる
輝度温度直接同化されるまで精度向上が見られない
期間が続いていた。その後、2004年の極軌道衛星の
MODISセンサーによる極域衛星風や2008年の晴天
放射輝度温度を代表とする新たな衛星観測データの
同化および2005年の4次元変分法データ同化手法の
導入により継続的な精度向上が見られる。その精度
向上により、2003年には他のセンターから大きく引
き離されていた予報精度が、2005年にはNCEPと
UKMOに肩を並べるようになり、2009年以降は
UKMOに次ぐ位置を確保している。ECMWFとの差
はまだかなりあるが、2008年以降ECMWFの予報誤
差の減少はあまり見られない。また、NCEPも2008
年以降精度向上が見られない。その中で、2009年後
半からのUKMOの精度向上が顕著である。これは
2009年に行われた50層から70層への鉛直層数およ
びそれに関連する変更が寄与していると考えられる。
北半球の2日予報および南半球の2日と5日予報の
500hPa高度予報誤差（図2.2.2）にも、上で述べた
JMAの全球数値予報システムの精度向上や他のセ

北半球500hPa高度予報誤差（5日予報）
75
積雲スキーム

70

60km30層
3次元変分法データ同化
60km40層
輝度温度直接同化（ ATOVS ）
積雲スキーム

RMSE(ｍ）

65
60
55
JMA（日）
50
45

ECMWF（欧）

極域衛星風（ MODIS ）
雲スキーム
海上風（ QuikSCAT）
4次元変分法データ同化
セミラグランジアンスキームの導入
放射スキーム
晴天放射輝度温度
SSM/I,TMI
20km60層
SSMIS,
海上風（ ASCAT）

NCEP（米）
UKMO（英）

40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

図2.2.1 北半球の5日予報の500hPa高度のRMSE（平方根平均二乗誤差）の経年変化（1995年1月
-2010年6月、前12ヶ月移動平均）
。気象庁の全球数値予報システムの主な変更点（紫色：物理過
程、青色：新たに同化されたデータ、黒字：その他）とその時期を矢印で示す。
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(c) 南半球500hPa高度予報誤差（5日予報）
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図2.2.2 図2.2.1と同じ、ただし、(a) 北半球の2日予報、
(b) 南半球の2日予報、(c) 南半球の5日予報。

(d) 南半球500hPa高度予報誤差（5日予報）
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ンターとの比較結果とほぼ同様の傾向が見られる。
南半球での各センター間の予報精度を比較してみる
と、2007年以降ECMWFに次いで、UKMOがJMA
とNCEPを明らかに引き離している。ただし、北半
球の5日予報に見られたUKMOの2009年後半の顕
著な精度向上は見られない。また、南半球ではJMA
は継続的な精度向上が見られるが、他の3センター
の予報精度は2009年以降あまり変化がない。これは、
JMAが他センターに遅れて最近同化を始めた新た
な衛星データ（表2.1.1）の効果であると考えられる。
つぎに、4つの主要な数値予報センターにおける
予報誤差の季節変化も含めた全球数値予報システム
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図2.2.3 500hPa高度のRMSE（平方根平均二乗誤差）の最
近の変化（2008年6月-2010年6月、3ヶ月移動平均）．(a)
北半球の2日予報、(b) .北半球の5日予報、(c) 南半球の
2日予報、(d) 南半球の5日予報。

の最近の予測精度を、2008年6月以降の3ヶ月平均の
500hPa高度予報誤差（図2.2.3）から述べる。一般
に、RMSEは偏西風波動の振幅が大きい冬期に大き
くなり、その変動が大きい年ほど概して大きくなる。
そのため、短期間（例えば、図2.2.3のような2年間）
では、予報精度向上を１つのセンターの結果のみで
評価するのは早計である。
北半球2日予報では2008年10月～2009年10月に
かけてJMAはUKMOと同程度まで誤差を減少させ
たが、その後引き離されている状態が続いている。
ただ、NCEPに対しては2008年8月以降、JMAの誤
差の方が常に小さい。北半球5日予報では、2009年
10月までECMWFを除く3センターの誤差が同程度
であったが、その後JMAとNCEPに比べてUKMO
の誤差の減少が顕著であり、2010年以降ECMWFに
かなり近づいてきている。その要因については前述
のように鉛直層数の増加だと考えられているが、モ
デル開発を推進する上では今後更なる分析が必要
であろう。
南半球2日予報では、冬期におけるECMWFの誤
差が他のセンターと比べて際だって小さくなって
いる（5日予報も同様）。JMAの誤差は、2009年8月
までNCEPとほぼ同程度で推移していたが、その後
NCEPを引き離し、UKMOとの差を縮めている。南
半球5日予報のJMAの誤差は、2009年6月までは
NCEPとほぼ同程度で推移していたが、その後やや
NCEPより小さくなっている。

全球解析（表2.2.2）で4次元変分法を導入してい
るセンターでは、JMAを除いて全球モデルの３分の
１の水平解像度を持つインナーモデルを運用してい
る。JMAでも同様の運用にするために2011年にイン
ナーモデルの水平分解能を約60kmにする計画であ
る。

2.2.4 まとめと課題
最近の主要数値予報センターの全球数値予報シス
テムの予報精度改善の概要を報告した。JMAは2008
年8月以降の改良によりNCEPより予報精度が良く
なっているが、UKMO、ECMWFにはまだかなり離
されている状態が続いている。500hPa高度の5日予
報のRMSEでは、JMAはUKMOに対して5%以上、
ECMWFに対しては10%以上大きい（2010年6月現
在）。特に、その差は北半球に比べて南半球で顕著で
ある。これはJMAの衛星データ同化が他センターに
遅れを取っていることが一因と推測される。衛星デ
ータの同化が遅れているのは、新規データ取得・利
用の環境が不十分といったこともあるが、中層の乾
燥といった全球モデルにあるバイアスの影響を受け
て新規データ同化による予報精度改善に多くの工夫
や試験を要しているという面もある。データ同化の
更なる進展を図るためにも、全球解析でのインナー
モデルも含めた全球モデルの物理過程（積雲、境界
層など）の改良が必須である。
表2.2.1 全球モデルの水平解像度、鉛直層数

2.2.3 各数値予報センターの全球数値予報システ
ムの現状と計画
最後に、2009年の第25回WGNE（Working Group
on Numerical Experimentation）会合報告をもとに
最近の情報も加えて、各数値予報センターの全球数
値予報システム（全球モデル、全球解析）のスペッ
クの現状と更新計画を簡単に紹介する。
全球モデル（表2.2.1）はスペクトルモデルが主流
であるが、UKMOでは領域モデルとの一体的な開発
を行うために格子モデルを採用している。2009年11
月までは、JMAの全球モデルが最も高い水平解像度
（約20km）であったが、その後ECMWFが約16km
のモデルを導入した。また、2011年にはNCEPは約
22km、UKMOは約20kmのモデルに更新する計画で
あり、主要数値予報センターは水平分解能20km前
後の全球モデルで予報精度を競い合うことになる。
鉛直層数は、現在ECMWFが91層と最も多く、2011
年には更に136層に増やす計画であり、他センター
と比べて約2倍の層数を保持することになる。JMA
では、次期「スーパーコンピューターシステム」導
入後の2013年に100層にすることを計画している。

現モデル

次回の更新計画

（2010年7月）

（実施予定年）

JMA

約20km、60層

約20km、100層（2013年）

ECMWF

約16km、91層

約16km、136層（2011年）

NCEP

約27km、64層

約22km、 64層（2011年）

UKMO

25km、70層

20km、 70層（2011年）

（注1）UKMOは格子モデル、他はスペクトルモデル。
（注2）UKMOの解像度はヨーロッパ付近での値。
（注3）NCEPの解像度は2010年7月に約35kmから変更
された。
表2.2.2 全球解析の水平解像度、鉛直層数
現システム

次回の更新計画

（2010年7月）

（実施予定年）

JMA

約80km、60層

約60km、 60層（2011年）

ECMWF

約80km、91層

約50km、136層（2011年）

NCEP

約27km、64層

約22km、 64層（2011年）

75km、70層

60km、 70層（2011年）

UKMO

（注1）NCEPは3次元変分法の水平解像度、他は4次元変
分法のインナーモデルの水平解像度。
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2.3 航空機気温データの全球解析での利用1

のそれと比較しても精度は悪くない。しかし、対流
圏下層ではD値の平均が0.4～0.6K程度となってい
て、その観測値が第一推定値よりも高温となってい
る。またAMDARデータについては、航路層となる
対流圏上層においても平均で0.4K程度の高温バイ
アスが確認できる。前述した対流圏下層で見られる
ような気温観測値の第一推定値に対する高温バイア
スは、現在の全球モデルの大気下層における低温バ
イアス（中川 2004）による影響も含まれていると

2.3.1 はじめに
航空機データは広域にわたって取得することがで
きる高層の直接観測データであり、気象庁では既に
その風データを全球解析で利用している。気温デー
タの利用についても検討されていたが、データが多
く存在する航路層（約200～300hPa付近）でモデル
の気温にバイアスがあり、そのまま同化すると予報
精度が悪化してしまうことがわかった。これにより
気温データの利用は見送られていた（小泉 2005）。
近年、衛星データの高度利用やモデルの改良により
モデルの精度が向上していることを受け、航空機気
温データの利用可能性の再調査を行った。その結果、
データの利用法を改善し同化することによって予報
精度が向上することを確認した。本項ではその調査
結果について報告する。
2.3.2 航空機気温データ
（1） データの品質
航空機データには主にAIREP（AIrcraft REPort）
データ、AMDAR（Aircraft Meteorological DAta
Report）データ、ACARS（Aircraft Communication
Addressing and Reporting System）データがある。
ただし、ACARSデータはAMDARデータの一種とし
て 捉える こと もでき るた め、以 下で はまと めて
AMDARデータとして分類することにする。
図2.3.1に示すように、航空機データは特に欧州や
北米、東アジアや豪州周辺に集中している2。このデ
ータを高度別に示したものが図2.3.2である。特に航
路層である200～300hPa付近でデータ量が多いこ
と、空港周辺での離着陸時における対流圏中層から
下層の観測データも多いことが特徴と言える。また、
楠・弟子丸（1994）やBenjamin et al.（1999）な
ど過去の文献によれば、航空機データの品質はラジ
オゾンデ観測の品質とほぼ同等であると報告されて
いる。
図2.3.3に2008年9月を対象とする全球のサイクル
実験 3 から作成した航空機データ種類別の気温のD
値（観測値－第一推定値）ヒストグラムを示す。こ
こでは、300hPaより上層をHIGH、300hPaから
700hPaまでをMID、700hPaより下層をLOWと定
義する。D値の標準偏差はいずれのデータでも1.0K
前後で比較的小さい値を示しており、ラジオゾンデ

図 2.3.1 2008 年 9 月 15 日 00UTC の全球解析に使用
可能な航空機気温データの分布。上：AIREP、下：
AMDAR。

1

酒匂 啓司
北米ではデータ量が非常に多いことから、解析前処理で
実際の入電データを間引いている。このため図上では実際
の入電データより少なくプロットされている。
3 このサイクル実験では航空機気温データは解析で使用
していない。
2

図 2.3.2 2008 年 9 月における航空機気温データの高
度別データ数。縦軸：気圧高度[hPa]、横軸：デー
タ数。
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図 2.3.3 2008 年 9 月における航空機データ種類別の気温の D 値ヒストグラム。上段：AIREP、下段：AMDAR。左
列：HIGH、中列：MID、右列：LOW。縦軸：頻度[%]、横軸：D 値[K]。BIAS：D 値の平均[K]、STDV：D 値の
標準偏差[K]。

相当異なっていることがわかる。なお、2009年1月
に対しても同様の調査を行ったが、ほぼ同様の結果
を得ており、特に上層を中心とする高温バイアスの
存在を確認している（図略）。

図 2.3.4

（2） バイアス補正の導入
航空機気温データにおけるバイアスの存在は、
Ballish and Kumar（2006）を始めとする他の主要
な数値予報センターの調査でも指摘されている。そ
の原因として、航空機の測器の取付け位置や測器の
感部の汚れ、測器システム特有の誤差などが挙げら
れている。このようなバイアスの原因を全ての航空
機に対して個別に特定することは極めて難しい。
そこで、航空機気温データのバイアスを補正する
方法として、航空機別にD値月平均を計算して補正
テーブルを作成し、これを元に補正量を算出して翌
月の観測値の補正を行うという手法を導入すること
にした。これはD値月平均を観測値の系統誤差とみ
なして補正する方法で、現在ラジオゾンデ観測の気
温データに対して行われているバイアス補正法とほ
ぼ同様の方法である。なお、ゾンデバイアス補正法
の詳細については大野木（2000）や髙坂（2009）を
参照していただきたい。
導入した補正法は主に次のような処理である。
（a） バイアス補正の実行対象はAMDARデータ
のみとし、AIREPデータは対象としない
（b） 航空機の機体を識別するID番号であるコー

2008 年 9 月における個別（A～E）の航空機

データの気温の観測高度別での D 値月平均値。縦
軸：D 値の平均[K]。左：HIGH、中：MID、右：
LOW。

考えられるが、AMDARデータに見られるような対
流圏上層でのバイアスは、AIREPデータには見られ
ない。これらのことから、何らかの原因によって
AMDARデータには高温バイアスがあると考えられ
る。ただし、これは全ての航空機で同程度の高温バ
イアスがあるということではない。図2.3.4は航空機
ごとの気温データのD値の月平均値を比較したもの
である。上層で1.2K程度の高温バイアスが確認でき
る航空機がある一方でほとんどバイアスが見られな
いものもあるなど、機体ごとにその有無や大きさが
34

ルサインごとに、マージ層と呼ばれる指定
気圧面を中心とする鉛直層別に気温のD値
月平均を計算し、鉛直方向の平滑化処理等
を行い、補正テーブル値を決定する
（c） 補正テーブルに2.5K以上あるいは–2.5K以
下の値がある航空機の気温データは使用し
ない
（d） 補正テーブル値を調整し、実際の補正量を
算出して観測データを補正する
（a）でAIREPデータを補正対象から除いた理由
は、
（b）で述べているように航空機のコールサイン
ごとに統計計算を行っているので、必ずしもコール
サインで同一機体であると区別できないAIREPデ
ータについてはこのバイアス補正法は適さないため
である。
また、統計結果からバイアスが過大である場合に
ついてはそのコールサインで通報される気温データ
の品質に何らかの問題がある可能性が高いとして、
（c）の設定を追加した。これはノンリアルタイム品
質管理（平 1995）に重複する面もあるが、品質に
問題があると見られるデータを必要以上に使用しな
いようにするために組み入れている。
この補正法はバイアスの原因にかかわらず包括的
に誤差を補正できることなどの利点がある一方で、
モデルバイアスを取り込んでしまう可能性があると
いう欠点もある。そのため（d）における補正量の
算出でモデルバイアスの影響も考慮し、過剰な補正
が行われないようにしている。

日の各12UTC、夏実験）と2009年1月（データ同化
サイクル実行期間：2008年12月20日～2009年2月9
日、予報実行初期値：2009年1月1日～31日の各
12UTC、冬実験）とした。コントロールが航空機気
温データを同化していないもの、テストが航空機気
温データを同化したものである。なお、この実験は
現業システムの低解像度版実験システム6で実行し
た。
以下、主に冬実験を例にして結果を述べる。図
2.3.5にバイアス補正を含む品質管理処理前後にお
けるAMDARデータのD値ヒストグラムを示す。正

図 2.3.5 冬実験における AMDAR データの品質管理
処理（QC）前後の気温 D 値ヒストグラム。上：HIGH、
下：MID。縦軸：頻度[%]、横軸：D 値[K]。青：QC
前、赤：QC 後。

（3） 一部データの不使用
地表の影響等を考慮して、一定の気圧高度4以下で
通報された航空機気温データは一律使用しないこと
にした。また、調査過程でデータの品質に問題があ
るとされたコールサインの気温データも使用しない
ことにしている。例えば、カナダのAMDARデータ
の中には気温バイアスが顕著に大きく、その標準偏
差も他と比べて大きいデータが数多く混在していた
ことから、これらのコールサインで通報される気温
データは不使用とした。
2.3.3 同化実験
第2.3.2項で述べたバイアス補正および一部デー
タの不使用の設定を用いて航空機気温データを同化
するサイクル実験を行った5。実験対象期間は2008
年9月（データ同化サイクル実行期間：2008年8月20
日～10月9日、予報実行初期値：2008年9月1日～30

図 2.3.6 冬実験における気温解析場の東西帯状平均
の月平均値差分。縦軸：高度[hPa]、横軸：緯度。
暖色はテストがコントロールよりも昇温している
ことを表し、寒色はその逆を表す。

1000hPa マージ層の下端である約 1006hPa に設定して
いる。
5 航空機気温データの観測誤差は現業システムでの全球
解析におけるゾンデ気温データのそれと同値としている。
4

現業システムの全球モデルは TL959L60（水平解像度約
20km、鉛直 60 層）で、この低解像度版は TL319L60（水
平解像度約 60km、鉛直 60 層）である。

6
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示す。改善率は、コントロールとテストについて、
初期値を真値とした場合に予報値の平方根平均二乗
誤差をそれぞれRMSECNT、RMSETSTとして、
RMSECNT  RMSETST
 100
改善率[%] 
RMSECNT

バイアスとなっている気温データがバイアス補正の
導入により気温を下げる方向に補正されていること
が確認できる。しかし、図2.3.6に示した気温解析場
の東西帯状平均の月平均値差分（テスト－コントロ
ール）を見ると、200hPa付近で0.1～0.2K程度昇温
していることがわかる。今回導入したバイアス補正
法は完全にバイアス成分を除去できるものではない
ため、特に航空機データの多い対流圏上層で昇温し
たと考えられる。一方で、図2.3.7に示したゾンデを
真値とした場合の気温の解析値および第一推定値の
平方根平均二乗誤差を見ると、およそ300hPaより下
層ではその値がコントロールよりも1%程度小さく
なり、改善している。
次に、図2.3.8に予報における主要要素の改善率を

で定義する。すなわち改善率が正であれば、予報誤
差が小さくなり改善していることを表す。
冬実験では、500hPa高度について北半球や熱帯は
FT=216まで、また南半球でもFT=168まで改善し、
図2.3.8に示した以外の風などの予報スコアについ
てもほぼ改善する結果となった。さらに夏実験でも、
冬実験ほどではないものの、500hPa高度について北
半球はFT=120まで平均1%程度改善しており、他の
領域でもコントロールとほぼ同等か改善する結果と

図 2.3.7 冬実験におけるゾンデを真値とした場合の気温の解析値および第一推定値の平方根平均二乗誤差。左：北半
球（20°N–90°N）、右：南半球（20°S–90°S）。縦軸：気圧高度[hPa]、横軸：平方根平均二乗誤差[K]。AN：解析値、
GS：第一推定値。

図 2.3.8 216 時間予報までの予報スコアの改善率。上段：夏実験、下段：冬実験。それぞれ左から順に海面気圧、850hPa
気温、500hPa 高度、850hPa 風速、250hPa 風速。縦軸：改善率[%]、横軸：予報時間[hours]。全球（90°N–90°S、
緑線）、北半球（20°N–90°N、茶線）、熱帯（20°N–20°S、赤線）、南半球（20°S–90°S、青線）の各領域で計算。
図中の丸印は有意水準 0.025 で片側検定を行った結果、統計的に有意であったことを示している。
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なった。しかし、850hPa気温は夏冬とも予報初期を
中心にやや悪化している。一方、ゾンデ観測値に対
する比較では、ほぼ同等か改善する結果であった
（図
略）
。これはモデルの下層低温バイアスが航空機気温
データの同化による下層の気温解析値の昇温と矛盾
して、初期値に対する予報誤差が大きくなったよう
に見えているためではないかと考えられる。

2.3.4 まとめと今後の課題
航空機気温データの全球解析への利用を検討し、
その品質調査を行ったところ、バイアスがある航空
機データが存在することがわかった。そこで、品質
管理処理に気温のD値月平均を用いたバイアス補正
等を追加してサイクル実験を実行したところ、予報
精度について概ね同等かやや改善となる結果を得た。
これにより品質管理処理にバイアス補正等を追加し
た航空機気温データの全球解析への利用を2009年
11月30日に開始した。
今回の変更では、航空機気温データの観測誤差の
調整は行わなかった。これについては、今後従来型
観測データの全球解析での利用法や品質管理処理を
総合的に見直す中で検討していく必要がある。
参考文献
Ballish, B., and K. Kumar, 2006: Comparison of
aircraft and radiosonde temperature biases at
NCEP. Preprints, 10th Symposium on

Integrated Observing and Assimilation
Systems for the Atmosphere, Oceans, and Land
Surface, Atlanta, GA, Amer. Meteor. Soc., 3.5.
Benjamin, S. G., B. E. Schwartz, and R. E. Cole,
1999: Accuracy of ACARS wind and
temperature observations determined by
collocation. Wea. Forecasting, 14, 1032–1038.
大野木和敏, 2000: 観測データと品質管理. 数値予
報課報告・別冊第47号, 気象庁予報部, 8–12.
楠昌司・弟子丸卓也, 1994: 航空機データの新たな
発展:ACARSデータ. 天気, 41, 303–312.
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ࡋࡓࠋᅇᖐᘧ⏝࠸ࡓㄝ᫂ኚᩘࡣࠊ⦋ᗘࠊ㧗ᗘ࠾
㇟ᒁ㸦CMC㸧࡛ࡣẼ㇟ᗇྠࡌᒅᢡ⋡ࢆྠ⏝
ࡼࡧᒅᢡ⋡࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2.4.2 ࡣࠊᅗ 2.4.1 ྠࡌ้࠾
ᅗ 2.4.3㸦a㸧ࠊ㸦b㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࣂࢫ⿵ṇ๓
ࡅࡿᒅᢡ⋡ྠࡶ࡞࠺ 300hPa Ẽ ゎᯒሙࡢ
࠾ࡼࡧࣂࢫ⿵ṇᚋࡢ 2009 ᖺ 9 ᭶ 15 ᪥㸦ྠᐇ
ኚࢆ♧ࡍࠋࢹ࣮ࢱࡢᏑᅾࡍࡿ࿘㎶ࡢẼ ࢆኚ
㦂ᮇ㛫୰┙ࠊᐇ㦂ᵝࡣ 2.4.6 ࢆཧ↷㸧࠾ࡅࡿ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
㻌
㻌
㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿 㻌 㻌 㻹㻱 㻺㻾㻹㻿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌㻺㻾㻹㻿
㻹㻱㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
༙⌫㧗⦋ᗘ     ༙⌫୰⦋ᗘ   
 ⇕ᖏ
  
༡༙⌫୰⦋ᗘ     ༡༙⌫㧗⦋ᗘ
㻌
㻌
ᅗ2.4.4
Metopࡼࡾほ
ࡉࢀࡓᒅᢡ⋡ࡢኟ㸦⣽⥺㸧
ࠊ㸦ኴ⥺㸧࠾ࡅࡿD㸦O-B㸧್⤫ィࠋ
㻌
㻌
⦪㍈㸸㧗ᗘ(km ࠊᶓ㍈㸸㟷⥺ࡣᖹᆒㄗᕪ ME[K]ࠊ㉥⥺ࡣつ᱁ㄗᕪ
NRMS [%]㸦⬮ὀ7ཧ↷㸧
㻌
㻌
⤫ィᮇ㛫 ኟ㸸2008ᖺ8᭶1᪥㹼8᭶31᪥  㸸2009ᖺ1᭶1᪥㹼1᭶31᪥ 
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㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌
㻜㻌
㻌
㻌
㻙㻡㻌
㻌

㸯᪥ࡢゎᯒ࡛ほ ࡉࢀࡓᒅᢡᣦᩘ6ࡢ D ್㸦ほ ್
㸫➨᥎ᐃ್㸧ศᕸ࡛࠶ࡿࠋᶓ㍈ࡀ⦋ᗘ㸦ᗘ㸧ࠊ⦪㍈ࡀ
㧗ᗘ㸦m㸧࡛ࠊࣂࢫ⿵ṇ๓ࡣ⇕ᖏ࠾࠸࡚ṇ
೫ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣔࢹࣝ⮬㌟ࡢ⇱ࣂ
ࢫࡼࡿࡶࡢࠊᒅᢡ⋡ࡢ➨୍᥎ᐃ್ࢆィ⟬ࡍࡿࡓ
ࡵᚲせ࡞㧗ᗘ⟬ฟࡢ㝿ࠊ௬ ᗘ࡛ࡣ࡞ࡃẼ ࢆ⏝
࠸ࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࠋࣂ
ࢫ⿵ṇಀᩘࡣࠊ༙⌫㧗⦋ᗘ㸦90-60rN㸧ࠊ༙⌫୰
⦋ᗘ㸦60-20rN㸧ࠊ⇕ᖏ㸦20rN -20rS㸧ࠊ༡༙⌫୰⦋
ᗘ㸦20-60rS㸧ࠊ༡༙⌫㧗⦋ᗘ㸦60-90rS㸧ࡢ㡿ᇦ࡛
⊂❧タᐃࡋࠊࣂࢫ⿵ṇಀᩘࡣ࣐࢝ࣝࣥࣇࣝ
ࢱ࡛㏲ḟ᭦᪂ࡍࡿࡇࡋࡓࠋほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ
ࡓ㧗ᗘࡣࠊᅗ 2.4.3(b) ࡢᐇ⥺࡛ᅖࢇࡔ㒊ศ࡛ࠊ༙
⌫୰⦋ᗘᴟᇦࡣ 7km ௨ୖࠊ⇕ᖏࡣ 17km ௨ୖࠊ
༡༙⌫୰⦋ᗘࡣ 7km ௨ୖࠊ༡ᴟᇦࡣ 15km ௨ୖୖ
✵ࠊࡘ 30km ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ࠊࣔࢹࣝࡢ┿್
ᑐࡍࡿࣂࢫࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㧗ᗘ⟬ฟ௬ ᗘࢆ
⏝ࡍࢀࡤࠊGPS ᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱࡢࣂࢫ⿵ṇࡣᚲ
せ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㻌
㻞㻚㻠㻚㻡㻌 ほ ㄗᕪ䛾タᐃ㻌
ᅗ 2.4.4 ࡣࠊኟ㸦⣽⥺㸧࠾ࡼࡧ㸦ኴ⥺㸧࠾
ࡅࡿ⦋ᗘẖࡢ Metop-A ࡢ D ್⤫ィ㧗ᗘศᕸࢆ♧ࡋ
ࡓࠋᕥࡽࠊ༙⌫㧗⦋ᗘࠊ༙⌫୰⦋ᗘࠊ⇕ᖏࠊ
༡༙⌫୰⦋ᗘࠊ༡༙⌫㧗⦋ᗘࡢ㡿ᇦ࡛ࡢᖹᆒㄗᕪ
㸦ME㹙K㹛
㸸㟷⥺㸧࠾ࡼࡧつ᱁ㄗᕪ7㸦NRMS[㸣]㸸
㉥⥺㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋME ࡣࠊ≉⇕ᖏ࡛ࡣୖᒙ࡛
ᑠࡉࡃୗᒙ࡛ࡁ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋNRMS ࡣ‵₶
࡞⇕ᖏ࡛ࡁࡃࠊࡲࡓ༙⌫ࡼࡾࡶኟ༙⌫࡛ࡁ࠸
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫
㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

ᅗ2.4.6㸦a㸧500hPa㧗ᗘሙࡢኟᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
పゎീᗘ Metop + GRACE ᐇ㦂ࠊᶓ㍈ࡀணሗ㹙h㹛ࠊ
⦪㍈ࡀᨵၿ⋡㹙%㹛ࠊ༳ࡣࠊ᭷ពỈ‽2.5%∦ഃ
᳨ᐃ࡛᭷ពࠊ 0⥺ࡼࡾୖ࠶ࢀࡤᨵၿ

㻡㻌
㻌
㻌
㻜㻌
㻌
㻌

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡㻌

㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.6㸦b㸧500hPa㧗ᗘሙࡢᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.6㸦a㸧ྠࡌ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ2.4.7㸦a㸧ኟᐇ㦂࠾ࡅࡿ50hPa࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙㸣㹛
㉥㸸ᨵၿ 㟷㸸ᝏ ⓑ㸸୰❧

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ2.4.8 పゎീᗘᐇ㦂࠾ࡅࡿྎ㢼㐍㊰ㄗᕪ
㉥㸸TEST (ᐇ㦂ྡ㸸g012_v17_sum
㟷㸸CNTL (ᐇ㦂ྡ㸸g012_cntl_sum)
T0812-T0817ࡢ⤫ィࠊ༳ࡣࢹ࣮ࢱᩘ(ྑ㍈)
ᒅᢡᣦᩘ㸸ᒅᢡ⋡ࢆ nࠊᒅᢡᣦᩘࢆ N ࡋࡓࡁࠊ
N=㸦n -1㸧106 ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
7 つ᱁ㄗᕪ㸸
㸦RMSE(O)-RMSE(B)㸧/RMSE(O) 㹙㸣㹛
ࡍࡿࠋRMSE ࡣᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊNRMS
␎ࡍࡇࡍࡿࠋ
6

ᅗ2.4.7㸦b㸧 ᐇ㦂࠾ࡅࡿ50hPa࠾ࡅࡿᨵၿ⋡
㹙㸣㹛ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.7㸦a㸧ྠࡌ
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻜㻌
㻌

ほ ㄗᕪࡣࠊୖグࡢᵝኟ㸦8 ᭶㸧㸦1 ᭶㸧
ู࡛ࠎ D(O-B)್⤫ィࢆࡾࠊᮇࡽኟᮇࡢ⛣
⾜ᮇࡣࠊ୕ゅ㛵ᩘࢆ⏝࠸࡚Ꮨ⠇ᛂࡌ࡚ RMSE ࢆ
ෆᤄᚋࠊ1.9 ಸࡋࡓ್ࡋࡓࠋ1.9 ಸࡣࠊᗄࡘࡢᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ᭱ࡶணሗࢫࢥࡀⰋࡗࡓ್࡛࠶ࡿࠋ
㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡㻌 

㻞㻚㻠㻚㻢㻌 పゎീᗘ䝕䞊䝍ྠᐇ㦂㻌
 GPS ᥏ⶸほ ࡢపゎീᗘ(TL319)ࢹ࣮ࢱྠᐇ㦂
ࢆ௨ୗࡢᮇ㛫⾜ࡗࡓࠋ
 ኟᐇ㦂㸸2008 ᖺ 08 ᭶ 20 ᪥㹼2008 ᖺ 10 ᭶ 9 ᪥
 ᐇ㦂㸸2008 ᖺ 12 ᭶ 20 ᪥㹼2009 ᖺ 02 ᭶ 9 ᪥
ᅗ 2.4.5 ࡣࠊᐇ㦂ࡢ⇕ᖏ࠾ࡅࡿ CNTL㸦GPS
ྠ࡞ࡋ㸸㟷⥺㸧 TEST㸦GPS ྠ࠶ࡾ㸸㉥⥺㸧
ࡢẚ㍑ᅗࢆ♧ࡋࡓࠋẚ㍑ᑐ㇟ࡣࠊྠᮇ㛫࠾ࡅࡿ
ࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹ➨୍᥎ᐃ್ࡢẼ ࡛ࠊᕥഃࡢ⥺ࡀ
ME㹙K]ࠊྑഃࡢ⥺ࡀ RMSE[K]࡛࠶ࡿࠋRMSE ࡣ
୰❧࡛࠶ࡿࡀࠊME ࡣ 400hPa ࡽୖ✵࡛ࡸࡸᨵၿ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣᴫࡡ୰❧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋኟᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸦ᅗ
┬␎㸧ࠋ
 ᅗ 2.4.6㸦a㸧ࠊ
㸦b㸧ࡣࠊ500hPa 㧗ᗘሙ࠾ࡅࡿ
ணሗ㛫ẖࡢᨵၿ⋡8[㸣]ࢆ♧ࡋࡓࠋୖࡀኟᐇ㦂ࠊୗ
ࡀᐇ㦂࡛࠶ࡿࠋ㸮⥺ࡼࡾࡶୖ࠶ࢀࡤᨵၿࠊୗ
࠶ࢀࡤᨵᝏࢆពࡍࡿࠋ༳ࡣࠊ᭷ពỈ‽ 2.5% ࡢ
∦ഃ᳨ᐃ࡛᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋGPS ᥏ⶸほ ࢹ
࣮ࢱࢆྠࡍࡿࡇࡼࡾࠊኟᐇ㦂࡛ࡣ༡༙⌫ࡢ 4
㹼5 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࡋࠊ⇕ᖏࡶᨵၿഴྥ࠶ࡿࠋ
༙⌫ࡣ 3 ᪥ணሗ௨㝆ࡸࡸᨵᝏഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
⌫࡛ࡣ 5 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ᐇ
㦂࡛ࡣࠊ༙⌫ࡣ 7 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࠊ⇕ᖏ࡛ࡶ
ࡸࡸᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ 2.4.7㸦a㸧ࠊ㸦b㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀኟᐇ㦂㸦2008
ᖺ 9 ᭶㸧ᐇ㦂㸦2009 ᖺ 1 ᭶㸧࠾ࡅࡿ 50hPa
࠾ࡅࡿ 3 ᪥ணሗᨵၿ⋡ࡢ⌫ศᕸࢆ♧ࡋࡓࠋ㉥ࡀ
ᨵၿࠊ㟷ࡀᨵᝏࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋኟᐇ㦂࡛ࡣᨵၿࡋ࡚
࠾ࡾࠊᐇ㦂ࡣࡰ୰❧࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ 2.4.8 ࡣࠊపゎീᗘᐇ㦂࠾ࡅࡿྎ㢼㐍㊰ண
ሗㄗᕪࢆ♧ࡋࡓࠋ㉥ࡀ TESTࠊ㟷ࡀ CNTL ࡢ RMSE
࡛࠶ࡿࠋFT㸻48 ௨㝆ࡸࡸྎ㢼㐍㊰ࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.9㸦a㸧500hPa㧗ᗘሙࡢኟᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
㧗ゎീᗘ ⯟✵ᶵẼ 㸩GRACE + Metop ᐇ㦂ࠊᶓ㍈
ࡀணሗ㛫㹙h㹛
ࠊ⦪㍈ࡀᨵၿ⋡㹙%㹛
ࠊ༳ࡣ᭷ពỈ‽
2.5%∦ഃ᳨ᐃ࡛᭷ពࠊ0⥺ࡼࡾୖ࠶ࢀࡤᨵၿ

㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻜㻌

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡

  ㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.9㸦b㸧500hPa㧗ᗘሙࡢᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.9㸦a㸧ྠࡌ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ2.4.10㸦a㸧ኟᐇ㦂24㛫ணሗᨵၿ⋡ᖏ≧ᖹᆒᅗ㹙%㹛
 ⦪㍈ࡀẼᅽ[hPa]ࠊᶓ㍈ࡀ⦋ᗘ[ᗘ]ࠊ
㉥ࡀᨵၿࠊ㟷ࡀᨵᝏ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻞㻚㻠㻚㻣㻌 㧗ゎീᗘ∧䝕䞊䝍ྠᐇ㦂⤖ᯝ㻌 㻌
 ➨ 2.3 ⠇࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊపゎീᗘ∧
㸦TL319L60㸧
⯟✵ᶵẼ ࡢྠᐇ㦂࡛ࡶࠊGPS ᥏ⶸほ ྠᐇ㦂
ࡰྠࡌᮇᨵၿࡢຠᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
⯟✵ᶵẼ ࠾ࡼࡧ GPS ᥏ⶸほ ྠࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ

ᅗ2.4.10㸦b㸧ᐇ㦂24㛫ணሗࡢᨵၿ⋡ࡢᖏ≧ᖹᅗ㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣ ᅗ2.4.10㸦a㸧 ྠࡌ

ᨵၿ⋡㹙㸣㹛㸸
(RMSE CNTL 㸫RMSE TEST) RMSE CNTL

8

㻌
41

㻞㻚㻡㻌 䝬䜲䜽䝻Ἴᩓィ㻭㻿㻯㻭㼀䝕䞊䝍䛾⌫ゎᯒ䛷
䛾⏝㻝㻌
㻌
㻞㻚㻡㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
 ࣐ࢡࣟἼᩓィࡣࠊᆅ⾲㠃↷ᑕࡋࡓ࣐ࢡࣟ
Ἴࣅ࣮࣒ࡢᑕἼࡢᙉࡉ㸦ᩓ᩿㠃✚㸧ࢆ ᐃࡍࡿ
⬟ືᆺ ჾ࡛࠶ࡾࠊᴟ㌶㐨⾨ᫍᦚ㍕ࡉࢀࡿࠋ
ࣈ࡞ࡢ┤᥋ほ ࡸᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡽ⤫ィⓗ
సࡽࢀࡿࣔࢹࣝ㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊᩓ᩿㠃✚
ࡽᾏ㠃ୖࢆ྿ࡃ㢼࣋ࢡࢺࣝ㸦ࠊ୰❧ᡂᒙࢆ௬ᐃ
ࡋࡓ㧗ᗘ10mࡢ㢼ࠋ௨ୗᩓィᾏୖ㢼ࡪ㸧ࡸᅵ
ተỈศ㔞࡞ࡢ≀⌮㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉
ᾏୖ㢼ࡣࠊࢹ࣮ࢱྠࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊἼᾉࠊྎ
㢼ࠊኳẼᅗゎᯒ࠸ࡗࡓศ㔝࡛ᖜᗈࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ ࠋ Ẽ ㇟ ᗇ ࡢ  ⌫ ゎ ᯒ ࡛ ࡣ ࠊ 2009 ᖺ 7 ᭶ 28 ᪥ 
Metop-A⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟἼᩓィASCATࡽ
⟬ฟࡉࢀࡿᾏୖ㢼㸦௨ୗASCATᾏୖ㢼㸧ࡢ⌧ᴗ⏝
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨2.5.2㡯࡛ᩓィᾏୖ㢼
ࡢရ㉁ࢆ㏙ࠊ➨2.5.3㡯࡛ࡑࡢྠ⏝ࡘ࠸࡚⤂
ࡍࡿࠋᾏୖ㢼࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࡢほ ཎ⌮ࡸࡑ
ࡢ⏝ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝᮧ㸦1993㸧ࡸLiu and Xie
㸦2006㸧ࢆཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ

ࡒࢀ⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊゎᯒணሗ⢭ᗘࡢྥୖ㔜せ࡞
ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ㸦ᶫ࣭Ἠ 2004㸧
ࠋAMIࢹ࣮ࢱࡢ
⏝ࡘ࠸࡚ࡣኴཎ㸦1999㸧ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
⾲2.5.1ASCATཬࡧSeaWindsࡢᵝࢆ♧ࡍࠋ୧
ᩓィᾏୖ㢼ࡢᵝ⢭ᗘࡣࠊᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ
㸦RMSE㸧࡛㢼㏿2m/sࠊ㢼ྥ20ᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧
⪅ࡢࡁ࡞㐪࠸ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
࣭ ASCATࡣ⾨ᫍࡢᕥྑᅛᐃࡉࢀࡓࢭࣥࢧࡽ
ࢫࢸࢵࢡ≧ࡢࣅ࣮࣒ࢆ↷ᑕࡍࡿほ ᪉ᘧࢆ᥇
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⾨ᫍ┤ୗࡢほ ࡀ⾜࠼࡞࠸ࠋ
࣭ ASCATࡣSeaWindsࡼࡾࡶ㞵ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ
࠸ࣅ࣮࣒࿘Ἴᩘࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ2.5.1ࠊ2008ᖺ9᭶16᪥12UTCࡢ⌫ࢧࢡࣝ
ゎᯒ࡛⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ୧ᩓィᾏୖ㢼ࢆ♧ࡍࠋᅗ
2.5.1(a)ࡣ⌫ศᕸ࡛࠶ࡾࠊỈⰍࡀSeaWindsࠊᶳⰍ
ࡀASCATࢆ⾲ࡍࠋᅗ2.5.1(b), (c)ࡣࠊᮾࢩࢼᾏࡢ
ᖹᡂ20ᖺྎ㢼➨13ྕ࿘㎶࠾ࡅࡿࠊASCATཬࡧ
SeaWindsᾏୖ㢼࣋ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ㉥▮⩚ࡣ
㞵࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓపရ㉁ࢹ࣮ࢱࢆ⾲ࡍࠋASCAT
ᾏୖ㢼ࡣ⾨ᫍ┤ୗ࡛ほ ࡢ✵ⓑᇦࡀᗈ࠸ࡇ㸦ᅗ
2.5.1(a)㸧ࡸࠊ㝆Ỉᇦ࡛ࡢရ㉁పୗࡀSeaWindsᾏୖ
㢼ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡇ㸦ᅗ2.5.1(b), (c)㸧ࡀࢃࡿࠋ
 ᅗ2.5.2ࠊ2009ᖺ8᭶1᪥ࡽྠᖺ10᭶31᪥ࡢᩓ
ィᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࡢẚ㍑⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᮏ᳨
ド࡛ࡣࠊỈᖹ㛫㝸25kmࡢASCATཬࡧSeaWindsᾏ
ୖ㢼ࢆ⏝ࡋࡓࠋᩓィᾏୖ㢼ࡣほ ཎ⌮ୖࠊゎࡀ
୍ពᐃࡲࡽ࡞࠸㸦ከࡃࡢሙྜࠊ2㹼4ಶ⛬ᗘࡢゎೃ
⿵ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿ㸧ࠋᅇࡣGSMࡢᾏୖ㢼➨୍᥎ᐃ್
ࢆ⏝࠸࡚ᑬࡶࡽࡋ࠸㢼࣋ࢡࢺࣝࢆ㑅ᢥࡋࠊရ㉁⟶⌮
ࡼࡗ࡚పရ㉁ࢹ࣮ࢱࢆ㝖እࡋࡓ㸦ᡭ㡰ࡣኴཎ࣭ᮧ
⏣㸦2007㸧ᚑ࠺㸧ࠋࡉࡽࠊ㢼ྥࡢ᳨ドࡣ㢼㏿
3m/s௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊ㢼
ࡀᙅࡃᾏ㠃❧ࡘ㢼ᾉࡀᑠࡉ࠸ሙྜࠊᩓ᩿㠃✚ࡢ
㢼ྥᑐࡍࡿឤᗘࡀపୗࡍࡿࡇ࡛⟬ฟ⢭ᗘࡀపୗ
ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࣈ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢほ ้ᕪࡀ
60ศ௨ෆࡘ㊥㞳ࡀ100km௨ෆࡢほ ࢹ࣮ࢱࡢ୰
࡛ࠊ⌫ゎᯒࡢရ㉁⟶⌮ྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࢆ⏝ࡋࡓࠋ
⏝࠸ࡓࣈࡢほ ⢭ᗘࡣࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿࡛ࡑࢀࡒࢀ10
ᗘ௨ୗࠊ0.3m/s㸦ࡲࡓࡣ3%㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Freitag
et al. 2001㸧ࠋࣈࡢ㢼ほ 㧗ᗘࡣ10m௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㢼㏿ࡣEbuchi et al.㸦2002㸧ྠᵝ
ࠊLiu and Tang㸦1996㸧ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚୰❧ᡂᒙ࣭
㧗ᗘ10mࡢ್ኚࡋࡓ㸦㢼ྥࡣᮍኚ㸧ࠋ
ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࢆẚ
㍑ࡋࡓࡇࢁࠊࣈࡢᕪࡢᶆ‽೫ᕪࡣ㢼㏿࡛ࡑࢀ
ࡒࢀ1.06m/s0.96m/sࠊ㢼ྥ࡛ࡑࢀࡒࢀ19.33ᗘ
16.72ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ┦㛵ಀᩘࡶ࡚࠾࠸࡚0.9๓ᚋ
㧗ࡃࠊᩓィᾏୖ㢼ࡣࣈ࡞ࡢ┤᥋ほ ༉ᩛ
ࡍࡿ㧗⢭ᗘࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

㻞㻚㻡㻚㻞㻌 䝬䜲䜽䝻Ἴᩓィ㻭㻿㻯㻭㼀䛸㻿㼑㼍㼃㼕㼚㼐㼟㻌
Metop-A⾨ᫍ2ࡣ2006ᖺ10᭶ḢᕞẼ㇟⾨ᫍ㛤Ⓨ
ᶵᵓ㸦EUMETSAT㸧ࡀᡴࡕୖࡆࡓࠊḢᕞึࡢ⌧ᴗ
ᴟ㌶㐨Ẽ㇟⾨࡛ᫍ࠶ࡿࠋᮏ⾨ᫍࡣᩘ್ணሗ᭷⏝
࡞ ჾࡀከࡃᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẼ㇟ᗇ࡛ࡣASCAT
ᾏୖ㢼௨እࡶࠊẼ ࡸỈẼࡢሗࢆほ ࡍࡿ࣐
 ࢡ ࣟ Ἴ ࢧ ࢘ ࣥ ࢲ AMSU-A ཬ ࡧ MHS 㸦   ⏣
2008㸧ࡸGPS᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱ㸦➨2.4⠇㸧࡞ࢆ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋASCATᾏୖ㢼ࡢ⟬ฟࡣ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁ
ࢆ୰ᚰ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹ࣮ࢱࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ
⌫㏻ಙࢩࢫࢸ࣒㸦GTS㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㓄ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛Ẽ㇟ᗇࡢゎᯒ࡛ྠ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࣐
ࢡࣟἼᩓィࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡣࠊQuikSCAT⾨ᫍᦚ㍕
ࡢ SeaWinds  ERS-2 ⾨ ᫍ ᦚ ㍕ ࡢ AMI ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ
QuikSCATࡣ⡿ᅜ⯟✵Ᏹᐂᒁ㸦NASA㸧ࡀ1999ᖺ6
᭶ᡴࡕୖࡆࡓᴟ㌶㐨⾨࡛ᫍ࠶ࡿࠋ⾨ᫍࡢタィᑑ
ࡣ3ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2009ᖺ11᭶23᪥ࣥࢸࢼࡢᅇ
㌿ࡀṆࡲࡿࡲ࡛ࡢ10ᖺ௨ୖΏࡗ࡚㐠⏝ࡉࢀࠊẼ
ᾏ ὒࡢ◊ ✲࣭ ⌧ᴗศ 㔝ࡢ Ⓨᒎ ࡁ ࡃ㈉⊩ ࡋࡓ
㸦Bourassa et al. 2010㸧ࠋSeaWindsࡽᚓࡽࢀࡿᾏ
ୖ㢼㸦௨ୗSeaWindsᾏୖ㢼㸧ࡣࠊẼ㇟ᗇ⌫࣭࣓
ࢯゎᯒࢩࢫࢸ࣒࡚2003ᖺ5᭶ࠊ2004ᖺ7᭶ࡑࢀ
㧘ᶫ ᫀஓ
Metop ⾨ᫍࡣ A, B, C ࡢ 3 ᶵ㐃⥆యไ࡛㐠⏝ࡉࢀࠊ
Metop-B, C ࡶ Metop-A ྠᵝࡢ ჾࡀᦚ㍕ࡉࢀࡿィ⏬
࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ 6 ᭶Ⅼ࡛ࡢ Metop-B, C ࡢᡴࡕୖࡆண
ᐃᮇࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 2012 ᖺࠊ2016 ᖺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1
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⾲ 2.5.1 ASCAT, SeaWinds ࡢᵝ
ࢭࣥࢧྡ

ASCAT

ほ

⣙ 550km2
㸦㛫⣙ 700km ࡢ✵ⓑᇦ㸧 ⣙ 1800km

ᖜ

SeaWinds

ࣅ࣮࣒࿘Ἴᩘ

5.255GHz㸦C-band㸧

13.4GHz㸦Ku-band㸧

㢼࣋ࢡࢺࣝࡢỈᖹ㛫㝸

50, 25, 12.5km ࡞

100, 50, 25, 12.5km ࡞

㢼࣋ࢡࢺࣝࡢᵝ⢭ᗘ㸦ᣓᘼෆ㸸 㢼㏿㸸2m/s㸦4-24m/s㸧

㢼㏿㸸2m/s㸦3-20m/s㸧, 10%㸦20-30m/s㸧

⟬ฟࡉࢀࡿᾏୖ㢼㏿ࡢ⠊ᅖ㸧

㢼ྥ㸸20r

㢼ྥ㸸20r

ᅗ 2.5.1 2008 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥ 12UTC ࡢ⌫ࢧࢡࣝゎᯒ࡛⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᩓィᾏୖ㢼ࠋ(a)㸸⌫ศᕸᅗࠋᶳⰍ㸸
ASCATࠊỈⰍ㸸SeaWindsࠋ(b)㸸ᖹᡂ 20 ᖺྎ㢼➨ 13 ྕ࿘㎶㸦(a)ࡢ㉥ᯟෆ㸧ࡢ ASCAT ᾏୖ㢼ࠋ(c)㸸(b)ྠࡌ㡿
ᇦࡢ SeaWinds ᾏୖ㢼ࠋ㉥▮⩚㸸㞵࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓపရ㉁ࢹ࣮ࢱࠋ⫼ᬒ㸸ᩓィࡢほ ㏆࠸้ࡢ MTSAT-1R
㉥እ⏬ീࠋᶳⰍཬࡧỈⰍࡢ▮⩚ࡣࡑࢀࡒࢀ ASCAT ཬࡧ SeaWinds ᾏୖ㢼ࢆ⾲ࡍࠋ㻌

ᅗ 2.5.2 ᩓィᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࡢẚ㍑㸦(a), (b)㸸㢼㏿ࠊ(c), (d)㸸㢼ྥ㸧
ࠋ(a), (c)㸸ASCATࠋ(b), (d)㸸SeaWindsࠋ
⦪㍈㸸ᩓィᾏୖ㢼ࠊᶓ㍈㸸ࣈࠋ୧⪅ࡢ㑅ᢥ᮲௳㸸ほ ้࣭㊥㞳ࡢᕪࡀࡑࢀࡒࢀ 60 ศࠊ100km ௨ෆࠋⰍ㸸ࢹ࣮
ࢱᩘࠋ㢼ྥࡢ᳨ドࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢ㢼㏿ࡀ 3m/s ௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓࠋࣈࡢࢹ࣮ࢱࡣ Global Tropical
Moored Buoy Array㸦McPhaden et al. 2009㸧ࡢᯟ⤌࡛⇕ᖏᇦタ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ⏝ࡋࠊ㢼㏿ࡣ Liu and Tang
㸦1996㸧ᚑ࠸୰❧ᡂᒙ࣭㧗ᗘ 10m ࡢ್ኚࡋࡓࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ 2009 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ࡽྠᖺ 10 ᭶ 31 ᪥ࠋᅗࡢୗ
♧ࡋࡓᩘᏐࡣ᳨ドࢹ࣮ࢱᩘ㸦Num㸧
ࠊᩓィ㸫ࣈࡢᖹᆒཬࡧᶆ‽೫ᕪ㸦Bias, Stdv㸧
ࠊ┦㛵ಀᩘ㸦Corr㸧ࢆ⾲ࡍࠋ

㻞㻚㻡㻚㻟㻌 ᩓィᾏୖ㢼䛜⌫ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䜈
䛘䜛䜲䞁䝟䜽䝖㻌

ྥ㸦ᅗ2.5.3 (c), (d)㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊASCAT, SeaWinds
ᾏୖ㢼ࡢO㸫Bᶆ‽೫ᕪࡣࡑࢀࡒࢀ16.91ᗘ14.70
ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㢧ⴭ࡞⣔⤫ㄗᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᅗ2.5.4 (e),(f)࡛ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࡢࣂ
ࢫࢆẚ㍑ࡍࡿࠊ༡ịὒ࡞ࡢᙉ㢼ᖏ࡛ࡣ๓⪅ࡢ
㈇ࣂࢫ㡿ᇦࡀᚋ⪅ࡼࡾࡶᗈ࠸ࡇࡀࢃࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⇕ᖏᇦࡣࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ࣂࢫࡢṇ㈇ࡀ␗࡞
ࡿ㡿ᇦࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᅗ2.5.3 (a), (b)࡛ぢࡓ
㢼㏿ࡢഴྥࡀᫎࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋ᳨ド࡛ࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡽࠊ
GSMࡢ⣔⤫ㄗᕪࡶ⤖ᯝᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ୧⪅ࡢO
㸫B≉ᛶࢆẚ㍑ࡍࡿ㝿ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

䠄㻝䠅㻌 ᩓィᾏୖ㢼䛸➨୍᥎ᐃ್䛸䛾ẚ㍑
ᅗ2.5.3ᅗ2.5.4ࠊASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼
GSMᾏୖ㢼ࡢ➨୍᥎ᐃ್3ࡢẚ㍑⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ᳨
ドᮇ㛫ࡣ2008ᖺ9᭶1᪥ࡽྠᖺ9᭶30᪥ࡋࡓࠋᅗ
2.5.3 (a), (b)࡛ࡣࠊ㢼㏿O㸫B㸦ほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್㸧
ࡢᶆ‽೫ᕪࡣASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼࡛ࡑࢀࡒࢀ
1.20m/s, 1.35m/s࡛࠶ࡾࠊᖹᆒ್ࡶ0m/s㏆࠸ࠋࡓ
ࡔࡋࠊ㢼㏿15m/s௨ୖࡢ㡿ᇦ࡛O㸫Bࡢṇ㈇ࡢഴྥ
╔┠ࡍࡿࠊ๓⪅ࡣ㈇ࠊᚋ⪅ࡣṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢഴྥࡣ୧⪅ࡢ┤᥋ẚ㍑࡛ࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ┬␎㸧ࠋ㢼

࠼ࡤࠊASCAT ᾏୖ㢼ࡢ᳨ドࡣ SeaWinds ᾏୖ㢼
ẚ࡚ከࡃࡢ㝆Ỉᇦࢹ࣮ࢱࡀࢃࢀࠊపẼᅽ࿘㎶࠾ࡅࡿ
㢼㏿ሙࡢሗࡀᚋ⪅ࡼࡾࡶከࡃྵࡲࢀࡿࠋ
4

ほ ้㏆࠸ணሗ್㸦FT3㹼9㸧ࡢࠊほ ᆅⅬࡢ
ḟඖ⥺ᙧෆᤄ್ࠋ⏝࠸ࡓ GSM ࡢỈᖹゎീᗘࡣ⣙ 20kmࠋ
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ᅗ 2.5.3 ASCAT, SeaWinds ᾏୖ㢼 GSM ᾏୖ㢼➨୍᥎ᐃ್ࡢẚ㍑ࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ 2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥ࡽྠᖺ 9
᭶ 30 ᪥ࠋⰍࡢぢ᪉࡞ࡣᅗ 2.5.2 ‽ࡌࡿࡀࠊ㢼ྥࡢ᳨ド㢼㏿ 3m/s ᮍ‶ࡢࢹ࣮ࢱࡶ⏝ࡋࡓⅬࡀᅗ 2.5.2 
␗࡞ࡿࠋᅗୗ㒊ࡢࠕBiasࠖࡣࠕほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್ࠖࢆ⾲ࡍࠋ㻌

ᅗ 2.5.4 ᮾす㸫༡ 2 ᗘ᱁Ꮚ㛫㝸࡛ᮇ㛫ᖹᆒࡋࡓᾏୖ㢼㏿ࡢศᕸࠋୖẁࡣ ASCAT ᾏୖ㢼ࠊୗẁࡣ SeaWinds ᾏୖ㢼
ࡢ᳨ド⤖ᯝࠋ(a), (b)㸸ほ ್ࠋ(c), (d)㸸GSM ᾏୖ㢼㏿ࡢ➨୍᥎ᐃ್ࠋ(e), (f)㸸O㸫B㸦ほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್㸧
ࠋᅗ 2.5.3
㻌
ྠࡌࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓࠋᅗࡢ୰ࡢᩘᏐࡣ༙⌫㸦NH㸧
ࠊ⇕ᖏᇦ㸦TR㸧
ࠊ༡༙⌫㸦SH㸧࠾ࡅࡿ㡿ᇦᖹᆒ್ࢆ⾲ࡍࠋ

䠄㻞䠅㻌 ⌫ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䜈䛾䜲䞁䝟䜽䝖㻌
ᩓィᾏୖ㢼ࡢ⌫ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᙳ㡪ࢆ
ㄪࡿࡓࡵࠊỈᖹゎീᗘ⣙60kmࡢపゎീᗘGSMࢆ
⏝࠸ࡓ୍᭶㛫ࡢゎᯒணሗᐇ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋᐇ㦂タ
ᐃཬࡧᩓィᾏୖ㢼ࡢྠฎ⌮ࡢタᐃ㸦ኴཎ
࣭ᮧ⏣㸦2007㸧ࡽࡢኚ᭦Ⅼ㸧ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ⾲2.5.2
⾲2.5.3♧ࡍࠋほ ㄗᕪࡣࠊኴཎ࣭ᮧ⏣㸦2007㸧
࡛㆟ㄽࡉࢀࡓࠕほ ᐦᗘᛂࡌࡓࡁࡉࡢㄪᩚࠖࢆ
ᗫṆࡋࠊ㢼ࡢᮾすᡂศUཬࡧ༡ᡂศVࢆ୍ᚊ4m/s
࡛࠼ࡓࠋᅗ2.5.3 (a), (b)ࡢᶆ‽೫ᕪࢆぢࡿࠊᮏ᮶
ࡢほ ㄗᕪࡣ2m/s⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿ5ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㐺⏝ࡣᩓィᾏୖ㢼ࡸ➨୍᥎ᐃ್ࡢ
⣔⤫ㄗᕪࢆ㝖ཤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣂࢫࡢ㝖ཤࡣ
ࢹ࣮ࢱྠࡗ࡚㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᅇࡣ㛤
Ⓨࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊほ ㄗᕪࢆࡁࡃࡍࡿࡇ
࡛ࡇࡢၥ㢟ᑐฎࡍࡿࡇࡋࡓ6ࠋ
 ᅗ2.5.5ࠊASCATᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ᩓ

ィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊᾏ㠃Ẽᅽࡢᖹ
ᆒゎᯒሙࡢᕪࢆ♧ࡍࠋᩓィᾏୖ㢼ྠࡢᙳ㡪ࡣࠊ
ᆅ⾲㏆ࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀ┦ᑐⓗᑡ࡞࠸༡ịὒୖ࡛
ࡁ࠸ࠋࡇࡢഴྥࡣࠊSeaWindsᾏୖ㢼༢⊂ࡸࠊ୧
ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂࡛ࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ┬␎㸧
ࠋ
ᅗ2.5.6ࠊᩓィᾏୖ㢼ྠࡢணሗࡢࣥࣃࢡ
ࢺࢆ♧ࡍࠋᅗࡣᾏ㠃Ẽᅽࡢᑐึᮇ್RMSEᨵၿ⋡࡛
࠶ࡾࠊṇࡢ್ࡣᩓィᾏୖ㢼ࡢྠࡼࡗ࡚ணሗ⢭
ᗘࡀᨵၿࡋࡓࡇࢆ⾲ࡍࠋྛᐇ㦂࡛༡༙⌫ࡢணሗึ
ᮇࢆ୰ᚰᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ୧ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠ
ࡋࡓሙྜASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࢆࡑࢀࡒࢀ
༢⊂࡛ྠࡋࡓሙྜ࡛ࠊ⤖ᯝࡣࡁࡃኚࢃࡽ࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ2Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ほ ㄗᕪࢆࡁࡃࡍࡿࡇ࡛ࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀゎ
ᯒ࠼ࡿࣥࣃࢡࢺࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ ྠ୍ᆅⅬྠ୍้ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼
ࡢほ ࡀᚓࡽࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊ㢼ࡀᙉ࠸ሙྜࡢ㢼
㏿ࡢ≉ᛶࡀ୧⪅࡛␗࡞ࡿࡓࡵࠊᏳᐃࡋࡓゎᯒሙ
ࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋྛ⾨ᫍࡢ㏻㐣้ࡀ㏆ࡃ࡞
ࡿ㧗⦋ᗘᇦ㸦࠼ࡤ༡ịὒ㸧ࠊࡇࡢᙳ㡪ࡣ
ࡁࡃ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

⡆༢࡞᥎ᐃࡣ O㸫B ࡢᶆ‽೫ᕪࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
㢼㏿ 15m/s ௨ୖࡢ ASCAT ᾏୖ㢼ࡣࠊO㸫B ㈇ࣂࢫ
ࡢゎᯒࡢᙳ㡪ࡀ↓ど࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵྠࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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」ᩘࢭࣥࢧࡢࢹ࣮ࢱྠ࡛ࡁ࡞ᨵၿࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
పゎീᗘGSM࡛ࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ୰❧ࡢ⤖ᯝࢆᚓ
ࡓࡇࡽࠊ⌧ᴗGSMྠࡌタᐃࢆ⏝࠸ࡓヨ㦂ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢᐇ㦂ࡣDMSP-F16ᦚ㍕ࡉࢀࡓ
SSMISࢧ࢘ࣥࢹࣥࢢࢳࣕࣥࢿࣝࡢ᪂つ⏝ྠ
ᐇࡋࡓ㸦ỤἙ࣭ィ┒ 2009㸧ࠋ⤖ᯝࡣࠊゎᯒሙ
ࡢኚഴྥࡣపゎീᗘGSMྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ணሗࢫࢥࡢ୍㒊㸦༡༙⌫୰㧗⦋ᗘࡢ㧗ᗘሙ㸧
ᨵᝏഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᩓィᾏୖ㢼㛫ࡢ
⣔⤫ㄗᕪࡀゎᯒሙ࠼ࡿᝏᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡀࠊ㧗ゎ
ീᗘࣔࢹ࡛ࣝࡣ㢧ⴭ࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ2007ᖺ༙ࡤࡽ2009ᖺึ㢌
ࡅ࡚ࡣࠊQuikSCAT⾨ᫍࡢ㐠⏝⤊ࡼࡿணሗ
⢭ᗘపୗࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀࡁ࡞㛤Ⓨㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡓࡵᅇࡣࠊ⡆༢࡞ᥐ⨨࡛㧗ゎീᗘGSMࡢ
ணሗࢫࢥᨵᝏࢆᢚ࠼࡚ࠊASCATᾏୖ㢼ࡢ᪩ᮇ⌧ᴗ
ࢆඃඛࡍࡿࡇࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊணሗࢫࢥ
ࡢᨵᝏࡀぢࡽࢀࡓ༡⦋30ᗘ௨༡ࡢほ ㄗᕪࢆU, V

⏝ࡋࡓࣔࢹࣝ
ゎᯒᮇ㛫
ணሗ᳨࣭ドᮇ㛫
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡢタᐃ
ࢸࢫࢺᐇ㦂ࡢタᐃ

ࡶ୍ᚊ6m/sㄪᩚࡋ࡚ࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢྠࡢ
ࣥࣃࢡࢺࢆᙅࡵࡓࠋࡇࡢタᐃࡢᐇ㦂࡛୰❧ࡢ⤖ᯝࢆ
ᚓࡓࡇࡽࠊ2009ᖺ7᭶28᪥ASCATᾏୖ㢼
SSMISࢧ࢘ࣥࢹࣥࢢࢳࣕࣥࢿࣝࡢ⌫ゎᯒ࠾
ࡅࡿ⌧ᴗ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

ᅗ 2.5.5 ASCAT ᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ᩓィᾏ
ୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊᾏ㠃Ẽᅽࡢᖹᆒ
ゎᯒሙࡢᕪࠋᮇ㛫ࡣ 2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥ 00UTC ࡽ
ྠᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ 18UTCࠋ㻌

⾲ 2.5.2 ᩓィᾏୖ㢼ྠᐇ㦂ࡢタᐃ
⌫ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒㸦Ỉᖹゎീᗘ⣙ 60km㸧
2008 ᖺ 8 ᭶ 20 ᪥㸫10 ᭶ 9 ᪥㸦00, 06, 12, 18UTC㸧
2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥㸫9 ᭶ 30 ᪥㸦12UTC ึᮇ್ࡢࡳ㸧
ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸
㸦1㸧SeaWinds ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ㸦2㸧ASCAT ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ
㸦3㸧ASCAT  SeaWinds ᾏୖ㢼ࢆྠ

⾲ 2.5.3 ᩓィᾏୖ㢼ྠฎ⌮ࡢタᐃ㛵ࡍࡿኴཎ࣭ᮧ⏣㸦2007㸧ࡽࡢኚ᭦Ⅼ
᪂ᡭἲ
ᪧᡭἲ
ほ ㄗᕪ㸦U,V㸧
୍ᚊ 4m/s
㸦SeaWinds ࡢࡳ㢼㏿ 15m/s ௨ୖࢆ 6m/s㸧
ほ ᐦᗘᛂࡌࡓㄪᩚ㸦2㸫10m/s㸧
ほ ࢹ࣮ࢱࡢ
㉥㐨ୖ࡛ 1 ᗘ㛫㝸ࡢ᱁Ꮚࢆ⌫㓄⨨ࡋࠊ
4 ほ ẖ㸦100km 㛫㝸㸧ࡢ
Ỉᖹ㛫ᘬࡁᡭἲ
ࡑࡢ୰ࡽⰋရ㉁ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡍࡿ BOX 㛫ᘬࡁ
ᶵᲔⓗ࡞㛫ᘬࡁ
ᾏịᇦࡢ
ุᐃ᪉ἲ

ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂࡢᾏ㠃Ỉ
ࡲࡓࡣᾏịᐦ᥋ᗘ 0.01 ௨ୖ

1Υ௨ୗ

ᾏ㠃Ỉ -1.65Υ௨ୗ
ࡲࡓࡣᾏịᐦ᥋ᗘ 0.55 ௨ୖ

ᅗ 2.5.6 ᩓィᾏୖ㢼ྠࡼࡿᾏ㠃Ẽᅽࡢᑐึᮇ್ RMSE ᨵၿ⋡ࠋᕥࡽ༙⌫ࠊ⇕ᖏᇦࠊ༡༙⌫ࡢ⤖ᯝࠋ⦪㍈ࠊ
ᶓ㍈ࡣࡑࢀࡒࢀᨵၿ⋡ࠊணሗ㛫ࢆ⾲ࡍࠋᨵၿ⋡ࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂ࠊྠࡋࡓᐇ㦂ࡢᑐึᮇ್
RMSE ࢆࡑࢀࡒࢀ CNTL, TEST ࡋࡓሙྜࠊ
㸦CNTL㸫TEST㸧/ CNTL ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋṇࡢ್ࡣࠊᩓィᾏୖ
㢼ࡢྠࡼࡗ࡚ணሗ⢭ᗘࡀᨵၿࡉࢀࡓࡇࢆ⾲ࡍࠋ㟷ࠊ㉥ࠊ⥳ࡢྛ⥺ࡣࡑࢀࡒࢀ SeaWinds ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ
ASCAT ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊSeaWinds  ASCAT ᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ࢆ⾲ࡋࠊࢢࣛࣇୖࡢ༳ࡣ TEST  CNTL
ࡢᕪࡀ⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍ㸦ಙ㢗༊㛫 95%㸧ࠋ㻌
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㻞㻚㻡㻚㻠㻌 䜎䛸䜑䛸ᚋ䛾ㄢ㢟
⌫ゎᯒ࠾࠸࡚ࠊMetop-A⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟ
ἼᩓィASCATࡽᚓࡽࢀࡿᾏୖ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢ
⏝ࢆ2009ᖺ7᭶28᪥㛤ጞࡋࡓࠋQuikSCAT⾨ᫍࡀ
2009ᖺ11᭶23᪥㐠⏝Ṇ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ
ASCATࡢ᪩ᮇ⏝㛤ጞ୍ᐃࡢពࡣ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⌧ᅾࡢྠฎ⌮ࡢタᐃࡣ㢼㏿ࡢࣂࢫ⿵ṇࠊ
ရ㉁⟶⌮㸦ᾏịᇦࡢุᐃࡸ㢼㏿ࡢ㜈್㸧
ࠊほ ㄗᕪࡢ
 ࡁࡉ࡞ ࡢ ぢ┤ࡍ ࡁ Ⅼࡀᩘ ከࡃ Ꮡᅾࡍ ࡿࠋ
ASCATࡀMetop-B, C⾨ᫍࡶᦚ㍕ࡉࢀࡿࡇࢆ⪃
࠼ࡿࠊ㢼ࡀᙉ࠸ሙྜࡢ㢼㏿O㸫Bࡢ㈇ࣂࢫၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀࠊASCATᾏୖ㢼ࢆࡼࡾ᭷ຠ⏝
ࡍࡿୖ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋゎỴ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ
㢼㏿ࣂࢫ⿵ṇࡢᑟධࡸᾏୖ㢼ࡢ⊂⮬⟬ฟ࡞ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁ௨እ࡛ࡣࠊ⡿ᅜ
ᾏὒẼᗇ㸦NOAA㸧࡛ASCATᾏୖ㢼⟬ฟࡢ㛤Ⓨࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁࡀASCAT
ᾏୖ㢼ࡢ⟬ฟࡗ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ㛵ᩘࢆᨵⰋࡍࡿࡇ
࡛ࠊ㢼㏿ࡢ㈇ࣂࢫࢆ⦆ࡍࡿࡇᡂຌࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Soisuvarn et al. 2010㸧ࠋᙜࢹ࣮ࢱࡀ⏝ྍ⬟
࡞ࡾḟ➨ࠊရ㉁ㄪᰝࡸほ ࢩࢫࢸ࣒ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚
⌧ᴗ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏ⠇࡛ࡣゐࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ࣓ࢯゎᯒ࠾ࡅ
ࡿASCATࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࡶ㔜せ࡞㛤Ⓨㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ≉ࠊ㞵ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ASCATࡢᛶ㉁ࡣࠊ
㢧ⴭ⌧㇟Ⓨᒎࡍࡿ๓ࡢ᭷ຠ࡞ሗࢆࡽ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ᪩ᮇࡢ⌧ᴗ⏝ࢆ┠
ᣦࡋ࡚㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
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2.6 全球解析における台風ボーガスの改良1
2.6.1 はじめに
気象庁では、台風周辺における初期値の精度向上
を目的として、台風ボーガスを作成・利用している
（大野木 1997）。4次元変分法の導入に伴い、メソ
解析では2003年から、全球速報解析では2005年から、
全球サイクル解析では2007年から、擬似観測型台風
ボーガスという手法を採用している（小泉 2003;
新堀 2005; 西嶋・室井 2006; 美濃 2007）。2009
年3月には、初期値における台風中心位置の精度向
上と進路予報精度の向上を目的とし、ボーガスデー
タの水平配置を変更した（髙坂 2009）。
本節では、2009年3月の変更後に明らかになった
問題点への対処と、さらなる進路予報精度の向上を
目指して行った改良について報告する。

の中心に近い50kmの地点のボーガスデータが空間
変化率の大きなD値を持ち、図2.6.1と類似した現象
が起きたものと考えられる5。上層の風についても同
様の解析インクリメントが生じ、過度に強い非対称
成分を持つ初期値となっている（図略）
。
過度に非対称な初期値から予報を開始すると、台
風は最初にそれを解消するための移動をする。この
例では、予報初期においてGSMの進路予報はベスト
トラックと反対方向になった（図2.6.3）。さらに悪
い時には、予報が進むにつれて誤差がさらに拡大し、
前初期時刻と全く異なる進路を示す場合もあった。
このような現象が繰り返し起こり、いわゆる初期値
変わりの原因になったと考えられる。
以上のような調査を経て、2009年10月に、中心か
ら50kmの地点のボーガスデータを除く変更を行っ
た。この変更以降、同様の問題は発生していない。

2.6.3 台風ボーガスの役割
今後の議論のために、台風ボーガスの役割を整理
しておく。
GSMによる台風予報が最も重視するのは進路予
報の精度である。そのために台風ボーガスが果たす
べき役割は、次の３つにまとめられる。
１．初期値における台風の中心位置の修正
２．初期値における強度（中心気圧や風速）の修正
３．初期値（及び第一推定値）の台風がシャープな
構造になることを防ぐ
一般に、誤差は予報が進むにつれて拡大する。第
一推定値における台風が観測された位置から大き
くずれているとき、それを修正するだけの観測デー
タがなければ、それはほとんどそのまま初期値とな
る。台風の位置がずれている初期値からの予報には、
あまり良い精度は期待できない。また、実際に台風
が存在しているにもかかわらず、モデルの初期値に
ある程度の強さの擾乱が表現されていないのは問
題である。このような問題を解決することが台風ボ
ーガスに求められる。これらは上記の１と２に当た
る。
３のシャープな構造とは、気象場の空間変化率が
大きいということである。前項で述べたとおり、D
値が全球解析で解像できないほど細かな構造を持
つと、初期値に大きな誤差が生じるおそれがある。
これを避けるためには、ボーガスデータと第一推定
値のどちらもシャープすぎる構造を持たないよう
にしなければならない。どの程度なだらかにすべき
かは自明でないが、現在は、台風ボーガスが表現す

2.6.2 2009年3月の変更の問題点
2009年の台風シーズンに、GSMの台風進路予報
が初期時刻によって大きく異なる例が見られた。調
査の結果、2009年3月の変更時に台風中心から50km
の地点に追加したボーガスデータが原因と判明し
た。
中心から50kmの位置にボーガスデータを追加し
た目的は、初期値における台風中心位置の誤差を
50km程度よりも小さくすることであった。しかし、
現在の全球解析が想定する解析インクリメント2の
水平構造3に対し、多くの場合、台風の中心付近での
D値4の空間変動スケールは小さい。これは、台風の
中心付近では気象場がシャープな構造を持つこと
に加え、一般に第一推定値の台風中心が観測された
中心位置と一致しないためである。このような空間
変動スケールの小さな（すなわち空間的に急激に変
化する）D値に対して低分解能での解析を行うと、
解像度が不足することによる誤差が大きくなる（こ
れは、一次元の簡単な計算でも確認できる。図2.6.1
を参照）。
図 2.6.2は 2009 年 台 風 第14 号 の 例 で、 9月 15日
00UTCの解析における第一推定値と初期値の海面
気圧である。初期値での台風中心位置は第一推定値
からほとんど修正されていない一方で、中心に対す
る強い非対称成分が生じていることが分かる。台風
1

岡垣 晶
観測データによる第一推定値の修正量。
3 GSMの水平解像度はTL959（格子間隔約20km）である
が、全球解析で用いているインナーモデルはT159（同約
80km）である（門脇(2009)など）
。さらに、インクリメン
ト構造は、データ同化システムに設定されている背景誤差
の空間相関にも強く影響を受ける。
4 観測値
（ここではボーガスデータ）と第一推定値との差。
2

5

同様の現象は実際の観測データでも起こりうる。ただし、
台風ボーガスは観測データと異なり品質管理(Quality
Control)を免除して同化しているため、このような現象を
引き起こしやすい。
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る気圧分布の変動スケール（髙坂 2009、式(3.3.1)
のR0）がインナーモデルの格子間隔よりも小さくな
らないよう調整し、そのボーガスデータを同化する
ことで、初期値（と次の解析時刻の第一推定値）も
なだらかになることを期待している。なお３の役割
から、台風ボーガスは観測データの単なる代替では
ないことに注意が必要である。

節を行っている。このような観測データとのフィッ
ティングは、台風ボーガスを用いて作成した初期値
の気圧分布が観測値と大きく異なる例が見られた
ため、その対策として導入された（大野木・上野
1992）。
2008年以降、ボーガスデータの中心気圧が不自然
に変動する事例が何度か見られた。図2.6.4の黄の両
矢印の期間は、2009年台風第20号の際の例である。
調査の結果、上記フィッティングによってボーガス
データに過度の補正がなされ、中心気圧が変動して
いたことが分かった。具体的には、上記フィッティ
ングの中の「観測値との予備的整合」（大野木・上
野 1992）という処理において、インナーモデルが
高解像度であるほど、ボーガスデータの中心気圧が
観測データに敏感になることが判明した。時代を経
て全球解析の格子間隔が狭くなり、特に2007年11
月の全球モデルの高解像度化以降、この問題が顕在
化したと考えられる。

2.6.4 問題点
前項で述べた役割を踏まえた上で、台風ボーガス
の仕様の問題点と改良の方向性を考察する。
(1) ボーガスデータの過度な投入による進路予報精
度への悪影響
近年、衛星による観測データ数の増加、データ同
化手法の高度化などにより、第一推定値の精度は著
しく向上している。一方ボーガスデータは、衛星画
像等から解析された中心位置・中心気圧等から経験
式に基づいて海面気圧及び風の3次元分布を導出し
たものであり、この導出に伴う不確定性は小さくな
い。このような状況にあっては、いかに台風近傍で
観測データが少ないとは言え、ボーガスデータの誤
差の方が第一推定値の誤差より大きいケースも充
分起こりうる。
実際、髙坂(2009)は、ボーガスデータは台風中心
から遠いほど精度が低いという考えのもと、中心か
ら離れたボーガスデータ数を減らした実験を行い、
進路予報誤差が減少することを示した。これは、ボ
ーガスデータの間引きによって初期値に含まれる
誤差が減った効果と考えられる。

(4) 台風周辺にゾンデ観測が多数存在する時はボー
ガスデータを投入しない設定
台風周辺に14点以上のゾンデ観測がある場合は、
ボーガスデータを投入しない設定としている（新堀
2005）。しかし前項で述べたとおり、台風ボーガス
は観測データの単なる代替ではない。例えば第一推
定値が現実の台風と近い構造を持っていても、イン
ナーモデルの解像度を考慮して、あえてなだらかな
構造に修正するというケースもあり得る。すなわち、
実観測データの多寡のみでボーガス投入の要否を
決めることはできない。

(2) シャープな構造を防げない時がある
図2.6.4は、2009年台風第20号の際の、観測され
た中心気圧、ボーガスデータの中心気圧、全球解析
の中心気圧の時系列である。紫の両矢印の期間、ボ
ーガスデータの中心気圧は980hPa前後で推移して
いるにも関わらず、GSM初期値は975~960hPa程度
で推移している。観測された中心位置へ投入される
ボーガスデータは、インナーモデルの解像度を考慮
して観測よりも高い中心気圧で作成されているが、
初期値に十分反映されていない。
観測された中心位置に投入されるボーガスデー
タには、第一推定値の中心気圧を修正しシャープな
構造を防ぐ役割が期待される。しかし、ボーガスデ
ータのD値は第一推定値の中心位置と観測された中
心位置との距離に強く依存するため、常に意図する
ようなインクリメントを得ることは難しい。

2.6.5 台風ボーガスの改良と実験結果
前項で述べた問題点を踏まえ、以下の点について
台風ボーガスを変更し、実験を行った。
(1)ボーガスデータ数の水平間引き
前項(1)で述べた問題点への対策として、ボーガス
データが初期値に与える誤差を減らすため、ボーガ
スデータ数を必要最小限にするような仕様を考え
る。
台風の強度とシャープさは、台風の中心付近での
値で特徴づけられる。また、第一推定値の台風中心
から遠く離れた地点へ投入したボーガスデータが、
中心位置の修正に寄与する程度は小さいと考えら
れる。これらのことから、台風ボーガスの配置を中
心付近のみに限定し（図2.6.5）、第一推定値の位置
ずれが大きい場合のみ、位置を修正するために、第
一推定値の台風中心の外側まで投入することとす
る。

(3) 観測データとのフィッティングによるボーガスデー
タの不自然な変動
台風ボーガスの海面気圧分布作成においては、地
表の観測データがあればそれへ近づけるような調
49

2.6.6 まとめと今後の課題
全球解析の特性を考慮した上で台風ボーガスの
役割を再整理し、台風ボーガスを変更した実験を行
った。実験の結果、進路予報の明確な改善とともに、
初期値やボーガス中心気圧の不自然な変動が無く
なることも確認された。この変更は2010年4月に現
業化された。
気象庁における台風ボーガスの開発は、第一推定
値への埋め込みから擬似観測型に移行した後、デー
タ数を減らす方向で変更が行われ、進路予報が改善
してきている。今後も、気象庁における台風ボーガ
スの開発の方向性は「必要最小限」にすることだろ
う。例えば第一推定値の状況によっては、ボーガス
データを全く投入しない方が良い場合もありえる。
また、観測データの増加やGSMの変更等によって第
一推定値の特性が変われば、必要最小限の程度も変
わる。常に適切な台風ボーガスのあり方を検討し続
ける必要がある。
一方で、少ないながらもボーガスデータを使う以
上は、今回のような設定の変更のみならず、台風ボ
ーガスが表現する台風構造自体の改善も重要な課
題である。

(2) 第一推定値の台風中心位置へボーガスデータを
追加
第一推定値の台風中心は、第一推定値の台風強度
をよく代表していると考えられる。この地点へボー
ガスデータを追加することで、常に第一推定値の台
風構造がボーガスデータによる修正を受けること
が保証され、初期値の台風構造をなだらかにする機
能が働くと期待できる。
(3) 観測データとのフィッティングを廃止
観測データとのフィッティングは、前項(3)で述べ
たような不自然な変動の原因となる。また、現在の
解析手法では、ボーガスデータと同時に他の観測デ
ータも同化されるため、ボーガスの気圧分布を観測
データにフィッティングさせる必要性は少ない。図
2.6.5のようにボーガスデータ数を大幅に間引けば
なおさらである。以上から、観測データとのフィッ
ティングは全て廃止する。
(4) 台風周辺にゾンデ観測が多数存在する時はボー
ガスデータを投入しない設定を廃止
前項(4)で述べたことから、この設定は廃止する。
以上の変更を加えた台風ボーガスを用いて、2009
年台風第16~20号を対象とした実験を行った。実験
期間は2009年9月25日~10月25日とし、解析・予報
ともにルーチンと同じ00,06,12,18UTCで実行した。
以下では、変更前の台風ボーガスを使った実験をコ
ントロール、変更後の台風ボーガスを使った実験を
テストと呼ぶ。
図2.6.6に、実験期間を通した進路予報誤差の比較
を示す。テストの誤差は全ての予報時間でコントロ
ールを下回っている。これは主に(1)のボーガスデー
タを減らした効果と考えられる。予報初期において
も誤差が減少しているのは、(2)に述べた第一推定値
の中心に追加したボーガスデータによって、第一推
定値と初期値の台風が、全球解析が想定する程度の
構造に保たれていることも寄与していると考えら
れる。
図2.6.7は、図2.6.4と同様の時系列をテストについ
て描いたものである。全球解析の中心気圧、台風ボ
ーガス中心気圧とも、意図しない変動は無くなって
いる。
図2.6.8に、予報時間別に描いた中心気圧の変化傾
向の散布図を示す。コントロール・テスト共に、左
上のプロットが多く、右下のプロットは少ない。こ
のことから、実際には減衰傾向の場合、予報では見
逃しが多く空振りが少ないことが分かる。この傾向
を含め、全般にコントロールとテストとの間に大き
な違いは見られない。
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図2.6.1 低分解能の解析インクリメントによって初期値に生じる誤差の概念図。左図の赤線は第一推定値に表現さ
れている台風、黒線は真の台風に相当し、横軸は水平座標、縦軸は気圧の値を表す。ここでの台風の半径は約600km
である。中図は、黒線が第一推定値の台風を真の位置に修正するために必要なインクリメント、赤線は波長200km
までで表現できるインクリメント。赤線は黒線を波数切断して描いている。右図は、黒線が真の台風、赤線が波
長200kmまでで表現できるインクリメントを第一推定値に足したもので、初期値に相当する。初期値における台
風中心は第一推定値からほとんど修正されていない一方で、中心付近に強い非対称性が生じることが分かる。

図2.6.2 2009年9月15日00UTCの、台風第14号周辺における第一推定値（左図）
、初期値（右図）の海面気圧の等値線
(hPa)。丸点はこのときの台風ボーガスの配置で、色と数字はボーガスデータ（海面気圧）のD値を表す。

図2.6.4 2009年台風第20号の観測された中心気圧
（青）、ルーチンの台風ボーガス中心気圧（赤）
、
ルーチンの全球解析中心気圧の時系列（緑）
。
図2.6.3 図2.6.2を初期値とするGSMの進路予報（ピン
ク線）とベストトラック（黒線）
。予報初期でGSMは
東に、ベストトラックは西に進んでいる。
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図2.6.5 変更前後の台風ボーガスデータの分布。左が変更前、右が変更後。赤の矢羽根が風データ、ピンク
の星印が海面気圧データ。水平方向の軸は緯度・経度で１目盛が２°、高さ方向の軸は気圧座標を表す。
2009年10月4日06UTCの台風第18号に適用した例。右図で中心付近に星印が２つあるのは、観測された中
心位置と第一推定値の台風中心とに海面気圧データが投入されることによる。

図2.6.7

図2.6.4と同様。ただしテストの結果。

図2.6.6 予報時間別に平均した台風進路予報の誤差。緑線がコ
ントロール、赤線がテスト。2009年台風第16~20号が対象。

図2.6.8 予報時間別の中心気圧予報の変化傾向（初期値－各予報時刻の値）の散布図。上段がコントロール、下
段がテスト。左からFT=0,24,48,72。各グラフの横軸はベストトラックの気圧変化、縦軸はGSMの気圧変化で、
いずれも正の値が発達（中心気圧が下降）
、負の値が減衰（同上昇）
。中心気圧の変化が完璧に予報されていれば、
斜線上にプロットされる。
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㻞㻚㻣㻌 䝯䝋䝰䝕䝹䛾ᑐὶ䝇䜻䞊䝮䛾ኚ᭦㻝㻌
㻞㻚㻣㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
⌧⾜ࡢ࣓ࢯࣔࢹࣝ㸦MSM㸧ࡣࠊ≉ᱵ㞵ᮇࡢ
ᕞࡸᅄᅜࡢ༡すᓊ࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢሙྜほ ࡣ
࡞࠸ࠊᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࢆண ࡋ࡚ࡋࡲ࠺
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㧗 ࣭ከ‵ࡢẼሢࡢὶධࡍࡿ≧
ἣ࡛ࠊᾏ㝣ࡢ⢒ᗘࡢ㐪࠸ࡼࡿ᮰ࡸᆅᙧࡼࡿᙉ
ไୖ᪼ࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ࠊKain–Fritschᑐὶࢫ࣮࢟
࣒㸦Kain and Fritsch 1990; Kain 2004㸧㸦௨ୗࠊ
KFࢫ࣮࣒࢟㸧ࡀ㐣ᗘാࡃࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟
ᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊKFࢫ࣮࣒࡛࢟ᢅ࠺ࢧࣈࢢࣜࢵࢻࢫࢣ
࣮ࣝࡢᑐὶ㞼ࡀ࿘ᅖࡢẼΰྜࡍࡿྜ㸦ΰྜ
⋡㸧ࢆࡁࡃࡍࡿኚ᭦ࢆຍ࠼ࠊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸦ᡂ
⏣ 2008; ᡂ⏣ 2009㸧ࠋࡇࡢኚ᭦ࡣKFࢫ࣮࣒࢟ࡼ
ࡿᑐὶࡀ㐣Ⓨ㐩ࡍࡿࡢࢆᢚ࠼ࡿຠᯝࢆ≺ࡗࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅇࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱㄪᩚࢆ⤒
࡚ࠊᛶ⬟ホ౯ࡢࡓࡵࡢゎᯒணሗࢧࢡࣝᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ
ᆅᙧἢ࠺⮬↛࡞㝆Ỉࡢᖜ࡞㍍ῶࡀぢ㎸ࡵࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊKFࢫ࣮࣒࢟࠾ࡅࡿΰྜ⋡ࡢኚ
᭦ࢆ2010ᖺࡢ⛅ࡽMSMᑟධࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ
㸦ཎ✏ᇳ➹Ⅼ㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣᅇࡢKFࢫ࣮࣒࢟ࡢኚ
᭦ࡢᴫせࠊゎᯒணሗࢧࢡࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡃ
⤫ィ᳨ド㛵ࡋ࡚ࠊ㝆Ỉ≉ᛶࡢኚࢆ୰ᚰㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋ
㻞㻚㻣㻚㻞㻌 㻷㻲䝇䜻䞊䝮䛾ኚ᭦䛾ᴫせ㻌
Ỉᖹ᱁Ꮚ㛫㝸5kmࡢMSM࡛ࡣࠊᑐὶ㞼ᑐࡍࡿ

ゎീᗘࡀ༑ศ࡞ࡇ㉳ᅉࡍࡿ᱁Ꮚࢫࢣ࣮࡛ࣝ
ࡢ㝆Ỉࡢ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊ㞼≀⌮㐣⛬
ຍ࠼࡚✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࢆే⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛࡞࠾ࠊ᱁Ꮚࢫࢣ࣮࡛ࣝ㐺ษ⾲
⌧࡛ࡁࡿつᶍࡢᑐὶ㞼ࡘ࠸࡚ࡣࠊຊᏛ㐣⛬㞼≀
⌮㐣⛬ࡼࡗ࡚⏕ᡂࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛ
ࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀᢚไࡋ࡚ാࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽ᱁Ꮚ㛫㝸ࡀ5kmࡢMSM㐺ࡋࡓ
KFࢫ࣮࣒࢟ࡢಟṇࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸦ᡂ⏣ 2008㸧ࠋ
ᱵ㞵ᮇ࡞ୗᒙࡢ㧗┦ᙜ Ẽሢࡀᾏୖࡽὶ
ධࡍࡿࡁࠊ㝣㐩ࡋࡓࡇࢁ࡛KFࢫ࣮࣒࢟ࡀാࡁࠊ
ࡑࡢࡁ࡞CAPEࢆᾘ㈝ࡍࡿࡓࡵⓎ㐩ࡋࡓ⫼ࡢ㧗
࠸㸦ࢧࣈࢢࣜࢵࢻࢫࢣ࣮ࣝࡢ㸧ᑐὶ㞼ࢆ⏕ᡂࡍࡿࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡋ࡚㐣࡞㝆Ỉࢆࡶࡓࡽࡋࠊࡇࢀࡀᱵ㞵
ᮇ㢧ⴭࡳࡽࢀࡿࠊᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉ
ࡋ࡚ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋKFࢫ࣮࣒࢟ࡣࠊࢧࣈࢢࣜࢵ
ࢻࢫࢣ࣮ࣝࡢᑐὶ㞼ࡢⓎ㐩㐣⛬࡛ࠊ࿘ᅖࡢẼࡢ
ΰྜࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ≉ᚩࢆᣢࡘࠋ࿘ᅖࡢ┦ᑐ
ⓗ࠸ࡓẼሢࡢᑐὶ㞼୰ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡣࠊᑐὶ㞼
ࡢⓎ㐩ࢆᢚไࡍࡿຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࠋᅇࠊࡇࡢຠᯝ
ࢆࡼࡾᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵKFࢫ࣮࣒࢟࠾࠸࡚ࠊࢧࣈ
ࢢࣜࢵࢻࢫࢣ࣮ࣝࡢᑐὶ㞼ࡀ࿘ᅖࡢẼΰྜࡍ
ࡿྜ㸦ΰྜ⋡㸧ࢆࡁࡃࡍࡿኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ヲ⣽
ࡣᡂ⏣㸦2008㸧ࢆཧ↷㸧
ࠋ
ᅇࡢኚ᭦ࡣࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞㞼ᗏ㧗ᗘࡀపࡃࠊỈ
ᖹࢫࢣ࣮ࣝࡀᑠࡉ࡞ᑐὶࢆ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊࢫࢣ࣮ࣝࡢᑠࡉ࡞ᑐὶ㞼࡛ࡣΰྜ⋡ࡀࡼࡾ
ࡁ࠸࠸࠺ほ ࡽࡢ▱ぢࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

䝹䞊䝏䞁䛾 KF 䝇䜻䞊䝮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ΰྜ⋡ኚ᭦ KF 䝇䜻䞊䝮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ỉᖹ᱁Ꮚ㛫㝸 1km 䛾㠀㟼ຊᏛ䝰䝕䝹
䜢⏝䛔䛯 MSM
䜢⏝䛔䛯 MSM
䠄✚㞼ᑐὶ䝟䝷䝯䝍䝸䝊䞊䝅䝵䞁↓䛧䠅

[K/s]
ᅗ 2.7.1 ᱵ㞵ᮇ༡すᾏୖࡽᬮ‵Ẽࡀὶධࡋࠊᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࡀ⏕ࡌࡿ
࡛ࡢຍ⇕⋡(K/s)ࡢ๓ 1 㛫ᖹᆒࡢ㖄┤᩿㠃㸦2009 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥ 15UTC ึᮇ್
ࡢ FT=6 ࡢ⤖ᯝ㸧
ࠋ᩿㠃ࡣᮾࢩࢼᾏࡽᕞࡅ࡚ୗᒙࡢ㢼ྥἢࡗࡓྥࡁࡗ
࡚࠸ࡿ㸦ྑᆅᅗୖࡢ⥺ศ㸧
ࠋᕥ➃ࡽ㡰࣮ࣝࢳࣥࡢ KF ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝࠸ࡓ MSMࠊ
ΰྜ⋡ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓ KF ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝࠸ࡓ MSMࠊ✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆࢃ࡞࠸Ỉᖹ᱁Ꮚ㛫㝸 1km ࡢ㠀㟼ຊᏛࣔࢹࣝ㸦ᩘ್ᣑᩓࡢタᐃࡣ LFM ྠࡌ㸧
ࡢ⤖ᯝࠋ◚⥺ࡣ㧗ᗘ 5km ࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࠋᴃ࡛♧ࡋࡓᑐὶࡀᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞
㝆Ỉ┦ᙜ㸦್ࡣ࣮࢝ࣛࣂ࣮ࡢ⠊ᅖእࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢὀ┠ࡍࡿ㸧
ࠋ
࡞࠾ MSM ࡢຍ⇕⋡ࡣ KF ࢫ࣮࣒࢟㞼≀⌮㐣⛬᪉ࡢᐤࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋ


ᡂ⏣ṇᕭ㸦ᩘ್ணሗㄢ㸭ⱥᅜẼ㇟ᒁ࣓ࢯẼ㇟ඹྠࢭࣥ
ࢱ࣮ ࠊ᳃Ᏻ⪽Ⴙ

53

 ᅗ2.7.1ᅇࡢኚ᭦ࢆࡋࡓᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊ‵₶
㐣⛬ࡼࡿຍ⇕⋡ࡢ㖄┤ศᕸࡢᆺࢆᣲࡆࠊኚ᭦
๓ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍࠋᅗ୰ᴃ࡛♧ࡋࡓᑐὶక࠺ຍ
⇕ࡀࠊ࣮ࣝࢳࣥMSM࡛ࡣ῝࠸ᑐὶࢆసࡾฟࡋ࡚㐣
࡞㝆Ỉ࡞ࡾࠊᆅᙧἢࡗࡓ㝆Ỉࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊΰྜ⋡ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓࡶࡢࡣᑐὶࡀ
పࡃᢚ࠼ࡽࢀ࡚ࠊຍ⇕ࡢ༟㉺㧗ᗘ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊỈ
ᖹ᱁Ꮚ㛫㝸1km࡛✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㠀㟼ຊᏛࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࡼࡾ㏆
࠸ศᕸ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿỈẼࡢ㖄┤ΰྜ㸦ຍ
⇕࣭ຍ‵㸧ࡀࡼࡾప࠸㧗ᗘᢚ࠼ࡽࢀࡿࡇࡣࠊ
Ẽୗᒙࡼࡃ㖄┤ΰྜࡉࢀࡓ‵ࡗࡓᒙࢆᙧᡂࡋࠊ
Ẽୖᒙࡲ࡛ࡢᡂᒙࡢᏳᐃࡀ⾜ࢃࢀࡃࡃ࡞ࡿࡇ
ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡇࡢࡇࡀຊᏛ㐣⛬㞼≀⌮㐣⛬
ࡼࡿ᱁Ꮚࢫࢣ࣮࡛ࣝ⾲⌧࡛ࡁࡿᑐὶ㞼ࡢⓎ⏕࣭Ⓨ㐩
㐺ࡋࡓሙࢆసࡾࡔࡋࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᑐὶ㞼࡛ᵓᡂࡉ
ࢀࡿ⥺≧㝆Ỉᖏ࡞ࡢ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢ⾲⌧ࡢྥୖ
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

⾲ 2.7.1 ゎᯒணሗࢧࢡࣝᐇ㦂ࡼࡿヨ㦂ࡢᮇ㛫

ኟᐇ㦂

ᐇ㦂

ᮅ㩭༙ᓥ༡ᓊࡽ୰ᅜᆅ᪉ࡾࠊᕞ㏆ࡣ
す༡すࡽᬮ‵Ẽࡀὶධࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋCNTL࡛ࡣ
ᕞすᓊࡸᒣᆅἢࡗࡓ20~50mm/3h㸦ᶳ㸧ࡢࠊほ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸⮬↛࡞㝆Ỉᇦࡀ┠❧ࡘࠋࡇࢀ
ᑐࡋ࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓTEST࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㝆Ỉࢆ㝖ཤࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
CNTLẚ㍑ࡋ࡚࡞ࡾᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ୰ᅜ
ᆅ᪉ࡢ⥺≧㝆Ỉᖏࡢᙧ≧ࢆࡼࡃ⌧ࡋࠊᕞࡽᅄ
ᅜࡢࡧࡿ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍㒊ࡶ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
CNTL࡛ࡣ༑ศࡔࡗࡓ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂࡘ࠸
࡚ᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊTEST࡛ࡣKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿᡂᒙࡢᏳᐃ
స⏝ࡀCNTLẚ࡚┦ᑐⓗᙅࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊ
㞼≀⌮㐣⛬ࡼࡿᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣ≉Ᏻᐃ㝆Ỉࡸᱵ㞵ࡢணሗᚋ༙
㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ2.7.3୍ࢆ♧ࡍ㸧
ࠋࡲࡓKFࢫ࢟
࣮࣒ࡢຠᯝࢆ┦ᑐⓗᙅࡵࡓࡇࡣࠊKFࢫ࣮࢟
࣒ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ5mm/3h௨ୗࡢᙅ࠸㝆Ỉࡢῶᑡഴྥ
ࡶ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2.7.4㸧ࠋྎ㢼㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ㝆Ỉᙉᗘࡀࡸࡸᙉࡃ࡞ࡿࡣࠊ㐍㊰ࡸ㝆Ỉศᕸ
࡞ࠊయࡢணሗࡋ࡚ࡣࢇኚࡀ࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡶࠊᏘࡣ㝆Ỉᑐࡋ࡚KFࢫ࣮࣒࢟
ࡢᐤࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡓ
ࡔࡋᏘࡣ㝆Ỉᙉᗘࡢࡁ࠸ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊഹ
࡞㐪࠸ࡀࢫࢥᙳ㡪ࡋࡓ㸦➨2.7.4㡯㸧ࠋ

㻞㻚㻣㻚㻟㻌 ゎᯒணሗ䝃䜲䜽䝹ᐇ㦂䛻䜘䜛ヨ㦂㻌
ヨ㦂ࡣ⾲2.7.1♧ࡍᮇ㛫ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋኟࡑ
ࢀࡒࢀ⣙1ࣨ᭶ࡎࡘ࡛࠶ࡾࠊኟᏘࡣ≉ᚩⓗ࡞ู
3ᮇ㛫ศࡅ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ẚ㍑ᑐ㇟࡞ࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡣ2009ᖺ10᭶
⌧ᅾࡢ࣮ࣝࢳࣥMSMࡼࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ୖグᐇ㦂ᮇ㛫ᙜࡢ࣮ࣝࢳࣥMSMࡣタᐃࠊணሗ
⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࠋ࡞㐪࠸ࡋ࡚ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂
ࡣᆅୖGPSྍ㝆Ỉ㔞ࡢྠࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ
㦂ࡣ03,09,15,21UTCࢆึᮇ್ࡍࡿ33㛫ணሗࡢ
ࡳ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᮏヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆTESTࠊࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆCNTL⾲グࡋࠊኟࡑࢀࡒ
ࢀࡢᐇ㦂ࢆኟᐇ㦂ࠊᐇ㦂⛠ࡍࡿࠋࡲࡓኟᐇ㦂
ࡢࡉࡽศࡉࢀࡓᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳᐃ㝆Ỉ
࣭ᱵ㞵࣭ྎ㢼⾲ࡍࠋ
ᅗ2.7.2KFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛
࡞㝆Ỉࡢᨵၿࡢᆺࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࡁᱵ㞵๓⥺ࡣ
ゎᯒ㞵㔞㻌

2008 ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥㹼2008 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥
㸦10 ᪥㛫㸸Ᏻᐃ㝆Ỉ㸧
2009 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥㹼2009 ᖺ 7 ᭶ 26 ᪥
㸦20 ᪥㛫㸸ᱵ㞵㸧
2009 ᖺ 10 ᭶ 5 ᪥㹼2009 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥
㸦4 ᪥㛫㸸ྎ㢼㸦➨ 18 ྕ㸧㸧
2008 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥㹼2009 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥
㸦30 ᪥㛫㸧

CNTL

TEST

ᅗ 2.7.2 ᆅᙧἢࡗࡓ㝆Ỉࡢᨵၿࡢᆺࠋ2009 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 15UTC ึᮇ್ࡢ FT=12 㸦20 ᪥ 03UTC㸧ࡢணሗ⤖
ᯝࠋᕥࡽゎᯒ㞵㔞ࠊCNTLࠊTEST ࡢ๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋ
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ゎᯒ㞵㔞㻌

CNTL

TEST

ᅗ 2.7.3 㝆Ỉᖏࡀ㐣ᗘᙉࡉࢀࡓࠋ2009 ᖺ 7 ᭶ 16 ᪥ 09UTC ึᮇ್ࡢ FT=27 㸦17 ᪥ 12UTC㸧ࡢணሗ⤖ᯝࠋ
ᕥࡽゎᯒ㞵㔞ࠊCNTLࠊTEST ࡢ๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋ

㻞㻚㻣㻚㻠㻌 ⤫ィ᳨ド㻌
ࡇࡇ࡛ࡣྛ✀ࡢ⤫ィ᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ⏝࠸ࡓᣦ
ᶆࡘ࠸࡚ࡣᕳᮎ㘓ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
㻔㻝㻕 㝆Ỉ᳨ド㻌
ᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ
㸦ETS㸧ࣂࢫࢫࢥ㸦BI㸧ࢆᅗ2.7.5♧ࡍࠋ
᳨ド᱁Ꮚࡣ20kmࠊ๓3㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࡢ᳨ド᱁Ꮚෆ
ᖹᆒࢆᑐ㇟ࡋࠊゎᯒ㞵㔞㡿ᇦࡢ࠺ࡕ㝣ᇦᾏᓊ
ࡽ40kmෆࢆ᳨ド⠊ᅖࡍࡿࠋኟᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣ
ูࡢ⤖ᯝࡶ♧ࡍ㸦ᅗ2.7.6㸧ࠋᅗ୰ࡢ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ
95%ಙ㢗༊㛫࡛࠶ࡿࠋ
ኟᐇ㦂ࡢETSࡣࠊ㜈್10㹼15mm/3h࡛ࡸࡸᨵၿࠊ
㜈್30mm/3h௨ୖ࡛TESTࡀCNTLࢆࡸࡸୗᅇࡿࡀࠊ
CNTLࡁࡃኚࢃࡽࡎࠊࢇ᭷ព࡞ᕪ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋBIࡣࠊTESTࡣCNTLẚ࡚ࠊ㜈್5mm/3h
௨ୗ࡛ᑠࡉࡃࠊ㜈್10mm/3h௨ୖ࡛ࡣࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ
㜈್30mm/3h௨ୖ࡛ࡣࠊBIࡀ1ࢆ㉸࠼ࠊETSࡣഹ
࡞ᝏࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ✵ࡾࡢቑຍࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋᮇ㛫ูࡳࡿࠊᱵ㞵ࡢETSࡽࡣࠊ
≉㜈್10㹼25mm/3h࡛ࡢᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
㞵㔞⠊ᅖ࡛ࡣᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࢆᢚไࡋ
CNTL

ࡓ࠺࠼࡛ࠊணሗ㢖ᗘࡀቑຍࡋࡓ㸦BIࡀቑຍࡋ࡚1
㏆࡙࠸ࡓ㸧ࡇࡽࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡢΰྜ⋡ࡢኚ᭦
ࡼࡿᨵၿࡀຠᯝⓗ⌧ࢀࡓゝ࠼ࡿࠋࡋࡋྠ
ㄗ᳨ฟ⋡ࡀᚤቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ✵ࡾࡶࡸࡸቑ࠼ࡓ㸦ᅗ
␎㸧ࠋኟᐇ㦂ࡢࡢᮇ㛫࡛ࡶBIࡣᙅ࠸㞵࡛ῶᑡࠊࡼ
ࡾᙉ࠸㞵㢧ⴭ࡞ቑຍࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓኟᐇ㦂ࡢ
ᮇ㛫ࡢBI㸦ᅗ2.7.5㸧ࡀᙉ࠸㞵㔞ᇦ࡛1ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ
ࡢࡣࠊCNTL࡛ࡶBIࡀࡁ࠸ྎ㢼ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ
ࡇࡀࢃࡿࠋ
ᅗ2.7.7ኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫࠾ࡅࡿBIࡢணሗ㛫
౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋ1mm/3h௨ୖࡢ㝆Ỉ࡛ࡣࠊTESTࡣ
CNTLࡼࡾࡉࡽணሗ㢖ᗘࡀ㐣ᑡ࡛࠶ࡾࠊணሗ㛫
ἢࡗ࡚CNTLྠᵝࡢኚࢆ♧ࡍࠋ20mm/3h௨ୖ
ࡢ㝆Ỉ࡛ࡣࠊTESTࡣFT=6ࡽFT=12ࡅ࡚ணሗ
㢖ᗘࡢᛴቑࡀࡳࡽࢀࠊ⤖ᯝࡋ࡚ほ ࡢ㢖ᗘ㏆࡙
࠸࡚࠸ࡿࠋFT=12௨㝆ࡣቑຍഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᐇ㦂㛵ࡋ࡚ࡶኟᐇ㦂ྠᵝࠊᙉ࠸㞵ࡢBIࡀ
ࡁࡃ࡞ࡾࠊETSࡶᙉ࠸㝆Ỉ࠾࠸࡚ࡸࡸୗࡀࡗࡓ
㸦ᅗ2.7.5㸧ࠋࡇࢀࡣᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗࡢ✵ࡾࡀቑࡋ
ࡓࡇࢆ♧ࡍࠋᐇ㦂ࡣᮇ㛫୰࠸ࡃࡘ༡ᓊపẼᅽ
ࡀ㏻㐣ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣCNTLẚ࡚ࡸࡸᙉ࠸㝆
Ỉࡢ㡿ᇦࢆᗈࡆࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋᏘࡣᙉ࠸㝆Ỉࡢ
TEST

ᅗ 2.7.4 2009 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 09UTC ึᮇ್ࡢ FT=30㸦20 ᪥ 15UTC㸧ࡢணሗ⤖ᯝࠋCNTL㸦ᕥ㸧
ࠊTEST㸦ྑ㸧ࡢ๓
3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋኴᖹὒୖࡸ㏆␥ᆅ᪉࡛ᙅ࠸㝆Ỉࡢῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
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ETS

  ኟᐇ㦂                    ᐇ㦂

BI









ᅗ 2.7.5 ኟᐇ㦂㸦ᕥิ㸧ᐇ㦂㸦ྑิ㸧ࡢᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ ETS㸦ୖẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ ETS=0㸧 BI㸦ୗẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋ
ࢫࢥࡣᶓ㍈ࡢ㜈್㸦๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸧௨ୖࡢ㝆Ỉᑐࡍࡿࡶࡢࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%
ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ETS

Ᏻᐃ㝆Ỉ         ᱵ㞵           ྎ㢼

BI

ᅗ 2.7.6 ኟᐇ㦂ࡢྛᮇ㛫ࡈࡢᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ㝆ỈࢫࢥࠋᏳᐃ㝆Ỉ㸦ᕥิ㸧ࠊᱵ㞵㸦୰ิ㸧ࠊྎ㢼㸦ྑ
ิ㸧ࡢ ETS㸦ୖẁ㸧 BI㸦ୗẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋᶓ㍈ࡣ㜈್㸦๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸧ࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋ
࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ
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1 mm/3h ௨ୖ              20 mm/3h ௨ୖ

ᅗ 2.7.7 ኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫ࢆᑐ㇟ࡋࡓணሗ㛫ẖࡢ BI㸦Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋᕥࡣ 1mm/3h ௨ୖࠊྑࡣ 20mm/3h ௨ୖࡢ
㝆Ỉᑐࡍࡿࢫࢥࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋᶓ㍈ࡣணሗ㛫(FT)ࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ࢆ⏝࠸ࡓୖ㏙ࡢࢫࢥࡢ㞵㔞㜈್ࡣᑐᛂࡋ࡞࠸
ࡇὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅗ2.7.8ࡽࡣࠊTEST
ࡣCNTLẚ࡚ᙉ࠸㞵㢖ᗘࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀࢃࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏳᐃ㝆Ỉࠊᱵ㞵࡛
ࡣほ ࡢ㢖ᗘศᕸ㏆࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ50mm/3h௨ୖࡢ
㝆Ỉࡘ࠸࡚ࡣほ ࡼࡃྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᏳ
ᐃ㝆Ỉ࡛ࡣ100mm/3h௨ୖ࡛ࠊయᑐࡍࡿ
ྜࡣᑠࡉ࠸࡞ࡀࡽࠊணሗ㢖ᗘ㐣ከࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡛
ࡿ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ᐇ㦂ࡢ㢖ᗘศᕸࢆࡳࡿࠊTESTࡣ10mm/3h௨
ୖ࡛ほ ࡼࡾ㢖ᗘࡀከࡃࠊ⤖ᯝࡋ࡚10㹼30mm/3h
ࡢ㞵㔞ᙉᗘᇦ࡛ࡣCNTLࡢ᪉ࡀほ ࡢศᕸἢࡗ࡚
࠸ࡿࠋ50mm/3h௨ୖࡘ࠸࡚ࡣCNTLኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
ḟᐇ㦂ᮇ㛫୰ࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࠊཬࡧ⥲᱁Ꮚᩘ㸦ࡍ࡞
ࢃࡕ㝆Ỉᇦࡢ㠃✚┦ᙜ㸧ࢆ⟬ฟࡋࠊẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠶ࡿࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀࡇࡇ࡛ࡳ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞1ࣨ᭶⛬ᗘࡢᮇ㛫ࡢࢫࢥࡣ➃ⓗ
⾲ࢀࡿࠋᐇ㦂ࡢᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ᳨ド㡿ᇦᙳ㡪
ࢆ࠼ࡿ༡ᓊపẼᅽࡣ࡞ࡶࡢ࡛3ᅇ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ༡ᓊపẼᅽࡢ⤠ࡗ࡚ࢫࢥࢆㄪࡓࠋࡑ
ࢀࡽࡢ࠺ࡕ1᭶18᪥㡭᪥ᮏิᓥࢆ㏻㐣ࡋࡓపẼᅽ
ࡢࡀࠊࢫࢥࢆୗࡆࡿᐤࡀࡁࡃࠊ≉ᐃࡢ
ࡀࢫࢥࡢపୗᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ḟࠊ㝆Ỉࡢ㢖ᗘศᕸࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ2.7.8
♧ࡍࠋ㢖ᗘ⤫ィࢆ⾜ࡗࡓ㡿ᇦࡣᑐゎᯒ㞵㔞ࢫࢥࢆ
⟬ฟࡋࡓ⠊ᅖྠ୍࡛࠶ࡿࠋẚ㍑ᑐ㇟࡞ࡿほ 
ࡋ࡚ࠊゎᯒ㞵㔞ࢆࣔࢹࣝྜࢃࡏ࡚5km᱁Ꮚࡈ
ᖹᆒࡋࡓ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋᐇ㦂⤖ᯝࠊほ ࡶ5km᱁
Ꮚ༢࡛ࠊ㝵⣭ࡣ1mm/3h้ࡳࡗ࡚ࠊ㝆Ỉࡢฟ
⌧ᩘࢆ✚⟬ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵ20km᳨ド᱁Ꮚෆᖹᆒ್

ᱵ㞵㻌

Ᏻᐃ㝆Ỉ㻌

ྎ㢼㻌

ᐇ㦂㻌

ᅗ 2.7.8 㝆Ỉࡢ㢖ᗘศᕸ㸦100mm/3h ࡲ࡛㸧
ࠋ㝵⣭ࡢᖜࢆ 1mm/3h ࡗ࡚᱁Ꮚᩘࢆ✚⟬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠼ࡤ 10mm/3h
௨ୖ㹼11mm/3h ᮍ‶ࡢ᱁Ꮚࢆ 10mm/3h ࡋ࡚ᩘ࠼ୖࡆࡿ㸧
ࠋᕥୖ㸸Ᏻᐃ㝆Ỉࠊྑୖ㸸ᱵ㞵ࠊᕥୗ㸸ྎ
㢼ࠊྑୗ㸸ᐇ㦂ࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠊ㟷㸸ほ 㸦ゎᯒ㞵㔞㸧
ࠋ
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⾲ 2.7.2 ⥲㝆Ỉ㔞࣭⥲᱁ᏊᩘࡢࠊTEST  CNTL ࡑࢀࡒࢀࡢほ

Ᏻᐃ㝆Ỉ
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
TEST/ほ
CNTL/ほ
TEST/CNTL

0.82
0.79
1.03

0.82
0.91
0.90

ᱵ㞵
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
0.88
0.86
1.03

0.73
0.76
0.96

ᑐࡍࡿẚ TEST ࡢ CNTL ᑐࡍࡿẚࠋ

ྎ㢼
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
1.33
1.33
1.00

0.89
0.93
0.96

ᐇ㦂
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
1.02
1.00
1.01

0.85
0.85
1.00

⾲ 2.7.3 ᾏ㝣ูࡢ⥲㝆Ỉ㔞࣭⥲᱁Ꮚᩘ⤫ィࡢ TEST ࡢ CNTL ᑐࡍࡿẚࠋኟᐇ㦂ࡢࡳࠋ

TEST/CNTL

Ᏻᐃ㝆Ỉ
⥲㝆Ỉ㔞
⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲㝆Ỉ㔞
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

1.06

1.00

0.96

0.96

0.96

0.76

ྎ㢼

TEST/CNTL

ᱵ㞵

1.00

0.84

⥲㝆Ỉ㔞
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

ኟᐇ㦂ᮇ㛫
⥲㝆Ỉ㔞
⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

1.00

0.98

1.01

1.00

0.86

ࡇࡇ࡛ࡣࠊ0.4mm/3h௨ୖࢆ㝆Ỉ᭷ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᳨ド㡿ᇦࡣᑐゎᯒ㞵㔞᳨ドྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⾲2.7.2
TESTࠊCNTLࡢほ ᑐࡍࡿẚࠊTESTࡢCNTL
ᑐࡍࡿẚࢆ♧ࡍࠋኟᐇ㦂ࡢᏳᐃ㝆Ỉᱵ㞵
࡛ࡣࠊTESTࡣᙅ࠸㞵ࡢணሗ㢖ᗘῶᑡకࡗ࡚⥲
᱁Ꮚᩘ㸦㝆Ỉ㠃✚㸧ࡀῶᑡࡋࠊほ ࡢᕪࡀCNTL
ẚ㍑ࡋ࡚ᗈࡀࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᅗ2.7.8࡛ぢࡓࡼ࠺
20mm/3h௨ୖࡢ㝆ỈࡀCNTLẚ࡚ቑຍࡋࡓࡇ
ࡀᐤࡋࠊTESTࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࡣCNTLࡼࡾቑࡋ࡚
ほ ㏆࡙࠸ࡓࠋᐇ㦂࡛ࡶᙉ࠸㝆Ỉࡢ㢖ᗘࡀቑࡋ
ࡓ⤖ᯝࡋ࡚⥲㝆Ỉ㔞ࡀഹቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖྠᵝࡢㄪᰝࢆࠊMSMࡢணሗ㡿ᇦయࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ᾏ㝣ู⾜ࡗࡓࠋ⾲2.7.3TESTࡢCNTL
ᑐࡍࡿẚࢆᾏ㝣ู♧ࡍࠋኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫࡛ࠊᾏᇦ
࡛ࡢ⥲᱁Ꮚᩘࡢῶᑡࡀ┠❧ࡕࠊTESTࡣCNTLࡢ⣙
20%ῶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋணሗ㢖ᗘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ᙅ࠸㞵࡛࠶ࡿࡽࠊᾏᇦ࡛ࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࡢῶᑡࡣ
ഹ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㝣ᇦ࡛ࡢኚࡣᑡ࡞ࡃࠊ⥲᱁Ꮚᩘ
ࡀࡸࡸῶᑡࡋࠊ⥲㝆Ỉ㔞ࡣᏳᐃ㝆Ỉࢆ୰ᚰ
ࡸࡸቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢㄪᰝࡣኟᐇ㦂ᑐࡋ
࡚ࡢࡳ⾜ࡗࡓࠋᏘ࠾࠸࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡀ㝆Ỉᐤ
ࡍࡿࡢࡣࠊపẼᅽ࡞క࠸ࠊᬮ‵Ẽࡀὶධࡍࡿ
ሙྜ㝈ࡽࢀࠊ⾲2.7.2࠾࠸࡚ࡶᐇ㦂ࡢ⥲᱁Ꮚᩘ
ࡣTESTCNTL࡛㐪࠸ࡀ࡞࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㻔㻞㻕 ᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ド㻌
ᑐ࣓ࢲࢫࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᅗ2.7.9㸦ኟᐇ㦂㸧ᅗ
2.7.10㸦ᐇ㦂㸧♧ࡍࠋẼ ࣭┦ᑐ‵ᗘ࣭㢼㏿ࢆ
ᑐ㇟ࠊᖹᆒㄗᕪ㸦ME㸧࣭ᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ
㸦RMSE㸧ࢆணሗᑐ㇟้ẖ⟬ฟࡋࡓࠋ
ኟᐇ㦂ࡢẼ ࡢME࡛ࡣࡢ้࡛ࡶCNTLᑐ
ࡋ࡚⣙0.05Υࡢṇࣂࢫࡢᣑࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ
ࡋRMSEࡣ᪥୰ῶᑡࡋࠊኪ㛫ࡢቑຍࡣഹ࡛ࠊࣛࣥ

58

0.99

0.96

0.82

ࢲ࣒ㄗᕪࡢῶᑡࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡲࡓኟࡶ㢼㏿
ࡢMEࡣ0.05~0.1m/s⛬ᗘࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋኟ
ᐇ㦂࡛ࡣ㢼㏿ࡢMEࡢCNTLࡢᕪࡣ᪥୰ࡸࡸᣑ
㸦~0.1m/s㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᐃ㝆Ỉࡢࡳ࡛⟬
ฟࡋࡓMEࡶྠᵝࡢ᪥ኚࢆ♧ࡍࡇࡽࠊࡇࡢ
㛫౫ᏑᛶࡣᏳᐃ㝆Ỉࡢᐤ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ
␎㸸Ᏻᐃ㝆Ỉ࠾ࡅࡿ᪥୰ࡢMEࡢTEST
CNTLࡢᕪࡶ0.1m/s⛬ᗘ㸧ࠋ㢼㏿ࡢRMSEࡣኪ㛫ࢆ୰
ᚰᚤቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡣCNTLࡁ࡞㐪࠸ࡣ
࡞࠸ࠋᆅୖ㢼㏿ࡀCNTLẚ࡚ࡸࡸᙉࡃ࡞ࡿࡇ
ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊ㞼≀⌮㐣⛬ࡢ༟㉺ࡼࡾ㝆Ỉࢩࢫࢸ
࣒ࡀᙉࡉࢀࡓࡇࡀཎᅉࡢࡦࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻔㻟㻕 㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ド㻌
ᅗ2.7.11ࠊᅗ2.7.12ࡑࢀࡒࢀኟᐇ㦂ࠊᐇ㦂ࡢ
㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ᪥ᮏᅜෆࡢ㧗ᒙẼ
㇟ほ ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋࠊẼ ࣭┦ᑐ‵ᗘ࣭㢼㏿ࡘ
࠸࡚ࠊFT=33࡛ࡢMEࠊRMSEࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
KFࢫ࣮࣒࢟ࡢኚ᭦ࡣ⇕ỈẼࡢ㖄┤㍺㏦ࢆኚ
ࡉࡏࡿࠋኟᐇ㦂࡛ࡣ700hPa500hPaࡢ┦ᑐ‵ᗘ
ࡢ㈇ࣂࢫࡀCNTLࡼࡾࡶᣑࡋࠊ୰ᒙࡀࡼࡾ
ࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ925hPaࡢẼ ࡛ࡣṇࣂࢫࡀ
ࡸࡸᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࡢẼ ࡢṇࣂ
ࢫᚤቑࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊኟᏘࡢẼୗᒙࡢᖹ
ᆒẼ ࡢᚤቑࡣࠊ900hPaࡼࡾୗᒙ࠾࠸࡚ࠊ
ᬮ‵࡞ᮏᕞ༡ᾏୖయぢࡽࢀ㸦ᅗ␎㸧ࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ
ᅜෆࡢほ Ⅼ࡛ࡢ᳨ドࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
850hPaࡢẼ ࡛ࡣṇࣂࢫࡀゎᾘࡉࢀࠊᩚྜ
ⓗ┦ᑐ‵ᗘࡢ㈇ࣂࢫࡶ0㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
850hPaࡢຍ‵᪉ྥࡢኚࡣࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ
ỈẼࡢ㖄┤ΰྜࡀࡼࡾప࠸㧗ᗘ␃ࡲࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࡇࡢᫎ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋẼ ࡛ࡣ୰ᒙ௨ୖ࡛

       Ẽ
ME

(Υ)          ┦ᑐ‵ᗘ(%)           㢼㏿(m/s)

RMSE


ᅗ 2.7.9 ኟᐇ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࠋせ⣲ࡣᕥิ㸸Ẽ (Υ)ࠊ୰ิ㸸┦ᑐ‵ᗘ(%)ࠊྑิ㸸㢼㏿(m/s)ࠋ
ୖẁࡀ ME㸦ᐇ⥺ࡣ ME=0㸧ࠊୗẁࡀ RMSEࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋᶓ㍈ࡣணሗᑐ㇟้ࠋ

Ẽ

(Υ)          ┦ᑐ‵ᗘ(%)           㢼㏿(m/s)

ME

RMSE


ᅗ2.7.10 ᐇ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࠋซ➼ࡣᅗ 2.7.9 ྠࡌࠋ
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       Ẽ
ME

(Υ)           ┦ᑐ‵ᗘ(%)          㢼㏿(m/s)

RMSE


ᅗ 2.7.11 ኟᐇ㦂ࡢ㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࠋ᪥ᮏࡢࢰࣥࢹࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊFT=33 ࡛ࡢ⤫ィ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋせ⣲ࡣᕥิ㸸
Ẽ (Υ)ࠊ୰ิ㸸┦ᑐ‵ᗘ(%)ࠊྑิ㸸㢼㏿(m/s)ࠋୖẁࡀ ME㸦Ⅼ⥺ࡣ ME=0㸧ࠊୗẁࡀ RMSEࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸
CNTLࠋ┦ᑐ‵ᗘࡢ᳨ドࡣࠊୖᒙ࡛ࡣಙ㢗࡛ࡁࡿほ ࡀ༑ศ࡞ࡓࡵࠊ500hPa ࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ

Ẽ

(Υ)           ┦ᑐ‵ᗘ(%)          㢼㏿(m/s)

ME

RMSE


ᅗ 2.7.12 ᐇ㦂ࡢ㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࠋซ➼ࡣᅗ 2.7.11 ྠࡌࠋ
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ࡶᴫࡡࣂࢫࡢ㍍ῶࡀࡳࡽࢀࡿࠋᏘࡣኟᏘẚ
࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡀ㢖⦾ാ࡞࠸ࡓࡵࠊᐇ㦂ࡢ㧗
ᒙẼ㇟せ⣲᳨ド࡛ࡣኟᐇ㦂CNTLࡢ㐪࠸ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ700hPa500hPaࡢ⇱ഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㝆Ỉ᳨ド࡛♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊTEST࡛ࡣ
㝆Ỉ㔞ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㞼≀⌮㐣⛬ࡼࡿ
จ⤖ࠊ㝆Ỉࢆ㏻ࡌ࡚Ẽ୰ࡢỈẼࢆCNTLࡼࡾῶ
ᑡࡉࡏ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
MSMࡢ୰ᒙࡢ⇱ࣂࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊഃ㠃ቃ
⏺ࡀRSMࡽ20kmGSM᭰ࢃࡗࡓࡁ㢧ⴭ
⌧ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡀ㸦ྂᕷ 2007㸧ࠊᅇࡢኚ᭦ࡣ
ࡑࡢ⇱ࣂࢫࢆᣑࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋணሗ
㛫ෆࡢ┦ᑐ‵ᗘࡢMEࡢ᥎⛣ࢆẚ㍑ࡍࡿࠊ୰ᒙࡢ
MEࡢῶᑡ㔞ࡣࠊTESTCNTLࡣྠ⛬ᗘࡔࡀࠊணሗ
๓༙㸦FT=3㸧ࡢⅬ࡛᪤TESTࡣCNTLࡼࡾ࠸
࡚࠸ࡓ㸦ᅗ2.7.13㸧ࠋ

㻞㻚㻣㻚㻡㻌 䜎䛸䜑㻌
KFࢫ࣮࣒࢟ࡢΰྜ⋡ࢆࡁࡃࡍࡿኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿ
ࡇ࡛ࠊࡃᱵ㞵ᮇࡼࡃぢࡽࢀࡿᆅᙧἢࡗࡓ
⮬↛࡞㝆Ỉࢆ㍍ῶࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ‵₶㐣⛬࠾
ࡅࡿࢢࣜࢵࢻࢫࢣ࣮ࣝࡢ㞼≀⌮㐣⛬ࢧࣈࢢࣜࢵࢻ
ࢫࢣ࣮ࣝࡢKFࢫ࣮࣒࢟ࡢࣂࣛࣥࢫࡀኚࡋࠊ㞼≀⌮
㐣⛬ࡢᐤࡀᙉࡲࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡼࡾࠊ㝆Ỉ⣔ࡢ
⤌⧊ࡀࡼࡾ㢧ⴭ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
⤫ィ᳨ドࡽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ


࣭ኟᏘᙅ࠸㝆Ỉࡢῶᑡࠊኟࡶᙉ࠸㝆Ỉࡢቑຍ
࣭㝆Ỉࡢ㢖ᗘศᕸࡣࡸࡸᙉ࠸㹼ᙉ࠸㝆Ỉ࡛ほ ㏆
࡙ࡃ㸦ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㝆Ỉᙉᗘᖏ࡛ほ ㏆࡙࠸࡚
ࡶࢺ࣮ࢱࣝࡢ㝆Ỉࡣほ ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸ࡇࡸࠊ
ࡉࡽᙉ࠸㝆Ỉࡢ㢖ᗘࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣὀព
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸧
࣭ኟᏘ࠾࠸࡚Ẽ ࡢࣂࢫࡀᚤቑ
࣭ኟࡶ㢼㏿ࡢࣂࢫࡀᚤቑ
࣭ኟᏘ୰ᒙࡀࡼࡾࡃഴྥ
 
ࡲࡓᅇࡢヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓ࢞ࢲࣥࢫࡢ᳨ド
ࡽࡣࠊ✚㞼㔞ࡸⓎ㞾☜⋡࡞ࡢᨵၿࡀࡳࡽࢀࠊ

⤌⧊ࡋࡓᑐὶ㞼ࡢ⾲⌧ࡀྥୖࡋࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼
ࡿࠋࡉࡽẼ ࢞ࢲࣥࢫࡶኟᏘࡢ᭱㧗Ẽ ࡀࡸࡸ
ᨵၿࡋࠊࡑࡢࡣ୰❧ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣔࢹ
ࣝࡢᆅୖẼ ࡢࣂࢫࡢᚤቑࡣணሗ⌧ᴗࡢᐇ⏝ୖࠊ
ࡁ࡞ᙳ㡪ࡣ࠼࡞࠸ゝ࠼ࡿ㸦࢞ࢲࣥࢫ᳨ドࡢ
⤖ᯝࡢᅗ➼ࡣ␎ࡍ㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡚ࡁࡓ㝆Ỉ≉ᛶࡢኚഴྥࡣࠊᅇ
㐺⏝ࡋࡓKFࢫ࣮࣒࢟ࡢΰྜ⋡ࡢኚ᭦ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘ
ᐃ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸦ᡂ⏣2008㸧ࠋኚ᭦㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⤫
ィⓗ࡞㝆Ỉ≉ᛶࡢኚࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡼ࠺KFࢫ࢟
࣮࣒ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆタᐃࡋࡓࡀࠊᮏ⠇࡛♧ࡋࡓࡼ࠺
࡞୍ᐃࡢ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤖
ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࡢ㍍
ῶࢆ᭱ඃඛࡍࡿࡇࡋ࡚ࠊ࣮ࣝࢳࣥMSMࡢ㐺
⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋணሗ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉
ᬮೃᮇࡢᙉ࠸㞵ࡢ✵ࡾቑຍ࡞ࡢ㝆Ỉ≉ᛶࡢኚ
ὀពࡋ࡚ணሗసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
Ỉᖹゎീᗘ5kmࡢMSM࠾࠸࡚ࡣᑐὶࣃ࣓ࣛࢱ
ࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢే⏝ࡣᚋࡶ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᘬ
ࡁ⥆ࡁKFࢫ࣮࣒࢟ࡢᨵၿࢆࡣࡌࡵࡋࡓࠊࡼࡾ㐺ษ
࡞ᑐὶࢫ࣮࣒࢟ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㻌
ཧ⪃ᩥ⊩㻌
ᡂ⏣ṇᕭ, 2008: Kain–Fritschࢫ࣮࣒࢟ࡢᨵⰋࣃ
࣓࣮ࣛࢱࡢㄪᩚ. ᩘ್ணሗㄢሗ࿌ู࣭➨54ྕ,
Ẽ㇟ᗇணሗ㒊, 103–111.
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2.8 週間アンサンブル予報へのモデルアンサンブル
手法の導入1

アンサンブル予報の精度向上には、初期摂動作
成手法の改善やメンバー数の増加、予報モデルや
解析値の精度向上が重要である。図2.8.1にWEPS
運用開始以来の、500hPa高度場（Z500）について
のFT=144および、FT=216でのアノマリー相関係数
月平均の時系列を示す。 検証領域は北半球領域
（20°N－90°N、以下NH領域）で、細い線は各月の
もの、太い線は前12ヶ月移動平均である。赤線は摂
動が入っていないメンバーの予報（以下コントロール
ラン）、青線が各メンバーの予報のアンサンブル平均
の検証結果である。
図2.8.1を見ると、予報モデルおよび解析システム
の精度向上に伴い、運用開始以来着実に、コントロ
ールラン、アンサンブル平均ともに予報精度が向上し
てきたことが分かる。FT=144およびFT=216におい
て、アンサンブル平均の精度はコントロールランを大
きく上回っている。また、予報精度が季節変化の中で
相対的に下がる夏季において、アンサンブル平均は
コントロールランをよく改善している。特にFT=216で
の精度をみると、アンサンブル平均のコントロールラ
ンに対する改善幅は大きく、その改善幅を運用開始
以来維持し続けている。

2.8.1 週間アンサンブル予報システム
週間アンサンブル予報システム（以下WEPS）は週
間天気予報の支援を目的に運用されており、各メン
バーの予報、予報のアンサンブル平均やスプレッド、
気温や降水等の各種確率情報等の資料が、週間天
気予報で利用されている（林・川上 2006）。WEPS
の本運用は、2001年3月の計算機システム更新と同
時に開始された。 そ れ 以降GSMの 改良の成果 を
WEPSの予報モデルに取り込むとともに、初期摂動
作成手法の改良およびメンバー数増強が施され、週
間天気予報の支援資料の精度向上が図られてきた
（経田・山口 2006; 酒井 2008; 米原 2008; 米原
2009）。運用開始以来の主な改良を、表2.8.1にまと
める。以下モデル名称のGSMに続く4桁の数字は現
業化時期（西暦下2桁・月）を表す。なお、アンサンブ
ル 予 報 の 基 礎 に つ い て は 、 山 根 （ 2002 ） や 高 野
（2002）を参照されたい。
表 2.8.1 WEPS の主な改良の時期と仕様
時期
予報モデル 摂動作成手法 メンバー数
（年/月） （解像度） （摂動対象領 /モデル摂動
域）
2001/3

GSM0103
（T106L40）

BGM 法
（NH）

25
/なし

2002/2

GSM0103
（T106L40）

BGM 法
（NH,TR）

25
/なし

2003/6

GSM0305
BGM 法
（T106L40） （NH,TR）

25
/なし

2005/3

GSM0407
BGM 法
（T106L40） （NH,TR）

25
/なし

2006/3

GSM0603
BGM 法
（TL159L40） （NH,TR）

51
/なし

2007/11

GSM0711
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）
2009/3
GSM0808
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）

51
/なし
51
/なし

2010/11

51
/あり

GSM1011
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）

摂動対象領域の各記号は緯度帯を意味し、NH:20°N－
90°N, TR:20°S－20°N, NH†:30°N－90°N, TR†:20°S－
30°Nである。メンバー数は摂動を加えていないコント
ロールランを含む。BGM法はBreeding of Growing
Mode 法 （ Toth and Kalnay 1993 ） の 略 で SV 法 は
Singular Vector法（Buizza and Palmer 1995）の略
である。予報モデルについては、 GSM0103は松村
（2000）
、GSM0305は中川（2004）、GSM0407は川合
（2004）
、GSM0603は北川（2005）、GSM0711は北川
（2006）
、GSM0808は岩村（2008）等を参照されたい。
1

図2.8.1

月平均のZ500のアノマリー相関係数の時系列

（細線）
。上図がFT=144、下図がFT=216でのもので
ある。期間は2001年3月から2010年6月。検証領域は
NH領域で、太線は前12ヶ月移動平均。赤線がコント
ロールラン、青線がアンサンブル平均の結果である。

米原 仁
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また、中期予報では、予報が情報として利用上の
価値を持つ一つの目安としてアノマリー相関係数が
0.6以上であることを用いるが（高野 2002）、2010年
以降のWEPSはFT=216においても0.6を超えた。運
用開始以来の精度向上の結果、天気予報作業を支
援するWEPSの予報時間延長も視野に入ってきてい
る。

同じである。試験の対象期間は2007年8月1日～31
日（以下夏季）及び2008年1月1日～31日（以下冬
季）とした。

（１）総観場の予報
アンサンブル平均の総観場の予報精度としては、
業 務 化 試 験 の 結 果 は 夏 季 ・ 冬 季 と も に 、 Z500 、
850hPa気圧面の気温（T850）ともに中立であった
（図略）。モデル誤差に関する摂動の影響の大きさは、
初期摂動によるそれと比較して小さいため、アンサン
ブル平均への影響は見られなかったと思われる。
次にNH領域での、確率予報の検証結果について
述べる。図2.8.2に、T850についてのROC面積を示
す。ROC面積の閾値は、NH領域でのT850の気候
学的な年々変動値の標準偏差σに対して、T850の
平年偏差が－1.5σ以下および、1.5σ以上を用いて
いる。この閾値は、ある程度顕著な現象を対象とした
ものである。検証結果は、全体的に中立もしくは改善
であり、この改善傾向は、Z500や地上気圧等の他の
要素についても同様である（図略）。特にT850では、
予報の前半の改善幅が大きい。また、ブライアスキル
スコアでの検証結果も、ROC面積での結果と同様に
やや改善となっており、確率予報の精度は全体的に
改善している（図略）。

2.8.2 WEPSへの確率的物理過程強制法の導入
数値予報課では、2010年11月に、モデルアンサン
ブル手法の一つである確率的物理過程強制法
（Buizza et al. 1999, Palmer et al. 2009）をWEPS
へ導入した。モデルアンサンブル手法とは、アンサン
ブル予報において、モデルによる予報の不確実性を
考慮する手法である。本来、予報結果の誤差は、初
期値が真値と異なることに加え、予報モデルが持つ
不完全性も原因となる。このため、本来は、モデルア
ンサンブル手法による摂動を初期値摂動と同様に考
慮する必要がある。しかし、これまでのWEPSでは、
それが考慮されておらず、初期摂動のみを取り扱っ
ていたが、今回からモデル誤差に関する摂動も加え
ることとした。確率的物理過程強制法とは、モデルの
物理過程のもつ不確実性を取り扱う手法の一つであ
り、予報の時間ステップ毎において、物理過程で計
算される気温、比湿、風の時間変化量に対して時間・
空間相関が考慮された乱数を掛けたものを摂動とし
て足しこむ手法である。本手法の具体的な内容や、こ
れまでの開発途中の報告については、Palmer et al
（2009）、米原（2009）を参考にされたい。
また同時に、予報モデルを低解像度版GSM1011
（TL319L60）へ更新した。低解像度版の予報特性
は 高 解 像 度 （ TL959L60 ） と ほ ぼ 同 じ で あ る 。
GSM1011では入出力を始めとする基本的部分が大
幅に強化されたが、予報精度への影響は小さく予報
特性はGSM0808と同じであるため、その基本的な予
報特性等については大河原（2008）、小野田（2008）、
岩村（2008）、宮本（2009）を参照されたい。
また上記以外にも、初期値作成時の内挿手法の
変更、初期値での雲水量や雲量での予報値の利用
（これまでは0から始めていた）等の変更も同時に行っ
た。今回の変更全体では、それらの精度への影響は、
確率的物理過程強制法の導入に比べて小さい。

（２）降水確率予報の対アメダス検証
図2.8.3に、夏季での降水確率予報の検証結果を示
す。図に示した結果は、予報時間毎の前24時間積算
降水量についての、0.5625°の格子の予報値に対し
て、近傍のアメダス降水量平均値を真値として行ったも
のである。ブライアスコアは、その数値が小さいほど確
率予報の精度が良いと評価できる。図2.8.3を見ると、
1mm/24h、10mm/24hの両閾値について、ブライアス
コアおよびROC面積の両方で中立もしくは改善となっ
ている。本手法の導入によって、モデルの不完全性が
原因で捕捉できていなかった降水も確率的に捕捉でき
るようになり、降水確率予報の精度が向上したと考えら
れる。実際に事例を見てみると、CNTLではある時刻に
おいて降水を表現できていなかったメンバーが、本手
法を導入したTESTでは、同じ初期値から実行した予
報にもかかわらず、降水が表現され予報を改善したケ
ースが見られた（図略）。また、本手法の導入により降水
頻 度 が 増 え る こ と が 報 告さ れて お り （ Buizza et al.
1999）、今回の実験結果においても、全体的に頻度が
若干増加している（図略）。現在GSMの特性としては、
弱い雨を観測より過剰な頻度で降らせる傾向があり、単
純にはスコアに悪い影響があると考えられるが、その中
においても、ブライアスコアでの精度の向上が確認でき
る。

2.8.3 今回の改良の効果
今回の改良の精度評価試験の検証結果を基に、
予報精度への影響について述べる。以下では
WEPS0903での実験をCNTL、WEPS1011での実
験をTESTと呼ぶ。業務化試験では、両実験とも解析
値には同じ高解像度GSM0808での解析予報サイク
ルの結果を用いた。両実験とも初期摂動作成部分は
63

図 2.8.2

図 2.8.3 夏季での、前 24 時間降水量確率予報の検証

NH 領域での、各予報時間毎の T850 につ

結果。上から、閾値 1mm/24h 以上のブライアスコ

いての ROC 面積。上から、夏季・閾値がアノマ
リー1.5σ以上、夏季・閾値がアノマリー–1.5σ以

ア、閾値 10mm/24h 以上のブライアスコア、閾値

下、冬季・閾値がアノマリー1.5σ以上、冬季・閾

1mm/24h 以上の ROC 面積、閾値 10mm/24h 以上

値がアノマリー–1.5σ以下の結果である。青線が

の ROC 面積である。
緑線が TEST で赤線が CNTL
の結果。

TEST で赤線が CNTL の結果。
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2.8.4

WEPSの開発計画
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最後にWEPSの精度向上に向けた今後の取り組
みを紹介する。今年度数値予報課では、WEPSの初
期摂動の振幅調整を行う計画である。アンサンブル
予報では、スプレッドとアンサンブル平均のRMSEは
ほぼ同じであることが望ましく、両者に大きな乖離が
ある状態では、アンサンブル平均や確率予報の精度
に改善の余地がある。現在のWEPSでは、冬季の予
報前半でスプレッドが過剰であることが知られており、
その原因は摂動の大きさを季節変動させている処理
にある。この、摂動の大きさを季節変動させる処理は、
初期摂動作成手法がBGM法の場合は初期摂動の
成長率が小さい問題をおぎなう効果を持っていたが、
作成手法がSV法に変更され成長率が改善され必要
がなくなったため、季節変動処理を見直すことにした。
また同時に、ここ数年の予報のアンサンブル平均の
精度向上に合わせて、初期摂動の大きさを調整する
予定である。この改良により、アンサンブル平均や確
率予報の精度向上が見込まれる。
また、数値予報課では、次期計算機システムへ向
けて開発を進めている。次期システムでは、WEPSの
水平・鉛直解像度の高解像度化（水平格子間隔を約
60kmから約40kmへ、鉛直層数を60層から100層
へ）を計画している。モデルの解像度が上がることに
より、擾乱をより良く解像できるようになるため、降水
等の表現や予報精度の向上が期待されている。また、
初期摂動の作成手法であるSV法についても高解像
度化や特異ベクトル作成に利用している接線形モデ
ルの高度化等を行い、アンサンブル予報の精度改善
を図る開発を進めている。
今回の更新により、物理過程の不完全性を表現す
るモデルアンサンブル手法が導入された。しかし、モ
デルの不完全性は物理過程にのみあるものではなく、
力学過程にも含まれる。それを取り扱うモデルアンサ
ンブル手法もいくつか提案されているため、導入に向
けて検討を進めている。
アンサンブル予報の精度向上には予報モデル自
体の精度向上も重要である。今後も、最新のGSMの
開発成果をWEPSに取り入れていく計画である。
参考文献
岩村公太，2008: 高解像度全球モデルの改良．平成
20 年 度 数 値 予 報 研 修 テ キ ス ト , 気 象 庁 予 報
部,1-6．
大河原斉揚，2008: 統計検証．平成20年度数値予報
研修テキスト, 気象庁予報部,7-18．
小野田浩克，2008: 事例検証．平成20年度数値予報
研修テキスト, 気象庁予報部,19-22．
川合秀明, 2004: 雲水過程. 数値予報課報告・別冊
第50号, 気象庁予報部,72-80.
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2.9 台風アンサンブル予報システムの改善1

まず、確率予報としての特性は、変更の有無で大
きな差は見られなかった（図略）。この2009年6月の
変更は、主に予報モデルの更新で、初期摂動につい
てはほぼ同一のものが用いられている。このため、
確率予報への影響は限定的であったと考えられる。
次に、図2.9.1にコントロールランとアンサンブル
平均予報それぞれの台風進路予報誤差の比較を示
す。両者ともに、新しい予報モデルの方が予報後半
で台風進路予報がやや改善する結果となった。
この結果を受けて、GSM0808の導入を含む台風
EPSの変更は2009年6月に現業化された。

2.9.1 はじめに
台風アンサンブル予報システム（以下、台風EPS）
は、5日先までの台風進路予報の支援を目的に運用
されている数値予報システムである。台風EPSにお
ける各メンバーの台風中心位置予報およびその平
均位置（アンサンブル平均）や進路予報のばらつき
（スプレッド）を基に、予報の信頼度情報、台風接
近確率などの資料が作成され、気象庁で現業利用さ
れている2。台風EPSの仕様の詳細については、小
森・山口（2008）を参照されたい。
一般に、アンサンブル予報の精度向上3に必要な課
題として、①使用する予報モデルの精度向上、②初
期摂動・解析場の改善、③予報モデルの誤差の適切
な取り扱い（モデルアンサンブルなど、詳細は米原
（2009a）参照）、④アンサンブルメンバー数の増強
などがある。本節では、台風EPSについて、課題①
の数値予報モデルの更新と、課題②のうち、初期摂
動の作成方法に関する調査・改良を述べる。なお本
節で述べる数値予報モデルの更新・初期摂動作成手
法の改良は、それぞれ2009年6月と2010年5月に現
業化された。
2.9.2 台風EPSの予報モデルの更新
全球決定論予報のモデルと週間EPSの予報モデ
ルがそれぞれ2008年8月と2009年3月に適合ガウス
格子モデル（GSM0808）に更新されたことに続き、
台風EPSの予報モデルも2009年6月にGSM0808に
更新した。なお、GSM0808への更新に伴う予報特
性の変化については、全球決定論予報は岩村（2008）
を、週間EPSは米原（2009b）を参照のこと。ここ
では、台風EPSへGSM0808を導入したことによる
台風進路予報へのインパクトを述べる4。
予報モデル更新の影響を調査するため、2008年8
月20日～10月3日の1日4回（00,06,12,18UTC初期
値）について、予報モデルの変更あり（テスト実
験）・変更なし（コントロール実験）の予報実験を
行った。実験対象は期間のうち、気象庁予報部予報
課作成の熱帯低気圧情報ファイル（YHTCファイル）
に対象となる熱帯低気圧が記述されている時刻で
ある（全119初期値、140事例）。
1

太田 洋一郎、佐藤 芳昭
地方官署や部外へのプロダクト配信は行っていない。
3 ここで述べる精度向上には、
アンサンブル平均予報の決
定論的な予報精度の向上に加えて、アンサンブル予報によ
る確率予報の精度向上も含まれる。
4 このモデル更新時には、
初期値作成時の内挿手法の変更、
初期値化の停止等の予報結果にほとんど影響しない変更
も同時に行った。

2.9.3 台風EPSの初期摂動作成手法の概要と問題
点
台風EPSは、全球解析予報システムの解析値を解
像度変換した値を初期値としたコントロールラン
と、この初期値に初期摂動を加えた値を新たな初期
値とした摂動ランにより構成される。
この初期摂動の作成には特異ベクトル（Singular
Vector：以下、SV）法（Buizza and Palmer 1995）
を用いている。SV法では、特定のターゲット領域内
において、一定の評価時間内で誤差成長が大きい初
期摂動を求めることができる。台風EPSでは、この
SV法の性質を利用し、二種類のターゲット領域を設
定してSVを計算し、これを初期摂動の作成に用いて
いる。一つは、20ºN以北のRSMC責任領域5（20ºN
～60ºN、100ºE～180º）であり、もう一つは最大3
つまで設定可能な熱帯低気圧周辺領域（GSMの24
時間予報における各熱帯低気圧の推定位置を中心
とした東西20度、南北10度の領域、以下台風ターゲ
ット領域）である。前者については、中緯度の傾圧
不安定擾乱の予測の不確実性を捉えることを主な
目的とし、後者については熱帯低気圧周辺での誤差
成長を捉えることを目的としている。
台風EPSの初期摂動は、こうしてそれぞれのター
ゲット領域で求まったSVを、バリアンスミニマム法
（山口 2006）により線形結合して作成される。こ
の際、初期摂動の振幅調整方法として、初期摂動の
東西風6m/sまたは南北風6m/sを上限値として規格
化する方法を用いていた。
さて、台風EPSで精度の悪い事例を調査したとこ
ろ、以下の2点に問題があることが明らかとなった。
それらは①台風ターゲット領域の形状、②初期摂動
の振幅調整方法である。以下に詳述する。
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5

RSMC は Regional Specialized Meteorological Center
／地域特別気象センターの略。ここでは、気象庁太平洋台
風センターが台風予報発表の対象とする領域（0º～60ºN、
100ºE～180º）を表わす。

図 2.9.1 予報モデルの変更あり（テスト実験・上図赤線）
、変更なし（コントロール実験・上図青線）の台風進路予報誤
差の平均の比較（実験期間 2008 年 8 月 20 日～10 月 3 日）。左図はコントロールラン、右図はアンサンブル平均予報。
下図はテスト実験とコントロール実験の進路予報誤差の差を示す（負の値はテスト実験で改善）。図中の緑の▼は有意
水準 95%で両実験の差が有意であることを示す（上段はデータ系列の相関考慮、下段は相関考慮なし）
。

ているものは少ない。また、求まったSVのトータル
エネルギー分布の平均は、ターゲット領域を矩形に
設定した場合と比べて東西の広がりが小さく、より
ターゲット領域の中心に近いSVが求まっているこ
とがわかる。台風ターゲット領域のSVは台風周辺で
成長する誤差を捉えることを目的としているので、
後者の方がこの目的に適していると考えられる。

① 台風ターゲット領域の形状
台風ターゲット領域は、等緯度経度座標上での矩
形領域であった。この領域を用いると、緯度帯によ
って東西方向のターゲット領域の幅（実距離）が異
なり、低緯度ほど東西に広くなる。このため、主に
低緯度で台風から離れた場所で成長する摂動が求
まる可能性が高くなる。また、矩形領域では中心か
らの方角によってターゲット領域の広がり方が異
なる問題もある。
図2.9.2に、2009年10月2日18UTC初期値の台風第
18号の台風ターゲット領域で求めたFinal SV（初期
のSVから接線形モデルによって評価時間24時間で
線形成長させた結果）の湿潤トータルエネルギー
（ Ehrendorfer et al. 1999; Barkmeijer et al.
2001）分布を示す。図中の矩形はターゲット領域を
示す。この事例では、台風から離れたターゲット領
域の北西端と北東端に大きなエネルギーを持つSV
が多く求まった。一方、同じ初期時刻・事例に対し、
ターゲット領域を予想中心位置から等距離（半径
750kmで固定）に設定して求めたSVを図2.9.3に示
す。ターゲット領域の中心の北西側に大きなエネル
ギーを持つSVが多く求まっており、北東側に求まっ

② 初期摂動の振幅調整方法
前述のように台風EPSの初期摂動は東西風また
は南北風のいずれかの風速で規格化されていた。こ
の場合、初期摂動の最大風速は6m/s（東西風及び南
北風のいずれかが最大値を取り、いずれかが0m/sの
場合）から6 2 m/s（東西風と南北風が同値で最大
値を取る場合）の値をとり、事例によって変化する
ので、規格化として適切ではない。また、SVの誤差
成長率を見積もる際に用いている誤差の大きさの
指標（ノルム）は湿潤トータルエネルギーを用いて
いるため、誤差成長の評価方法と最大風速を用いた
振幅調整方法との間で一貫性がなかった。初期摂動
の規格化にも湿潤トータルエネルギーを用いるこ
とで、この不整合は解消することができる。
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図 2.9.2 2009 年 10 月 2 日 18UTC 初期値の台風第 18 号の台風ターゲット領域で求めた SV（Final SV）の湿潤ト
ータルエネルギー分布。右側の図は SV の各モード（01p～08p）のトータルエネルギー分布を表わし、全モード
の最大値を 1 に規格化している。左側の図は、各モードのトータルエネルギー分布を平均したものを表わす。図
中の矩形はターゲット領域を表わす。

図 2.9.3 図 2.9.2 と同様。ただし、ターゲット領域を予想中心位置（左図の星印）からの等距離（半径 750km）と
した。

2.9.4 初期摂動作成手法変更実験の設定
前項の問題点を踏まえて、以下の変更を加えた実
験（テスト実験）を行い、変更を加えない場合の実
験（コントロール実験）との比較を行った6。
・台風ターゲット領域を東西20度、南北10度の矩
形領域から、半径750kmの等距離固定領域に変更
（旧来の中緯度でのターゲット領域とほぼ同等の
大きさとなるように決定した）
・初期摂動の振幅を東西風6m/sまたは南北風6m/s
を上限値とする方法から、湿潤トータルエネルギー
の最大値を530 kg・m・s-4に規格化する方法へ変更
（旧来の中緯度での初期摂動の振幅とほぼ同等の
大きさ）
実験期間は2009年9月25日～10月25日の1日4回
（00,06,12,18UTC初期値）のうち、YHTCファイル
に対象となる熱帯低気圧が記述されている時刻で
ある（全118初期値、187事例）。
2.9.5 初期摂動作成手法変更の結果
まず、アンサンブル平均進路予報誤差に関しては、

コントロール実験とテスト実験で有意な差は見ら
れなかった（図略）。この変更は、初期摂動作成部
分の変更であり、コントロールランについては変更
前と同一である。このため、アンサンブル平均予報
に与える影響は限定的であったものと考えられる。
次に、図2.9.4に、図2.9.2、図2.9.3と同じ事例（2009
年10月2日18UTC初期値）における台風第18号の進
路予報結果を示す。コントロール実験・テスト実験
ともに、コントロールランとアンサンブル平均の進
路予報は実況よりも遅く、転向のタイミングも異な
る。コントロール実験では各メンバーのばらつきが
少なく、この進路予報の不確実性を捉えきれていな
い。一方でテスト実験では、各メンバーのばらつき
が比較的大きく、進行速度や転向のタイミングが各
メンバーで異なっている。この場合、テスト実験の
方が進路予報の不確実性をよく捉えられていると
考えられる。
図2.9.5に、コントロール実験・テスト実験のそれ
ぞれについて、FT=120における台風進路予報の6時
間積算スプレッド7とアンサンブル平均進路予報誤
差の関係を示す。スプレッドはアンサンブルのばら
つきの程度を表わす指標であり（付録B参照）、正し

6

ここでのコントロール実験の設定は 2.9.2 の GSM0808
を導入したシステムに相当する。

7
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予報時間 6 時間毎のスプレッドを加算した値。

コントロール実験

テスト実験

図 2.9.4 2009 年 10 月 2 日 18UTC 初期値のコントロール実験（左図）とテスト実験（右図）の台風進路予報図。赤
および橙の実線は各摂動ランの、青線はコントロールランの、緑線はアンサンブル平均の進路予報を表わし、黒線
はベストトラックの進路を表わす。

更は、2010年5月に現業化された。
一方で、EPSとしてのより一層の精度向上のため
には、初期摂動作成手法の高度化のみならず、使用
する解析値の精度向上やさらなる予報モデルの性
能向上、モデルアンサンブルによるモデル誤差の適
切な取り扱い、アンサンブルメンバー数の増強など
が重要課題となる。今後はこうした課題を念頭に置
き、同じく数値予報課で開発・運用している週間
EPSとの一体的な開発を進める予定である。

い確率予報を行った場合には、スプレッドが大きい
ほど予報誤差の期待値が大きくなることが知られ
ている。今回の台風EPSの実験の場合、この関係は
必ずしも明瞭には現れていない。特にコントロール
実験では、スプレッドが小さいにも関わらず進路予
報誤差の大きい事例が見られる。一方で、テスト実
験ではこうした事例は減少している。
図2.9.6に、進路予報の信頼度別に平均したアンサ
ンブル平均進路予報の誤差を示す。ここで信頼度は
進路予報の積算スプレッドの小さい方から4:4:2に
わけ、それぞれを信頼度A,B,Cとした（すなわち、
信頼度Aが予報の信頼度が高いと期待される）。コン
トロール実験では、予報時間の後半で信頼度AとB
の平均進路予報誤差が逆転しているが、テスト実験
では逆転は起こらない。
このように、今回の改良によってスプレッドが適
切となり、確率予報としての精度が向上した。

2.9.6 まとめと今後の課題
台風EPSへ適合ガウス格子の導入に伴い改良さ
れた全球予報モデル（GSM0808）を用いた実験を
行い、台風進路予報精度の評価を行った。コントロ
ールラン、アンサンブル平均ともに予報後半で進路
予報がやや改善する結果が得られた。このことから、
GSM0808導入を含む変更は2009年6月に現業化さ
れた。
また、台風EPSの初期摂動作成方法について仕様
を変更した実験を行い、台風進路予報精度の評価を
行った。その結果、確率論的な予報に関して変更に
よる精度向上が見込まれることがわかった。この変
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図 2.9.5 FT=120 における台風進路予報の積算スプレッド（横軸：単位 km）とアンサンブル平均台風進路予報誤差
（縦軸：単位 km）の関係。実験期間は 2009 年 9 月 25 日～10 月 25 日。コントロール実験を青点、テスト実験を
赤点で表わし、コントロール実験で相対的に積算スプレッドが小さく予報誤差が大きい事例を緑丸で囲った。

テスト実験

コントロール実験

図 2.9.6 信頼度別にわけた時のアンサンブル平均進路予報誤差の平均（実線）
。それぞれ、赤・緑・青が信頼度 A・B・
C を表わしている。各予報時間のマークは、それぞれ検証に用いたサンプル数を表わす（右軸）。実験期間は 2009 年 9
月 25 日～10 月 25 日。左図はコントロール実験、右図はテスト実験の結果を表わす。

70

➨䠏❶㻌 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁㻌
㻟㻚㻝㻌 㝆Ỉ䜺䜲䝎䞁䝇䛾ᨵⰋ㻝㻌
㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊGSMࠊMSMࡽồࡵࡓ
ㄝ᫂ኚᩘࢆ⏝࠸࡚ࠊ3㛫ᖹᆒ㝆Ỉ㔞㸦MRR3㸧ࠊ
6  㛫 㝆 Ỉ ☜ ⋡ 㸦 PoP 㸧ࠊ 1  㛫 ᭱  㝆 Ỉ 㔞
㸦MAXP1㸧ࠊ3㛫᭱㝆Ỉ㔞㸦MAXP3㸧ࠊ24
㛫᭱㝆Ỉ㔞㸦MAXP24㸧ࢆணࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ22ᖺ5᭶27᪥ᕷ⏫ᮧࢆᑐ㇟ࡋࡓẼ㇟㆙
ሗ➼ࡢⓎ⾲ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࢀᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ
ᩘ್ணሗㄢ࡛ࡣ㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫࡢᵝࢆኚ᭦ࡍ
ࡿࡶᖹᆒ㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫࡢಀᩘࡢᒙู
ࡢ᪉ἲࢆኚ᭦ࡍࡿ࡞ࡢᨵⰋࢆᐇࡋࡓࠋኚ᭦
ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ21ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟
ࢫࢺᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ
ᮏ⠇࡛ࡣ➨3.1.1㡯࠾࠸࡚ᖹᆒ㝆Ỉ㔞࢞ࢲ
ࣥࢫࡢᨵⰋࡘ࠸࡚ヲ⣽ࢆ㏙ࠊ➨3.1.2㡯࠾࠸
࡚᭱㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫࡢᨵⰋⅬࠊ≉ᛶ࠾ࡼࡧ᳨
ド⤖ᯝࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

᪂䜺䜲䝎䞁䝇㻌

ゎᯒ㞵㔞㻌

㻟㻚㻝㻚㻝㻌 ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇䛾ᨵⰋ㻌
䠄㻝䠅㻌 ᴫせ㻌
MRR3࡛ࡣࠊᖹᡂ22ᖺ5᭶27᪥ಀᩘࡢᒙู
ࡢ᪉ἲ➼ࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㝆Ỉࡢ᪥ኚ
ࡢ⌧ᛶཬࡧ1mm/3h๓ᚋࡢᙅ࠸㝆Ỉࡢ⢭ᗘࡀ
ྥୖࡋࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࢇணࡉࢀ࡞ࡗ
ࡓ40mm/3h௨ୖࡢᙉ࠸㝆Ỉࡀணࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡾࠊண≉ᛶࡀࡁࡃኚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ㡯࡛ࡣᖹᡂ22ᖺ5᭶27᪥௨㝆ࡢ࢞ࢲࣥࢫࢆ
᪂࢞ࢲࣥࢫࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ࢞ࢲࣥࢫࢆᪧ࢞ࢲ
ࣥࢫࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪂࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣᇶᮏⓗ࡞ண
ᡭἲࡣኚ᭦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫࡢண
ᡭἲࡘ࠸࡚ࡣᏳ⸨㸦2007㸧ࢆཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ

ᪧ䜺䜲䝎䞁䝇㻌

ᅗ 3.1.1᪂࢞ࢲࣥࢫ㸦ᕥ
ୖ㸧ᪧ࢞ࢲࣥࢫ㸦ྑୖ㸧
ࡢ GSM ࡢ MRRA ࡢᖹ㠃
ᅗࠋ2009 ᖺ 8 ᭶ 31 ᪥
00UTC ึᮇ್ FT=24 ࢆ
ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋゎᯒ㞵㔞
ࡼࡿᐇἣ㸦20km ᱁Ꮚࡢᖹ
ᆒ್㸧ࢆୗᅗ♧ࡍࠋ

䠄㻟䠅㻌 ಀᩘ䛾᭦᪂᮲௳䛾ኚ᭦㻌
MRR3࡛ࡣࠊ࣐࢝ࣝࣥࣇࣝࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ண
ᘧࡢಀᩘࢆ᪥ࠎ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊணࠊᐇἣࡶ
㝆Ỉ࡞ࡋࡢሙྜࡣಀᩘࡢ᭦᪂ࢆ⾜ࢃ࡞࠸➼ࡢ
᭦᪂᮲௳ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᪧ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣࡇࡢ
᮲௳ࡀཝࡋࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕணࠊᐇἣࡶ
㝆Ỉ࠶ࡾ㸦0mm/3hࡼࡾࡁ࠸㸧
ࠖࡢሙྜࡢࡳಀ
ᩘࢆ᭦᪂ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᮲௳࡛ࡣ✵
ࡾࡸぢ㏨ࡋࡣಀᩘᫎࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣐࢝ࣝ
ࣥࣇࣝࢱ࣮࡛ಀᩘࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿண ᘧࡼ
ࡿ㝆Ỉ㔞㸦MRRA㸧ࡣࠊᙅ࠸㝆Ỉࡀண㐣ከ࡞
ࡾ㸦ᅗ3.1.1ྑୖ㸧
ࠊᏘ⠇ࡼࡿࣂࢫࢫࢥ㸦BI㸧
ࡢ ᕪ ࡶ  ࡁ ࡃ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ 㸦 GSM ࡢ MRRA Ӎ
1.0mm/3hࡢBIࡣ2009ᖺ6㹼8᭶࡛⣙3.7ࠊ2009ᖺ
12᭶㹼2010ᖺ2᭶࡛⣙1.7㸧ࠋ᪂࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊ
ಀᩘࡢ᭦᪂᮲௳ࢆࠕணࠊᐇἣࡢࡕࡽࡀ㝆Ỉ
࠶ࡾࠖኚ᭦ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡼࡾࠊ✵ࡾࡸぢ
㏨ࡋࡀಀᩘᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
MRRAࡢணሗ㐣ከࡢഴྥࡣࡸࡸᨵၿࡋ㸦ᅗ3.1.1
ᕥୖ㸧ࠊᏘ⠇ࡼࡿࣂࢫࢫࢥࡢᕪࡶᑠࡉࡃ
࡞ࡗࡓ㸦GSMࡢMRRAӍ1.0mm/3hࡢBIࡣ2009
ᖺ6㹼8᭶࡛⣙1.9ࠊ2009ᖺ12᭶㹼2010ᖺ2᭶࡛⣙
1.2㸧ࠋ

䠄㻞䠅㻌 ಀᩘ䛾ᒙู䛾᪉ἲ䛾ኚ᭦㻌
ᪧ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊMRR3ࡢண ᘧࡢಀᩘࡣண
ሗ㛫࡛ᒙูࡉࢀ㸦GSMࡣ12㛫ẖࠊMSMࡣ
6㛫ẖ㸧
ࠊ࡚ࡢึᮇ้࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊྠࡌண ᘧࡢಀᩘࡀึᮇ้ࡼࡗ࡚␗࡞
ࡿணሗᑐ㇟้⏝࠸ࡽࢀࠊ㝆Ỉ≉ᛶࡢ᪥ኚࢆ
ᫎࡋࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᑠἨ 2009㸧ࠋ᪂࢞ࢲ
ࣥࢫ࡛ࡣࠊ㝆Ỉ≉ᛶࡢ᪥ኚࢆᫎࡋࡸࡍࡃࡍࡿ
ࡓࡵࠊண ᘧࡢಀᩘࢆึᮇ้࡛ࡶᒙูࡍࡿࡼ
࠺ࡋࡓࠋࡲࡓࠊGSM࡛ࡣணሗ㛫ࡢᒙูࢆ6
㛫ẖ⣽ศࡋࠊ㝆Ỉ≉ᛶࡢ᪥ኚࢆࡼࡾ⣽ࡃ
࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋPOPࡢண ᘧࡢಀᩘࡸ㢖
ᗘࣂࢫ⿵ṇࣃ࣓࣮ࣛࢱࡘ࠸࡚ࡶྠᵝᒙ
ูࡢ᪉ἲࡢኚ᭦ࢆᐇࡋࡓࠋ

䠄㻠䠅㻌 㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ䛾㜈್䛾ኚ᭦㻌
MRRAࡣᙉ࠸㝆Ỉࡢண㢖ᗘࡀᑠࡉ࠸ࣂ
ࢫࡀ࠶ࡾࠊ1996ᖺ㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫࡀ㏲ḟᏛ⩦



3.1.1ᑠἨᘏ3.1.2⽥ᆏ㞙ྐ
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ᆺࡢண ᘧࢆ᥇⏝ࡋࡓᙜึࡽࠊ㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫ
ࡣࡇࡢࣂࢫࢆ⿵ṇࡍࡿᡭἲ㸦㢖ᗘࣂࢫ
⿵ṇ㸧ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⸨⏣ 1996㸧ࠋ௨ୗ
ࠊ㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡢ⤌ࡳᅇ⾜ࡗࡓ㜈್
ኚ᭦ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

䠄㼍䠅㻌 㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ䛾⤌䜏㻌
㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡣࠊMRRA⿵ṇಀᩘࢆࡌ
࡚㝆Ỉ㔞ࢆ⿵ṇࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ㝆Ỉ㔞ࢆ㐺ᙜ࡞
㜈್࡛࠸ࡃࡘࡢ㝵⣭༊ศࡅࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㝵
⣭ࡢ㜈್࡛ほ ᩘணᩘࡀ➼ࡋࡃ࡞ࡿ㸦ࣂ
ࢫࢫࢥࡀ1࡞ࡿ㸧⿵ṇಀᩘࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋල
యࢆᅗ3.1.2♧ࡍࠋࡇࡢ࡛ࡣ200ᅇࡢண
ᑐࡋ࡚1mm௨ୗࡢほ 㸦㝵⣭Ϩ㸧ࡀ100ᅇࠊ1㹼
10mm㸦㝵⣭ϩ㸧ࡀ60ᅇࠊ10mm௨ୖ㸦㝵⣭Ϫ㸧
ࡀ40ᅇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ྛ㝵⣭ࡢண
㢖ᗘࡀ100ᅇࠊ60ᅇࠊ40ᅇ࡞ࡿࡼ࠺ண್ࡢ
㜈್ࢆồࡵࡿࠋࡇࡢ㜈್ࡀࡑࢀࡒࢀ2mmࠊ5mm
࡛࠶ࢀࡤ㝵⣭ϩ࠾ࡅࡿ⿵ṇಀᩘࡣ0.52ࡢ㛫ࡢ
ෆᤄ್ࢆ࠼ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡣண್ࡢ㜈್ࡣᅛᐃࡏࡎ᪥ࠎㄪᩚࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣ๓ᅇࡢ⿵ṇ⤖ᯝ
ࡀࡁࡍࡂࡓሙྜࡣ⿵ṇಀᩘࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡼ࠺
㜈್ࢆࡁࡃࡋࠊ㏫ࡢሙྜࡣ㜈್ࢆᑠࡉࡃࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ3.1.3㸧ࠋ

ᅗ 3.1.2㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡢࠋୖẁࡣほ ್ࡢ㜈್ࠊ
ୗẁࡣண್ࡢ㜈್࡛࠶ࡿࠋほ ್ࢆϨࠊϩࠊϪࡢ 3
ࡘ༊ศࡅࡋࠊண್ࡢ㜈್ࡣほ ್ࡢ㢖ᗘྜࢃ
ࡏ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ

䠄㼎䠅㻌 㜈್䛾ኚ᭦㻌
MRR3ࡢほ ್ࡢ㜈್ࡣ᪂ᪧࡢ࢞ࢲࣥࢫࡶࠊ
0.5,1,5,10,20,30,50,80mm/3h࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᪧ࢞
ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊ50,80mm/3hࡢほ ್ࡢ㜈್ᑐ
ࡋ࡚ணሗ್ࡢ㜈್ࡶ50,80mm/3hタᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇ࡛ࡣ㜈್ࢆᣳࡴほ ್ࠊண
್ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㜈್ࡀㄪᩚࡉࢀ࡞࠸㸦ᅗ
3.1.3㸧ࠋMRRAࡀᙉ㞵ࢆࢇணࡋ࡞࠸ࡓࡵ
ᪧ࢞ࢲࣥࢫࡢタᐃ࡛ࡣ50mm/3h௨ୖࡢ㜈್ࡣ
ࢇࡢ࢞ࢲࣥࢫ᱁Ꮚ࡛ึᮇタᐃࡢࡲࡲ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊMRR3ࡣ40mm/3h௨ୖࡢᙉ㞵
ࡢ㢖ᗘࡀపࡃᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᪂࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣ50,80mm/3hᑐࡍࡿணሗ್
ࡢ㜈್ࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ࠶ࡿⅬࡢ
30mm/3h ࡢ 㜈 ್ ࢆ ඖ  ࠊ 50mm/3h ࡣ ࡇ ࢀ ࢆ ⣙
1.67ಸ㸦50¹30㸧ࡋࠊ80mm/3hࡢ㜈್ࡣࠊ᪂ࡓ
ồࡵࡓ50mm/3hࡢ㜈್ࢆ1.6ಸ㸦80¹50㸧ࡋ࡚
ồࡵࡓࡶࡢࢆึᮇタᐃ್ࡋࠊࡑࡢᚋ᪥ࠎࡢㄪᩚ
ࢆ⤒࡚⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ᪂࢞ࢲࣥ
ࢫ࡛ࡣᙉ㞵ࡢண㢖ᗘࡀᪧ࢞ࢲࣥࢫࡼࡾከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢኚ᭦ࡣࠊMRR3ẚ⋡ࢆࡅ࡚
ồࡵࡽࢀࡿMAXPࡢᙉ㞵ࡢࣂࢫࢫࢥࢆ1
㏆࡙ࡅࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ 3.1.3㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡢ㜈್᭦᪂ࡢࠋほ ண
ࡀྠࡌ㝵⣭࡞ࡿሙྜࡣணࡢ㜈್ࡣ㐺ษ࡞ࡢ࡛
᭦᪂ࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊほ ணࡀ␗࡞ࡿ㝵⣭࡞ࡗࡓ
ሙྜࡣ㜈್ࡀ᭦᪂ࡉࢀࡿࠋୖẁࡢ࡛ࡣணࡢ㜈್
ࡀᑠࡉࡍࡂࡓࡓࡵணࡀ㝵⣭Ϫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊ㜈್ࡣࡁࡃ࡞ࡿࡼ࠺ㄪᩚࡉࢀࡿࠋୗẁࡣ㏫
ࡢ࡛ணࡢ㜈್ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࡼ࠺ㄪᩚࡉࢀࡿࠋ

䠄㻡䠅㻌 㻳㻿㻹ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇䛾≉ᛶ䛾ኚ㻌
 㸦2㸧ࡽ㸦4㸧ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊMRR3ࡢ
≉ᛶࡀࡁࡃኚࢃࡗࡓࠋኚࢆぢࡿࡓࡵࠊ᪂ᪧࡢ
GSM࢞ࢲࣥࢫࡘ࠸࡚ࠊ20km᱁Ꮚ༢᳨࡛ド
ࡋẚ㍑ࡍࡿࠋ
䠄㼍䠅㻌 ᳨ド᪉ἲ㻌
 ᪥ᮏ㏆ࡢ㝣ࢆྵࡴ᱁Ꮚࢆᑐ㇟ࡋࠊMRR3
ゎᯒ㞵㔞ࡽồࡵࡓᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ㜈್
௨ୖࡢ㝆Ỉࡢ᭷↓࡛ศ⾲ࢆసᡂࡋࠊ࢚ࢡࢱࣈ
ࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ㸦ETS㸧ࠊࣂࢫࢫࢥ㸦BI㸧
ࢆồࡵࡿࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ2009ᖺ3᭶ࡽ2010ᖺ2᭶
ࡲ࡛ࡢ1ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋ
䠄㼎䠅㻌 㝆Ỉ䛾᪥ኚ䛾⌧ᛶ䛾ྥୖ㻌
ᅗ3.1.4ࡣࠊึᮇ้00UTCࡢMRR3Ӎ5mm/3h
ࡢFTูࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ⣔ิᅗ࡛࠶ࡿࠋ᪂࢞ࢲࣥ
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᪂䜺䜲䝎䞁䝇㻌

ᪧ䜺䜲䝎䞁䝇㻌

ᅗ 3.1.4᪂࢞ࢲࣥࢫ㸦ᕥ㸧ᪧ࢞ࢲࣥࢫ㸦ྑ㸧ࡢ
MRR3Ӎ5mm/3h ࡢ FT ูࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ⣔ิᅗࠋ㉥
ࡀ MRR3ࠊ㟷ࡀゎᯒ㞵㔞ࠊࣆࣥࢡࡣ MRR3 ゎᯒ㞵
㔞ࡀࡶ 5mm/3h ௨ୖ࡞ࡗࡓᩘࠋ

ࢫࡣᪧ࢞ࢲࣥࢫẚ࡚MRR3ࡢ㢖ᗘࢢࣛࣇࡢ
ᒣ㇂ࡢ⨨㸦้㸧ࡀゎᯒ㞵㔞ࡢࡑࢀ㏆ࡃ࡞
ࡾࠊ㝆Ỉࡢ᪥ኚ≉ᛶࡢ⌧ᛶࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 3.1.5 MRR3 ࡢ㜈್ูࡢ ETSࠊBI ࡢࢢࣛࣇࠋ㉥⣔
⤫ࡣ᪂࢞ࢲࣥࢫࠊ㟷⣔⤫ࡣᪧ࢞ࢲࣥࢫࡢࢢࣛ
ࣇࠋ10mm/3h ᮍ‶ࡢ㜈್ࡣࠊ0.5,1,2,3,4,5mm/3h
᳨࡛ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䠄㼏䠅㻌 ᙅ䛔㝆Ỉ䛾⢭ᗘ䛜ྥୖ㻌
ᅗ3.1.5ࡣึᮇ้00,06,12,18UTCࡢMRR3ࡢ
ETSBIࢆ㜈್ู♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿ㸦FT=12
㹼48ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋMRR3Ӎ0.5mm/3hࠊ
1mm/3hࢆぢࡿ᪂࢞ࢲࣥࢫࡣᪧ࢞ࢲࣥࢫ
ẚBIࡣྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊETSࡣⱝᖸ࡞ࡀࡽྥୖ
ࡋࠊ⢭ᗘࡀⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࡞࠸ࠋ⇕㞾➼ࡢᏳᐃ㝆Ỉࡼࡿ▷㛫ᙉ㞵ࡢሙ
ྜࠊほ ࡉࢀࡿ㝆Ỉ㔞ẚ࡚ணࡀᴟࡵ࡚ᑠࡉ
࠸ࡇࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡣ᭷ຠ࡞⿵
ṇ࡞ࡽࡎࠊ⌧㇟ࢆᤕᤊࡍࡿࡇࡣࢇ࡛ࡁ
࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᙉ㞵ࡢணࡀ㐣ከ࡞ࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿࡀᏳᐃ㝆Ỉࢆᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢⅬࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛
⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

䠄㼐䠅㻌 㻹㻾㻾㻟䍻㻞㻜㼙㼙㻛㻟㼔䛾ண㢖ᗘ䛜㐣ከ㻌
ᪧ࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣMRR3Ӎ40mm/3h௨ୖ࡛BI
ࡀ0.5ࢆୗᅇࡾࠊண㢖ᗘࡀ㐣ᑡ࡞ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ
᪂࢞ࢲࣥࢫ࡛ࡣMRR3Ӎ20mm/3h௨ୖ࡛BIࡀ
1.5௨ୖ࡞ࡾࠊண㢖ᗘ㐣ከࡢഴྥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
MRR3Ӎ5㹼20mm/3h࡛ࡣBIࡀᪧ࢞ࢲࣥࢫࡼࡾ
ࡁ࠸ࡀETSࡣࡸࡸୗᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ⢭ᗘࡀࡸࡸᝏ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ3.1.5㸧ࠋࡇࢀࡣ✵ࡾࡀቑ
࠼ࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩㻌
Ᏻ⸨ⰾ㻘㻌㻞㻜㻜㻣㻦㝆Ỉ☜⋡ࠊᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࠊ᭱㝆Ỉ
㔞࢞ࢲࣥࢫ㻚㻌 ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫ
ࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌㻡㻜㻙㻡㻥㻚㻌
ᑠἨᘏ㻘㻌㻞㻜㻜㻥㻦ᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࠊ㝆Ỉ☜⋡࢞ࢲࣥࢫ㻚㻌
ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ
㒊㻘㻌㻠㻠㻚㻌
⸨⏣ྖ㻘㻌 㻝㻥㻥㻢㻦㝆Ỉ࢞ࢲࣥࢫࡢ⤫ィⓗ᳨ド㻚㻌 ᖹᡂ
㻤ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ㻘㻌 Ẽ㇟ᗇணሗ㒊㻘㻌
㻟㻠㻙㻠㻜㻚㻌
㻌

䠄㻢䠅㻌 ⏝ୖ䛾ὀពⅬ㻌
䠄㼍䠅㻌 つᶍ䛺⌧㇟䛻䜘䜛㝆Ỉ䛾ண㻌
㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡢ㜈್ࢆኚ᭦ࡋࡓ⤖ᯝࠊつ
ᶍ࡞⌧㇟ࡼࡿ㝆Ỉ࠾࠸࡚ࠊ࢞ࢲࣥࢫࡣᙉ࠸
㝆Ỉࢆᗈࡃணࡍࡿഴྥ࡞ࡗࡓࠋ࢞ࢲࣥࢫࡢ
ศゎ⬟ࡣࣔࢹࣝࡢศゎ⬟౫Ꮡࡍࡿࡓࡵࠊࣔࢹࣝ
ࡢศゎ⬟ࢆ㉸࠼࡚᱁Ꮚ༢࡛ࣆ࣏ࣥࣥࢺ㐺
୰ࡍࡿࡇࡣᴟࡵ࡚⛥࡛࠶ࡿࠋᙉ㞵ࡀணࡉࢀࡓ
⠊ᅖࡢ୰ࡢࡇ࡛ᙉ㞵ࡀⓎ⏕ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶
ࡿࠊ࠸࠺ぢ᪉࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
䠄㼎䠅㻌 Ᏻᐃ㝆Ỉ䛺䛹䛾ண㻌
ᙉ࠸㝆Ỉࡀほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡁMRRAࡢண
ࡀࡁࡅࢀࡤ㢖ᗘࣂࢫ⿵ṇࡣ᭷ຠാࡃ
ࡀࠊࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ᭷ຠ࡞⿵ṇࡣ࡞ࡽ
73

㻟㻚㻝㻚㻞㻌 ᭱㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇㻌
䠄䠍䠅㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
᭱㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫ㸦௨ୗࠊMAXP㸧ࡣᕷ⏫ᮧ
ࢆᑐ㇟ࡋࡓẼ㇟㆙ሗ࡞ࡢணሗసᴗᨭࢩࢫࢸ
࣒㸦௨ୗࠊYSS2㸧㐠⏝㛤ጞࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢḟ⣽ศ
༊ᇦ༢ࡽ᱁Ꮚ༢ࡢண ࡞ࡗࡓࠋᑠἨ㸦2009㸧
ࡣࠊYSS2័⇍㐠⏝࠾ࡅࡿMAXPࡢண ≉ᛶ
⢭ᗘࡘ࠸࡚ࠊ⯡ࣂࢫࢫࢥ㸦BI㸧ࡀ㐣
࠸࠺≉ᛶࡀ࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᨵⰋࡋࡓࡶ
ࡢࡀYSS2㐠⏝㛤ጞࡼࡾࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑ
ࡢᨵⰋ㡯ࠊண ≉ᛶ࣭⢭ᗘࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

1. ึᮇಀᩘࢆYSS2័⇍㐠⏝ࡢಀᩘࡋࠊᒙู
ࡉࢀࡓྛᒙࡈ௨ୗࡢฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ
ᒙヱᙜࡍࡿࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡣึ
ᮇಀᩘࡢࡲࡲࡍࡿࠋ
2. ⤫ィᮇ㛫୰ࡢࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ3ศࡢ2ࢆᏛ
⩦ࢹ࣮ࢱࡋࠊᥦ♧㡰ᗎࡣ㛫ⓗࣛࣥࢲ࣒
ࡍࡿࠋṧࡾࡢ3ศࡢ1ࢆホ౯ࢹ࣮ࢱࡍࡿࠋ
3. 2.࡛సᡂࡋࡓᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡛20ᅇ㔜」Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
ྛᅇ⤊ࡢಀᩘ࡛ホ౯ࢹ࣮ࢱࡢㄗᕪ
㸦ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢㄗᕪホ౯㛵ᩘࠊ
MSE㸧ࢆồࡵࡿࠋᏛ⩦ᅇᩘ0ࡽ20ࡢ࠺ࡕࠊ᭱
ᑠࡢMSEࢆࡿᅇࡢಀᩘࢆ᪂ࡓ࡞ಀᩘࡋ࡚
᥇⏝ࡍࡿࠋ
4. 2.ࠊ3.ࡢฎ⌮ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
1.ࡢ⌮⏤ࡣࠊ⤫ィᮇ㛫ࡀ▷ࡃࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞
࠸ሙྜࡣࠊఝᩘࢆึᮇಀᩘࡍࡿᏳᐃࡋࡓ
ண ࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ࡛࠶ࡿࠋ2.ࡢࢹ࣮ࢱࢆศ
ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ࣮࢜ࣂ࣮ࣇࢵ
ࢸࣥࢢࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊࣛࣥࢲ࣒ᥦ♧ࡍࡿ⌮⏤ࡣ
⣔ิᏛ⩦ࡼࡿᙳ㡪ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ࡛࠶ࡿࠋ3.ࡢ
20ᅇ㔜」Ꮫ⩦ࡢ⌮⏤ࡣࠊᏛ⩦ึᮇ࠾࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ
ホ౯ࢹ࣮ࢱࡢMSEࢆῶᑡࡉࡏࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ0ᅇࢆྵࡵࡿ⌮⏤ࡣࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࣇࢵ
ࢸࣥࢢࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ4.ࡢ⌮⏤ࡣࠊ▷࠸
⤫ィᮇ㛫୰࡛ࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࢆ᭱㝈᭷ຠ࠺
ࡓࡵࠊ࡛࠶ࡿࠋ
ୖグᡭἲࡼࡾࠊண ≉ᛶࡸ⢭ᗘࡢᏘ⠇ⓗ࣭✵㛫
ⓗ࡞ࡤࡽࡘࡁࢆᨵၿ࡛ࡁࡓ㸦ᅗ3.1.6୍㸧ࠋࡇࡇ
࡛ࠊᨵၿࢆ☜ㄆࡋࡓࡢࡣ⤫ィᮇ㛫୰ࡢࢹ࣮ࢱࡼࡿ
ࡓࡵࠊ⊂❧ࢹ࣮ࢱࡼࡿ᳨ドࡣࡳ࡞ࡏ࡞࠸ࡇ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㐠⏝㛤ጞࡣ⊂❧ࢹ࣮
ࢱ࡛༑ศ࡞ࢹ࣮ࢱᩘࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋ࡞࠾ࠊᇳ➹࡛⏝࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱࡼࡿ᳨ド⤖
ᯝࡣᚋ㏙ࡍࡿࠋ

䠄䠎䠅㻌 ᨵⰋ㡯㻌
ᨵⰋࡣࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢಀᩘ᭱㐺
ࡼࡾ⾜࠸ࠊMAXPࡢసᡂᡭἲࡣኚ᭦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᵝࡢᴫせࡣ㘓Aࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊసᡂ᪉㔪
ࡣᾏ⪁ཎ㸦2002㸧ヲࡋ࠸ࠋᚋࡢ㆟ㄽࡢࡓࡵࠊసᡂ
ᡭἲࢆ⡆༢ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
MAXPࡣࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࠊ20km
᱁Ꮚෆྵࡲࢀࡿ1km࣓ࢵࢩࣗゎᯒ㞵㔞ࡢ᭱㝆
Ỉ㔞ᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࢆࡑࡢ᱁Ꮚࡢᐇἣࡳ࡞ࡋࠊ᭱
㝆Ỉ㔞ᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࡢẚࢆ┠ⓗኚᩘࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㏲ḟᏛ⩦ࡣࡋ࡞࠸ࠋࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ಀᩘ᭱㐺࡛ࡣࠊㄝ᫂ኚᩘࡢᖹᆒ㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫ
㸦௨ୗࠊMRR㸧ࢆᐇἣࡢᖹᆒ㝆Ỉ㔞⨨ࡁ࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡣMAXPࡀ㜵⅏Ẽ㇟ሗࡋ࡚㔜せ࡞ᙉ㞵ࢆ
᭱⤊ⓗ࡞ண ᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⓎ⏕㢖ᗘࡀ⛥࡛
࠶ࡿࡇࡼࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟ࢆᏳᐃࡋ࡚ண ࡍ
ࡿࡓࡵࡣ㛗ᮇ㛫ࡢࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡞ࡿ
ࡀࠊ≉ᛶࡢኚࡋ࠺ࡿᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡸࡑࢀ౫Ꮡ
ࡋࡓMRR࡛ࡣᆒ㉁࡞⤫ィ㛵ಀࢆᚓࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
ㄝ᫂ኚᩘࡢ୰࡛ࡶ≉ᐤࡢࡁ࠸MRRࢆᐇἣࡢ
ᖹᆒ㝆Ỉ㔞⨨ࡁ࠼ࡿࡇ࡛ࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝ
ࡢ౫Ꮡᛶࢆ㍍ῶࡋࡓ⤫ィ㛵ಀࢆᚓࡿࡇࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊMRRࡢண ⢭ᗘࡢྥୖࡀMAXP
ࡢண ⢭ᗘࡢྥୖᫎࡉࢀࡿࠋ
YSS2័⇍㐠⏝ࡢಀᩘࡣ1996ᖺࡽ2006ᖺࡲ࡛
ࢆ⤫ィᮇ㛫ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢᮇ㛫ࡣゎ
ᯒ 㞵 㔞 ࡢ ࣓ ࢵ ࢩ ࣗ ࡀ ⌧ ᅾ ࡢ 1km࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 5km࣭
2.5km࡛࠶ࡾࠊ⏝ࡍࡿᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡶ㐠⏝⤊
ࡋ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࣔࢹࣝ㸦RSM㸧ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸
࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ᑠἨ 2009㸧ࠋࡲࡓࡑࡢᚋࡢㄪᰝ࡛ࠊ
ࡇࡢಀᩘࡢண ⢭ᗘ࣭≉ᛶࡣᏘ⠇ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡞ࡤࡽ
ࡘࡁࡀࡁ࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ୖ グ ၥ 㢟 ࢆ ゎ Ỵ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ  ࠊ 2007 ᖺ 11 ᭶
㸦20kmGSM㐠⏝㛤ጞ㸧ࡽ2009ᖺ9᭶ࡲ࡛ࢆ⤫ィ
ᅗ 3.1.6 ᨵⰋ๓ᚋࡢ MAXP3ࠊBI ࡢ✵㛫ศᕸࡢ୍
ᮇ㛫ࠊGSMࡢึᮇ้00,06,12,18UTCࡢྛࠎࡘ
ᕥ㸸ᨵⰋ๓ࠊྑ㸸ᨵⰋᚋࠋᬮⰍ㸸BI ࠊᐮⰍ㸸BI ᑠࠋ
࠸࡚┤㏆ࡢ1㹼24JST࡞ࡿணሗ㛫࡛ᖹᆒ㝆Ỉ㔞
㜈್㸸30mm/3hࠋ᳨ドᮇ㛫㸸2009/06㹼2009/08ࠋ
௨እࡢㄝ᫂ኚᩘࢆసᡂࡋࠊಀᩘࡢ᭱㐺ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᨵⰋ๓ࡣయⓗ㐣࡛࠶ࡾࠊ≉ᾏᓊ㒊࡛ BI ࡀࡁ
࠸ࠋᨵⰋᚋࡣࢇࡢ᱁Ꮚ࡛ 1 ๓ᚋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ฎ⌮ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
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᭱㐺ࡋࡓಀᩘࢆYSS2㐠⏝㛤ጞࡢGSM࣭MSM
᭱㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫ㐺⏝ࡋࡓࠋGSM࣭MSM࡛
ඹ㏻ࡢಀᩘࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄝ᫂ኚᩘࡼ
ࡗ࡚᭱㐺ࡋࡓண ≉ᛶ࣭⢭ᗘࡀࢇኚࢃࡽ࡞
ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࢀࡣᩘ್ணሗࣔࢹࣝ
ࡢ≉ᛶ౫Ꮡࡋࡃ࠸ㄝ᫂ኚᩘࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇࠊ
ᐤࡢከࡃࡀᖹᆒ㝆Ỉ㔞࡛࠶ࡿࡇࠊ࡞ࡼࡿ
⪃࠼ࡽࢀࠊಀᩘࡣసᡂ᪉㔪ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ

࠸ࡿࠋBIࡣ㜈್300mm/24h࡛1.5ண 㢖ᗘ㐣ከࡀ
┠❧ࡘࡀࠊETSࡣ0.1ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋMAXP24ࡣ
MAXP1ࠊMAXP3ẚ࡚⢭ᗘࡀ㧗࠸࠸࠼ࡿࠋ࠸
ࡎࢀࡢᑐ㇟せ⣲ࡶࠊண 㢖ᗘࡣᐇἣྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢ⢭ᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋ

䠄䠏䠅㻌 ண ≉ᛶ䞉⢭ᗘ㻌
MAXPࡣࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢಀᩘ᭱㐺
ࡢ㝿ࠊMRR࡛ࡣ࡞ࡃࠊゎᯒ㞵㔞ࡢᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࢆ⏝࠸
࡚ ࠸ࡿࠋࡼࡗ ࡚ࠊࡇࡢゎ ᯒ㞵㔞ࢆ⏝ ࠸ࡓண ࡀ
MAXPࡢ⢭ᗘࡢୖ㝈ࡳ࡞ࡏࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢୖ
㝈MAXPࠊ⪅ࡢண ≉ᛶ࣭⢭ᗘࡘ࠸࡚ࠊBIࠊ
࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ㸦ETS㸧ࢆ፹ࡋ࡚
㏙ࡿࠋBIࢆண ≉ᛶࡢᣦᶆࠊETSࢆ⢭ᗘࡢᣦᶆ
ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ୧ࢫࢥࡢㄝ᫂ࡣ㘓Bࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
௨ୗࠊᑐ㇟せ⣲ࡈࠊ1㛫᭱㝆Ỉ㔞ࢆMAXP1ࠊ
3㛫᭱㝆Ỉ㔞ࢆMAXP3ࠊ24㛫᭱㝆Ỉ㔞ࢆ
MAXP24グ㏙ࡍࡿࠋࡲࡓసᡂࣔࢹࣝࡈࠊGSM
᭱㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫࢆGSM-MAXPࠊMSM᭱㝆
Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫࢆMSM-MAXPグ㏙ࡍࡿࠋ
ᅗ3.1.7ࡣࠊ⤫ィᮇ㛫ࢆ2009ᖺ8᭶㹼2010ᖺ7᭶ࠊ
᳨ド᱁Ꮚ20kmࠊึᮇ้00,06,12,18UTCࠊFT=6
㹼48ࠊ㜈್ูࠊゎᯒ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓண ࣭GSM-MAXP
ࡢBI࣭ETSࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊMAXP24
ࡣFT=27㹼48࡛࠶ࡿࠋ
ゎᯒ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓண ࡽࡳ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ3.1.7ᕥ㸧ࠋ
MAXP1ࡘ࠸࡚ࠊBIࡣ1ࡼࡾࡸࡸࡁ࠸ࡀࠊ㜈್
60mm/hࡲ࡛1.2⛬ᗘ࡛࠶ࡾチᐜ⠊ᅖ⪃࠼ࡿࠋETS
ࡣ30mm/h࡛0.35ࠊ60mm/h࡛0.23ࠊὀ㆙ሗࡢᇶ‽
࡞ࡿ▷㛫ᙉ㞵ᑐࡍࡿ⢭ᗘࡣࡸࡸప࠸ࡀࠊண
ᅗ 3.1.7 GSM-MAXP ࡢ㜈್ู BI㸦㉥⥺㸧
࣭ETS㸦㟷⥺㸧
ୖẁMAXP1ࠊ୰ẁMAXP3ࠊୗẁMAXP24
ࡢ㞴ࡋࡉࢆ⪃࠼ࢀࡤࡲࡎࡲࡎࡢ⢭ᗘࡔ⪃࠼ࡿࠋ
MAXP3ࡘ࠸࡚ࠊBIࡣ㜈್100mm/3hࡲ࡛ࡰ1ࠊ ᕥゎᯒ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓண ࠊྑMRR ࢆ⏝࠸ࡓண 
ண ≉ᛶࡣ࡞ࡾⰋ࠸ࠋETSࡣ100mm/3h࡛ࡶ0.4
ḟ  ࠊ GSM-MAXP  MSM-MAXP ࡢ ẚ ㍑ ࢆ ᅗ
⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ⢭ᗘࡶ㧗࠸ࠋMAXP24ࡘ࠸࡚ࠊBI
3.1.8♧ࡍࠋ๓㏙ࡢ᳨ド᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊFT=6㹼
ࡣ㜈್300mm/24hࡲ࡛1.2⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊETSࡣ㜈್
27 ࠊ GSM-MAXP24 ࡣ FT=27 ࠊ MSM-MAXP24 ࡣ
100mm/24h࡛0.4ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᑐ㇟せ⣲
ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢫࢥࡣணሗ㛫ࢇ౫Ꮡࡏࡎࠊ FT=24㹼27ࠊMSMࡢึᮇ้ࡣ03,09,15,21UTC࡛
࠶ࡿࠋMSM-MAXPࡢ᱁Ꮚ㛫㝸ࡣ5km࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
✵㛫ⓗ࡞ࡤࡽࡘࡁࡶᑠࡉ࠸㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࢀࡽࡢண
ࡇ࡛ࡣ20km᱁Ꮚෆ᭱ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
≉ᛶ࣭⢭ᗘࡣಀᩘࡢᨵⰋ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ㐯Ⰽ࡞
ETSࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗMSMࡀGSMࢆୖᅇࡾࠊ
ࡃࠊ᭱㐺ࡋࡓಀᩘࡣᮇᚅ㏻ࡾࡢᛶ⬟ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⥆࠸࡚GSM-MAXPࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ3.1.7ྑ㸧ࠋ MSMࡢ⏝౯್ࡀ㧗࠸ࡇࡀศࡿࠋBIࡘ࠸࡚ࠊ
MAXP1MAXP3࡛ࡣMSMࡢᙉ࠸㝆Ỉࡢண 㢖ᗘ
MAXP1ࡘ࠸࡚ࠊBIࡣ1ࡼࡾࡸࡸࡁࡃࠊETSࡣ㜈
ࡀࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋMAXP24࡛ࡣࠊGSMࡢண 㢖ᗘࡀ
್20mm/h࡛0.1ࢆୗᅇࡿࠋMAXP3ࡘ࠸࡚ࠊBIࡣ
ࡸࡸᑡ࡞࠸ࡢᑐࡋࠊMSMࡣ㐺ᙜ࡞ண 㢖ᗘ࡞
㜈್100mm/3hࡲ࡛࠾ࡼࡑ1ࠊETSࡣ㜈್40mm/3h
ࡗ࡚࠸ࡿࠋMSM-MAXPࡣ᱁Ꮚ㛫㝸5km࡛㓄ಙࡋ࡚
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3.2 降雪ガイダンスの改良と利用1

3.2.2 格子形式気温ガイダンス

3.2.1 はじめに
2010年5月27日から格子形式気温、降水種別、最
大降雪量ガイダンスの本運用を開始した。格子形式
気温ガイダンスは降水種別、最大降雪量ガイダンス
を作成する際に利用している。本項では降雪ガイダ
ンスの改良とその利用方法について解説する。第
3.2.2項で格子形式気温ガイダンス、第3.2.3項で降水
種別、最大降雪量ガイダンスについて、第3.2.4項で
降雪量地点ガイダンスについて、第3.2.5項で降雪ガ
イダンスの利用方法について解説する。なお、本項
で解説する改良事項については、2010年11月までに
ルーチンに適用する予定である。

（1）モデル地上気温の補正量を各格子に配置す
る方法に変更
日々の事例を調べると不自然な気温分布を予想
する場合があることがわかった。図3.2.1（a）に2010
年1月12日00UTCを初期値とした18時間後のGSM
格子形式気温ガイダンスの予測値を示す。図の赤破
線で囲まれた領域では周囲と比較して相対的に高
温な領域が予想されており、毎時大気解析（気温）
（図3.2.1（c）
）と比較しても明らかに不自然な気温
分布をしていることがわかる。格子毎の気温はカル
マンフィルターに用いている線形多項式を各格子
に適用することによって算出している。このため、
係数及び説明変数を適切に割り当てる必要がある。
しかし、すべての格子に観測値が存在するわけでは

（a）

（b）

（c）

図 3.2.1 2010 年 1 月 13 日 3 時 JST における GSM 格子形式気温ガイダンスの予測値及び解析値。単
位（℃）。
（a）2010 年 1 月 12 日 00UTC 初期値における 18 時間予報値。係数を配置する方法（ルー
チン）。（b）モデル地上気温の補正量を配置する方法（テスト）
。（c）毎時大気解析（気温）
。

1

古市 豊
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ル地上気温の補正量を計算する。次に、格子毎に半
径約35km以内に含まれるアメダス地点を検索する。
モデル地上気温の補正量はアメダス地点と各格子
の距離に応じて重みをつけて内挿して求める。図
3.2.1（b）にモデル地上気温の補正量を配置する方
法によって算出した気温の予測値を示す。福岡県の
沿岸部に見られていた不自然な気温分布が解消さ
れていることがわかる（図3.2.1（b）赤破線で囲ま
れた領域）。

ないことから、当該格子に最適化した係数を作成す
ることが困難である。従来の方法では周辺４箇所の
アメダスにおいて、最適化された係数を平均したも
のを当該格子の係数として利用していた。しかし、
係数が最適化された地点とは異なった格子の説明
変数を用いて気温を予測することや、4地点の係数
に大きな差があると、不自然な予測となる場合があ
る。そこで、係数を割り当てるのではなく、目的変
数を各格子に配置することにする。気温ガイダンス
では観測値とモデル地上気温の差を目的変数とし
ている。これはモデル地上気温をどれだけ補正する
必要があるかを計算したものであることから、ここ
では「モデル地上気温の補正量」と呼ぶことにする。
以下に作成方法を説明する。
まず、地点毎にカルマンフィルターを用いてモデ

（a）

（2）気温減率を固定値（5.0K/km）からモデル予報
値に変更
気温減率はアメダス地点の標高から格子の標高
に気温を補正するときに利用している。まず、モデ
ル地上気温の補正量をアメダス地点毎に求める。こ

（b）

(d）

（c）

図 3.2.2 2010 年 3 月 9 日 9 時 JST における GSM 格子形式気温ガイダンスの予測値及び解析値。単位（℃）
。
（a）2010 年 3 月 8 日 00UTC を初期値とした 24 時間予報値。気温減率を 5.0℃/km に固定（ルーチン）。
（b）モデルの気温減率を利用（テスト）
。
（c）毎時大気解析（気温）
（d）モデルの気圧面予報値から計算し
た大気下層の気温減率。
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の補正量には、アメダス地点と格子の標高差に起因
する系統的な誤差が含まれているため、気温減率を
利用して誤差を取り除く。この時、従来は一定の気
温減率（5.0K/km）を利用していたが、南岸低気圧
時などに山岳部の気温を過度に低温に予想する傾
向があることなどから、モデルの気温減率を利用す
るように変更する。ここでのモデルの気温減率はモ
デル地形よりも上の気圧面データを用いて、下層か
ら最大4層2の平均的な気温減率である。
図3.2.2に2010年3月8日00UTCを初期値とした
24時間後のGSM格子形式気温ガイダンスの予測値
及び毎時大気解析（気温）を示す。図3.2.2（a）は
気温減率を5.0K/kmに固定したもの（ルーチン）で、
図3.2.2（b）はモデルの気温減率を利用したもの（テ
スト）である。図3.2.2（d）はモデルの気温減率で
ある。この事例では大気下層の気温減率は5.0K/km
よりも小さく、ルーチンでは山岳部などの標高の高
い地域では実際の気温よりも低く予想されている
可能性が高い。ただし、山岳部では観測点が少ない
ために現実の気温を把握することは困難であるこ
とから、図3.2.2（c）の毎時大気解析（気温）と比
較する。テストでは甲府盆地と富士山の気温差が小
さくなり、山岳部での過度の低温が解消されている。
（図3.2.2の赤破線領域）
。

3.2.3 降水種別、最大降雪量ガイダンス
（1）降水種別の補正方法を変更
降水種別ガイダンスでは地上付近に逆転層が形
成される場合等を想定し、モデルの地上面予報値以

（a）

外にモデルの気圧面予報値を用いて降水種別を補
正している。ルーチンでは地上気温と相対湿度を用
いた雨雪判別において「雪」に判別されたときでも
850hPaの気温が＋1℃以上になった場合、強制的に
降水種別を「雨」に置き換えているため3、不自然な
分布になるときがある。図3.2.3に2009年12月25日
00UTCを初期値とした42時間後のGSM降水種別ガ
イダンスの予測値及び850hPaの気温を示す。図の
赤破線で囲まれた領域では、降水種別の分布が「雨」
から「雪」へと不連続に変化している。この問題点
を改善するために、850hPaの気温に応じて段階的
に降水種別を変化させるように変更する。また、標
高の高い地域において「雪」の格子が孤立して存在
することがあるため、800hPa、700hPaの気温も考
慮するように変更する。図3.2.3（b）は上記の変更
を加えたテスト結果である。ルーチンにみられるよ
うな不自然な分布が解消されている。

（2）その他の変更点
最大降雪量ガイダンスは平均降水量（MRR）に雪
水比を乗じることによって降雪量を予測している。
MSM最大降雪量ガイダンスでは5km格子毎のMRR
をそのまま利用しているが、各格子間でのばらつき
が大きい場合があることから、MRRを平滑化して用
いることにする。GSM最大降雪量ガイダンスでは従
来通り20km格子のMRRを5km格子に内挿して利
用する。
（3）予報特性について
今回の変更は主に面的な分布を改善するために

（b）

（c）

図3.2.3 GSM降水種別ガイダンスの予測値(a)(b)及び850hPaの気温(c)。2009年12月25日00UTCを初期値とした42時
間予報値（2009年12月27日3時JST）。
（a）850hPaの気温を用いて強制的に「雨」にする場合（ルーチン）
。緑：雨、
青：雨か雪、水色：雪か雨、白：雪（b）850hPa,800hPa,700hPaの気温を考慮し、かつ「雨」以外の要素も考慮し
た場合（テスト）
。（c）GSMの850hPaの気温を5kmガイダンス格子に内挿したもの。
2

平地ではおおよそ 850hPa 面より下層の平均的な気温減

3

率に相当する。
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5km 格子のガイダンス標高が 1500m 以下の格子に限定
している。

行ったことから、統計的な予報特性に大きな変化は
みられない。予報特性については、古市・松澤（2009）
を参照願いたい。

参考文献
古市豊,松澤直也 2009: 最大降雪量ガイダンス.平
成21年数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
27-38.

3.2.4 降雪量地点ガイダンス4
降雪量地点ガイダンスの予報特性について紹介
する。図3.2.4に2009年12月1日から2010年3月31日
までの検証結果を示す。検証には00,06,12,18UTC
初期値のFT=24,36,48をすべてまとめたものを使用
し、検証地点は降雪量地点ガイダンスの予報対象地
点を用いた。図3.2.4をみると、約30cm/12h、約
50cm/24hまでの予測精度及び頻度は実用的なもの
になっている。一方、それ以上の降雪に対しては予
測精度が悪く、かつ40cm/12h（80cm/24h）以上の
降雪を予測することはほとんどないといってよい。
これは観測頻度が少ない現象に対しては係数が最
適化されにくいことが影響しているためと考えら
れることから、統計的手法を用いている以上改善す
ることは難しい。
3.2.5 降雪ガイダンスの利用方法
YSS2では降雪量予測に最大降雪量ガイダンスが
利用されている。一方、降雪量地点ガイダンスは統
合ビューワによる表示のみとなっている。最大降雪
量ガイダンス及び降雪量地点ガイダンスはそれぞ
れ予報特性が異なっているため、地域によって使い
図 3.2.4 降雪量地点ガイダンスの統計スコア。
（上）がエ
わける必要が出てくる。例えば、降雪量の出現頻度
クイタブルスレットスコア、
（下）がバイアススコア。
が高い、東北の日本海側や北陸では降雪量地点ガイ
検証期間は 2009 年 12 月 1 日から 2010 年 3 月 31 日ま
ダンスの予測精度が比較的高く、最大降雪量ガイダ
で。初期値は 00,06,12,18UTC 初期値の FT=24,36,48
ンスを降雪量地点ガイダンスで補正するなどの方
をまとめたものを利用。青実線は 12 時間降雪量予測値。
法が有効と考えられる。ただし、その際第3.2.4項で
赤実線は 24 時間降雪量予測値（12 時間降雪量を積算し
示した通り40cm/12h以上の降雪に対しては予報頻
たもの）。横軸は降雪量（cm）、縦軸は統計スコアを示
す。
度が非常に少ないことを考慮する必要がある。一方、
降雪の出現頻度が低く、降雪量地点ガイダンスの対
象地点が少ない九州、中国、近畿、関東、東北太平
洋側については最大降雪量ガイダンスをベースに
しながら、地域特性や地方ガイダンス等を利用して
降雪量を予測する必要がある。
降水種別や最大降雪量ガイダンスは気温ガイダ
ンスが適切に気温を予測していることを前提にし
ているため、気温ガイダンス5の妥当性を検討し、気
温ガイダンスを修正する場合は降水種別、最大降雪
量ガイダンスも併せて修正する必要がある。

4

5

降雪量地点ガイダンスは GSM ガイダンスのみ作成し
ている。
格子形式気温ガイダンスは降水種別、最大降雪量ガイダ
ンスを作成する際の中間製品であり、アデスに配信され
ないため、地点形式の気温ガイダンスを参考にする。
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MSM は 03,09,15,21UTC 初期値のみを用いる。冬
期間については、GSM および MSM ともに全初期
値を対象とする。GSM 天気ガイダンスおよび MSM
天気ガイダンスそれぞれについて、天気カテゴリの
出現頻度を求めて考察する。
地上気象観測の現在天気（目視観測）を検証の中
で実況値として用いる。検証では、天気ガイダンス
の「雨または雪」と実況値の「みぞれ」を同じ現象
として扱い比較する。しかし、天気ガイダンスの「雨
または雪」は雨または雪が降るといった確率的な意
味合いを持っているのに対し、実況値の「みぞれ」
は雨と雪とが混在して降る状況を表す。このように、
天気ガイダンスの「雨または雪」と実況の「みぞれ」
は異なっていることに注意が必要である。

3.3 天気・日照率ガイダンスおよび最小湿度ガイダ
ンスの検証1
3.3.1 天気ガイダンス
天気ガイダンスは、格子毎に天気カテゴリ（晴れ、
曇り、雨、雨または雪、雪）を予報する。YSS2 の
運 用開始 に伴 い、天 気ガ イダン スの 作成手 法を
YSS2 における天気の決定方法と整合をとるように
変更した。また、同手法を用いて、新たに MSM に
おける天気ガイダンスの作成を始めた（以下、モデ
ルに応じて、新 GSM 天気ガイダンス、MSM 天気
ガイダンスと記す。なお、YSS2 と整合をとる前の
GSM 天気ガイダンスを旧 GSM 天気ガイダンスと
記す）
。YSS2 の運用開始に伴う天気ガイダンスの変
更点や作成手法など詳細は、鎌倉（2007）および小
泉ほか（2009）を参照願いたい。
（1） 検証方法
YSS2 の慣熟運用にあわせて作成を始めたデータ
を用い、2009 年 8 月から 9 月までを夏期間、2009
年 10 月から 2010 年 3 月までを冬期間として検証を
行う。夏期間について、GSM は全初期値を用い、

（2） 検証結果
まず、天気カテゴリの頻度分布から新旧 GSM 天
気ガイダンスおよび MSM 天気ガイダンスの特徴を
示す。夏期間の各天気ガイダンスにおける天気カテ
ゴリの出現頻度を図 3.3.1 に示す。図 3.3.1 より、実
況と各天気ガイダンスの間で天気カテゴリの出現頻
度に顕著な差はみられなかったものの、新旧 GSM
天気ガイダンスを比較すると、新 GSM 天気ガイダ
ンスでは「曇り」の頻度が僅かに減り、
「晴れ」や「雨」
の頻度が僅かに増えた。
この要因としては、旧 GSM 天気ガイダンスでは
「曇り」と判定されていた格子の一部が新 GSM 天
気ガイダンスでは「晴れ」と判定される格子がある
ことが挙げられる。旧 GSM 天気ガイダンスでは、
日照率ガイダンスが 0.5 以下かつモデル降水量
（FRR）が 0.7mm/3h より大きい格子は「曇り」に
判定される。新 GSM 天気ガイダンスではこの FRR
を用いた判定が無いために、この条件を満たす格子
は「曇り」ではなく「晴れ」と判定する。

図 3.3.1 夏期間の天気カテゴリの出現頻度

図 3.3.2 冬期間の天気カテゴリの出現頻度
図 3.3.3 雨雪判別線
1

澤田 康子
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別の要因として、旧 GSM 天気ガイダンスでは「曇
り」と判定されていた格子の一部が新 GSM 天気ガ
イダンスでは「雨」の格子に変わることが挙げられ
る。これは天気カテゴリを求める際に利用する降水
量ガイダンスの特性の変化が影響していると考えら
れる。降水量ガイダンスの特性は第 3.1 節を参照願
いたい。
冬期間の天気ガイダンスにおける天気カテゴリの
出現頻度を図 3.3.2 に示す。図 3.3.2 より、旧 GSM
天気ガイダンスと比較して、新 GSM 天気ガイダン
スでは「雨または雪」の出現頻度に僅かな増加がみ
られた。
この要因としては、旧 GSM 天気ガイダンスで
「雪」と判定されていた格子の一部が新 GSM 天気
ガイダンスでは「雨または雪」の格子に変わったこ
とが挙げられる。新 GSM 天気ガイダンスでは、
「雨」、
「雨または雪」、
「雪」の現象に分類するために降水
種別を用いて雨雪判定を行う。図 3.3.3 に示す通り、
降水種別ガイダンスでの雨雪判別線が旧天気ガイダ
ンスの雨雪判別線よりも雪側へずれるために、これ
まで「雪」だった格子が「雨または雪」の格子に変
わる（図 3.3.3 中の緑線と赤線に挟まれた領域）。降
水種別ガイダンスの詳細は古市・松澤（2009）を参
照願いたい。
別の要因としては、旧 GSM 天気ガイダンスで
「雨」と判定されていた格子の一部が新 GSM 天気
ガイダンスでは「雨または雪」の格子に変わったこ
とが挙げられる。旧 GSM 天気ガイダンスでは、降
水 量 ガ イ ダ ン ス が 0.5mm 以 上 か つ モ デ ル の
850hPa 気温が 0.0℃未満の場合に雨雪判定を使用
するが、これ以外は晴れ曇り判定に従う。一方、降
水種別ガイダンスでは降水種別判別図を用いて降水
種別を決定するが、
モデル 850hPa 面の気温が 1.0℃
以上の場合に「雨」と補正する。この閾値の違いに
より、850hPa 面の気温が 0.0℃以上 1.0℃未満にお
いて、旧 GSM 天気ガイダンスでは「雨」が新 GSM
表 3.3.1 天気ガイダンスの夏期間の適中率
晴れ、曇り、降水有り（雨、雨または雪、雪）の天
気カテゴリの適中率と天気カテゴリの一致率を表
す。括弧内の数値は現象の出現頻度[%]を表す。
晴れ
曇り
降水有り 天気カテゴ
リ一致率
旧
0.750
0.673
0.868
0.645
GSM
（52.3） （37.7） （10.0）
(YSS1)
新
0.747
0.672
0.862
0.641
GSM
（53.2） （36.0） （10.8）
(YSS2)
MSM

0.766
0.690
0.884
（51.9） （37.6） （10.4）

天気ガイダンスでは「雨か雪」となる格子がある。
夏期間と同様に、晴れ曇り判定に FRR を利用し
なくなったために、旧 GSM 天気ガイダンスで「曇
り」の格子が新 GSM 天気ガイダンスでは「晴れ」
の格子へ変わる事例も見られた。しかし、FRR が天
気カテゴリの決定に大きな影響を及ぼしていなかっ
たために、新旧 GSM 天気ガイダンスの間で「晴れ」
と「曇り」の出現頻度に顕著な差を生じなかった。
新旧 GSM 天気ガイダンスおよび MSM 天気ガイ
ダンスにおいて、実況と比較して降水有り（雨、雨
または雪、雪）の出現頻度が低い。これは、実況は
1.0mm 未満の僅かな降水でも降水有りと判定する
のに対し、天気ガイダンスでは、1.0（「雨または雪」
や「雪」の場合は 0.5）mm 以上の降水現象を降水
有りと判断するためである。
次に、新旧 GSM 天気ガイダンスおよび MSM 天
気ガイダンスにおいて、夏期間の適中率を表 3.3.1
に、冬期間の適中率を表 3.3.2 に示す。適中率は、
「晴
れ」
、「曇り」および「降水有り（雨、雨または雪、
雪）」の天気カテゴリの場合と 5 分類の各天気カテ
ゴリのカテゴリ一致率について求める。なお、実況
値との対比は、地上気象観測のある格子を用いて行
う。表より、新旧 GSM 天気ガイダンスではいずれ
の天気カテゴリにおいても適中率にあまり差がない
ことがわかる。一方で、新旧 GSM 天気ガイダンス
よりも MSM 天気ガイダンスの方が各天気カテゴリ
およびカテゴリ一致率共に、適中率は高い。また、
季節毎の適中率を比較すると、新旧 GSM 天気ガイ
ダンスおよび MSM 天気ガイダンス共に、夏期間の
方が冬期間よりもカテゴリ一致率が高いことが確認
できる。これは、冬期間が 5 つの天気カテゴリの出
現に対して、夏期間は 3 つの天気カテゴリのみの出
現と、夏期間は冬期間に比べ出現カテゴリ数の少な
さが影響していると考えられる。ただし、全体とし
ては、夏期間と冬期間の差は数パーセント程度であ
る。

表 3.3.2 天気ガイダンスの冬期間の適中率
表の意味は表 3.3.1 に同じ。
晴れ
曇り
降水有り
天気カテゴ
リ一致率
旧
0.764
0.658
0.837
0.619
GSM
（47.2） （38.1） （14.7）
(YSS1)
新
0.760
0.654
0.834
0.610
GSM
（47.2） （38.0） （14.8）
(YSS2)
MSM

0.670
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0.786
0.691
0.854
（51.3） （34.1） （14.6）

0.653

（3） お天気マップとの比較
（1）と同じ検証期間において、新 GSM 天気ガイ
ダンス、MSM 天気ガイダンス、お天気マップ（安
藤（2007））および実況値それぞれについて、天気
カテゴリの出現頻度を求めて傾向を考察する。なお、
実況の「晴れ」とは、実況の「快晴、晴れ、薄曇り」
をまとめたものである。お天気マップは、7 分類の
各天気カテゴリの出現頻度を求めるが、天気ガイダ
ンスと比較する際は「快晴、晴れ、薄曇り」を「晴
れ」として扱う。
実況カテゴリ別の出現頻度について夏期間の
GSM、MSM によるガイダンスとお天気マップをそ
れぞれ図 3.3.4 と図 3.3.5 に示す。各図中の一つ一つ
の帯グラフは、実況値のカテゴリからみた天気ガイ
ダンスやお天気マップのカテゴリの頻度分布を示す。
同じ実況値の場合について、天気ガイダンスとお天
気マップの頻度分布状況を比較する。GSM 夏期間
（図 3.3.4）では、実況が晴れ、曇り、雨のいずれの
カテゴリにおいても、GSM 天気ガイダンスの方が
お天気マップよりも実況に合致するカテゴリを予想

図 3.3.4 夏期間の GSM による天気ガイダンスとお天
気マップの頻度分布。
「gdc」は天気ガイダンスを「map」はお天気マップ
を「obs」は実況を表す。アンダースコアの後に書かれ
ている実況値に対する天気ガイダンスやお天気マップ
の頻度分布を表す。

しやすい傾向がみられる。一方、MSM（図 3.3.5）
では、実況が晴れの場合は、MSM 天気ガイダンス
の方が晴れを予想しやすいが、他のカテゴリについ
ては、両者で同程度の頻度で予想する傾向がみられ
る。
同様に、冬期間の GSM と MSM によるガイダン
スとお天気マップとの比較をそれぞれ図 3.3.6 と図
3.3.7 に示す。GSM の冬期間（図 3.3.6）では、実
況値が晴れ、曇り、雨、みぞれの場合は、天気ガイ
ダンスの方が実況に合致する天気カテゴリを予想す
る頻度が僅かに多い傾向が見られる。実況が雪の場
合は、天気ガイダンスよりもお天気マップの方が雪
を予想する頻度が多くみられる。MSM の冬期間（図
3.3.7）では、実況値が晴れの場合は、天気ガイダン
スの晴れと相当するお天気マップの晴れ（快晴と晴
れと薄曇りの和）はほぼ同程度の頻度で予想し、曇
り、みぞれの場合は天気ガイダンスの方が頻度が高
い。雨は同程度であり、雪については、お天気マッ
プの方が予想する頻度が高い。お天気マップは地上
気象観測との比較により調整を行った閾値を用いて
判定を行っている。一方、天気ガイダンスは 1.0（「雨

図 3.3.6 冬期間の GSM による天気ガイダンスとお天
気マップの頻度分布。
記号の意味は図 3.3.4 と同じ。

図 3.3.5 夏期間の MSM による天気ガイダンスとお天
気マップの頻度分布。
記号の意味は図 3.3.4 と同じ。

図 3.3.7 冬期間の MSM による天気ガイダンスとお天
気マップの頻度分布。
記号の意味は図 3.3.4 と同じ。
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または雪」や「雪」の場合は 0.5）mm 以上の降水
の有無で判定を行っている。このように、お天気マ
ップでは僅かな降水も捕捉するために雪の現象をよ
く捉えることができる。

（2） 検証結果
GSM および MSM 日照率ガイダンスにおいて、
夏期間の ME と RMSE の結果を図 3.3.8 に示す。
MSM は正バイアス（日照過多）の傾向、GSM は
FT と共に負のバイアスから正バイアスに変わって
いる。RMSE においては、MSM の 15UTC 初期値
の FT=09-15 と GSM の 12UTC 初期値の FT=12-18
は共に、日本時間の 9 時から 15 時を指すように、
同じ日本時間を表す予報時間で比較した場合、モデ
ルによる顕著な違いは見られない。
冬期間の ME および RMSE の結果を図 3.3.9 に示
す。ME は、GSM および MSM 日照率ガイダンス
共に正バイアスであるが MSM の方が強い。夏期間
と冬期間で比較すると冬期間の方が強いバイアスを
示している。RMSE においては、同じ日本時間を表
す予報時間の間でモデルによる顕著な違いは見られ
ない。
次に、GSM および MSM 日照率ガイダンスの夏
期間の 50％適中率の結果を図 3.3.10 に示す。同じ
日本時間を表す予報時間の間で、GSM および MSM
の日照率ガイダンスの値は殆ど同じである。
GSM および MSM 日照率ガイダンスの冬期間の
50%適中率の結果を図 3.3.11 に示す。GSM および
MSM 共に各予報時間における 50%適中率は、夏期
間の 50%適中率とほぼ同じような値を示している。

3.3.2 日照率ガイダンス
日照率ガイダンスでは、格子毎に天気ガイダンス
の晴れ曇り判別に用いる曇天率を求める。YSS2 慣
熟運用にあわせ 2009 年から MSM における日照率
ガイダンスの作成を始めた
（以下、
モデルに応じて、
GSM 日照率ガイダンス、MSM 日照率ガイダンスと
記す）。作成手法など詳細は、鎌倉（2007）および
小泉ほか（2009）を参照願いたい。
（1） 検証方法
検証期間は、2009 年 4 月から 9 月までの夏期間
および 2009 年 10 月から 2010 年 3 月までの冬期間
とする。GSM については 00,12UTC 初期値を用い、
MSM については 03,15UTC 初期値を用いる。検証
では、日中のアメダス日照時間を実況値として用い
る。アメダス地点を対象に実況値とガイダンスの予
測値を用い、平均誤差（ME）および平方根平均二
乗誤差（RMSE）を求める。このとき、予測値にお
いても日中の日照時間（9-15JST）を用いる。また、
天気ガイダンスの晴れ曇り判別にあわせ、日照率の
閾値を 50％とした場合に、日照率が 50%以上を「晴
れ」、50%未満を「曇り」と分類した適中率（以下、
50%適中率）を求める。GSM 日照率ガイダンスと
MSM 日照率ガイダンスを比較し、精度について考
察する。なお、YSS2 用の変更点は、GSM 日照率ガ
イダンスにおいては、予報時間を 84 時間に延長し
ただけで特性に変更がないために、ここでは GSM
と MSM の比較にとどめる。

図 3.3.9 日照率ガイダンスの冬期間の ME および
RMSE
横軸の括弧内は初期時刻を表す。この初期時刻から
起算した予報時間を横軸とする。各予報時間に対する
ME 及び RMSE を表す。

図 3.3.8 日照率ガイダンスの夏期間の ME および
RMSE
横軸のカッコ内は初期時刻を表す。この初期時刻か
ら起算した予報時間を横軸とする。各予報時間に対す
る ME 及び RMSE を表す。
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図 3.3.10 日照率ガイダンスの夏期間の 50%適中率
横軸の括弧内は初期時刻を表す。この初期時刻から
起算した予報時間を横軸とする。各予報時間に対する
50%適中率を表す。

図 3.3.12 GSM 最小湿度ガイダンスの ME および
RMSE
横軸の括弧内は初期時刻を表す。この初期時刻から
起算した予報時間を横軸とする。夏期間（夏）および
冬期間（冬）を対象に、各予報時間に対する GSM の
ME および RMSE を表す。

図 3.3.11 日照率ガイダンスの冬期間の 50%適中率
横軸の括弧内は初期時刻を表す。この初期時刻から
起算した予報時間を横軸とする。各予報時間に対する
50%適中率を表す。
図 3.3.13 MSM 最小湿度ガイダンスの ME および
RMSE
横軸の括弧内は初期時刻を表す。この初期時刻から
起算した予報時間を横軸とする。夏期間（夏）および
冬期間（冬）を対象に、各予報時間に対する MSM の
ME および RMSE を表す。

3.3.3 最小湿度ガイダンス
最小湿度ガイダンスは、地上気象官署における日
最小湿度を予報する地点形式のガイダンスである。
YSS2の慣熟運用にあわせ、2009年からMSMにおけ
る最小湿度ガイダンスの作成を始めた（以下、モデ
ルに応じて、GSM最小湿度ガイダンス、MSM最小
湿度ガイダンスと記す）。作成手法など詳細は、安
藤ほか（2007）および小泉ほか（2009）を参照願い
たい。
(1) 検証方法
検証期間は2009年4月から9月までの夏期間およ
び2009年10月から2010年3月までの冬期間を対象
とする。初期時刻は、GSMでは00,06,12,18UTC初
期値を用い、MSMでは03,09,15UTC初期値を用い
る。検証では、地上気象官署の日最小湿度の観測デ
ータを実況値として用いる。地上気象官署毎に、平
均誤差（ME）および平方根平均二乗誤差（RMSE）
を求める。また、RMSEについて、GSM最小湿度ガ
イダンスの12UTC初期値の予報（FT=03-27）と
MSM最小湿度ガイダンスの15UTC初期値の予報
（FT=0-24）を比較し、それぞれの精度について考
察する。

（2） 検証結果
GSM最小湿度ガイダンスのMEおよびRMSEを
図3.3.12に示す。また、MSM最小湿度ガイダンスの
MEおよびRMSEを図3.3.13に示す。図3.3.12および
図3.3.13のうち、RMSEの値はGSM及びMSM共に
全てのFTにおいて冬期間よりも夏期間で大きな値
を示している。5月は年間の中でも湿度の変動幅が
大きいためか、対象とした検証データでは各月の
RMSEと比較して5月のRMSEはどの予報時間にお
いても大きな値を示した（図略）
。この影響を受け
て5月を含む夏期間のRMSEは大きな値を示したと
考えられる。また、予報時間の経過と共に、RMSE
の変動の仕方は夏期間および冬期間で同じ傾向が
見られる。GSM最小湿度ガイダンスとMSM最小湿
度ガイダンスのRMSEを比較すると、MSM最小湿
度ガイダンスの方が小さな値を示している。
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図3.3.12および図3.3.13のMEの値から、リードタ
イムの短い予報は夏期間で正バイアス、冬期間で負
バイアスを示している。この検証データでは、GSM
においては、4月や8月に正バイアスを示し、6月に
負のバイアスを示していた。これらの正負のバイア
スが打ち消しあい、夏期間としては、正のバイアス
を示したと考えられる。また、GSMにおいて、11
月では負バイアスを示し、3月では正のバイアスを
示した。これらの正負のバイアスが打ち消しあい、
冬期間では負のバイアスとなったと考えられる（図
略）。係数の層別化を季節毎に行っているために夏
期間と冬期間にわけて比較を行ったが、上記のよう
に月毎に特性が異なることから、季節という長いス
パンではなく、月毎の特徴を考慮した上での利用も
必要と考えられる。
GSM最小湿度ガイダンスとMSM最小湿度ガイダ
ンスのRMSEを比較した結果を図3.3.14に示す。図
中の縦軸は頻度を、横軸はMSM最小湿度ガイダン
スのRMSEをGSM最小湿度ガイダンスのRMSEで
割った値を表す。比率が0.8より大きく1.0以下の範
囲に該当する頻度が一番多いことから、全体的には
MSM最小湿度ガイダンスの方がGSM最小湿度ガイ
ダンスと比較すると僅かに精度がよいと考えられ
る。また、この時の夏期間と冬期間の頻度数を比較
すると夏期間の方が多いことから、夏期間では特に
GSM最小湿度ガイダンスよりもMSM最小湿度ガイ
ダンスの方が利用価値は高いと考えられる。冬期間
においても比率が0.8から1.0の範囲の頻度が多いが、
夏期間に比べると優位性は落ちると考えられる。こ
のように季節や利用モデルの特徴を考慮した上で、
利用目的にあわせて使い分けて頂きたい。

図 3.3.14 GSM最小湿度ガイダンスとMSM最小湿度
ガイダンスの比較
横 軸 にMSM 最 小 湿 度 ガ イ ダ ン ス のRMSEの値を
GSM最小湿度ガイダンスのRMSEで割った値を示
し、縦軸に各比率に該当する頻度を表す。
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3.4 雲底確率ガイダンスの開発、視程ガイダンスの
改良1
3.4.1 雲底確率ガイダンスの開発
（1）はじめに
数値予報課では、国際民間航空機関（ICAO）
等の国際機関における勧告（ICAO 2007）に基づ
き、将来的にTAFの時系列予報で確率型予報を行
うこととなった場合を想定して、その基礎的資料
となるガイダンスの開発を進めている。本項では、
各空港のシーリングが、ある閾値未満の高度とな
る確率を予測するガイダンス（以下、雲底確率ガ
イダンスと呼ぶ。）を開発したので、その仕様や
精度検証などの結果を報告する。
（2）仕様・作成方法
雲底確率ガイダンスの仕様を表3.4.1に示す。予
測対象の国内89空港に対して、前3時間のシーリ
ングが1000ft未満、及び600ft未満となる確率を、
MSMの予測値を用いて算出する。これらの閾値
は、飛行場カテゴリー予想でシーリングの閾値と
して用いられている値と同一である。シーリング
と視程に対する飛行場カテゴリー予想とは、3時
間内のシーリングと視程の最小値を、悪天の程度
によって予め設定された基準値を下回るか否か
により、それぞれ3段階のカテゴリーに分類し、
分かりやすく表形式で示したものである。
作成手法には、ロジスティック回帰を採用した。
ロジスティック回帰とは、目的変数が「あり・な
し」のような現象の有無を表わす2値データを扱
う場合に利用でき、下記のような線形回帰式で表
わされる。
log p⁄ 1

p

C

C X

C X ・・・＋C X

ここで、pとはあるイベントの発生する確率を表
わす。C はバイアス項、X は説明変数、C はX の
回帰係数である。
説明変数の中で、前3時間降水量（雨+雪+霰+
雹）、相対湿度、925hPaと地上の平均気温減率に
ついては、効率的に開発を行うため雲ガイダンス
で用いられている説明変数（松澤ほか 2008）と
類似のものを導入した。今回、冬季日本海側の降
雪時に伴う低シーリングの予測精度向上を目的
として前3時間降水量（雪）を導入し、海上等か
ら移流してくる雲を予測することを目的として
東西風・南北風を導入した。また、MSMで予測
されているCVR（雲量）
、CWC（雲水量+雲氷量）
といった雲に関係する量も説明変数として導入
した。
1

3.4.1 松本 智文、 3.4.2 高田 伸一
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表 3.4.1 雲底確率ガイダンスの仕様
作成対象
予測対象要素
作成方法
作成対象モデル
予報期間と間隔
逐次学習の有無

説明変数

目的変数

層別化の処理

国内89空港
前3時間のシーリングが1000ft未
満、 及び600ft未満となる確率
ロジスティック回帰
MSM
FT=6からFT=33まで3時間間隔
なし
・前3時間降水量（雨+雪+霰+雹）
（RAINから算出）
・前3時間降水量（雪）（SMQS
から算出）
・925hPa（松本空港は850hPa）
と地上の平均気温減率
・各空港の標高（モデル）から
1000ft、600ftの高度における
相対湿度、東西風、南北風、
CVR（雲量）、CWC（雲水量+
雲氷量）
定時・特別飛行場実況通報から算
出した前3時間の最低シーリン
グが、閾値未満か否かで変換した
2値データ。ただし、夜間など上
記の観測がない場合、自動飛行場
実況通報を代わりに使用。
・季節 暖候期（4～10月）
寒候期（11月～3月）
・予報時間（6時間）

説明変数には、前3時間降水量（雨+雪+霰+雹）
または前3時間降水量（雪）のどちらか一方を採
用し、相対湿度、及びCVR（雲量）は必ず選択さ
れるようにした。前3時間降水量のどちらか一方
と、上記以外の説明変数の選択方法については総
当たり法を用い、回帰式の赤池情報量規準（豊田
1996）が最小となる6つの変数の組み合わせを抽
出した。
雲底確率ガイダンスでは逐次学習は行わず、一
括学習方式を採用した。学習期間は、2007年4月
18日から2009年3月31日までの期間（本運用では
2010年8月31日までのデータを使用する。）とし、
予報時間による学習機会を均等にするため、33時
間予報を行う03,09,15,21UTCの初期値のみを学
習に使用した。
目的変数には、定時・特別飛行場実況通報から
算出した前3時間の最低シーリングが、閾値未満
か否かで変換した2値データを使用した。ただし、
上記の観測が通報されない夜間などでは、自動飛
行場実況通報を代わりに使用した。
係数の層別化については、暖候期・寒候期の季
節毎、予報時間毎（6時間毎）に行った。このよ
うに層別化を施した場合、低シーリングの出現頻
度が低い四国や九州、南西諸島の一部の空港など

で、回帰係数が適切に算出されない場合があった。
この対処策として、層別化を減らし出来るだけ多
くの学習機会を確保することで係数が算出でき
ないか試みた。まず予報時間による層別化をやめ、
季節毎の層別化のみで算出した係数で代替する
ことを試みた。それでも算出されない場合、全く
層別化を行わずに算出した係数で代替するとい
った手続きを行った。

（3）統計検証
2009年度の独立期間1年間のデータを使って検
証を行った。検証対象は、飛行場カテゴリー予想
を行っている国内空港のうち静岡空港を除く65
空港とした。以下では、雲底確率ガイダンスの閾
値別、季節別、月別、予報時間別、予報対象時刻
別の特性を、スレットスコア（TS）、信頼度、ブ
ライアスキルスコア（BSS）を使って説明する。
各スコアの詳細は、付録Bを参照して頂きたい。
図3.4.1は、1000ft未満、及び600ft未満の雲底
確率の各確率を閾値として、各閾値以上の確率値
が出力された場合に予測ありとして分割表を作
成し、TSを算出したものである。比較対象として、
雲ガイダンスでも各閾値未満の予測がなされた
場合に予測ありとして算出したTSも示してある。
1000ft、600ft未満の各閾値とも、20～25％以上
の確率で予測ありとすると、雲ガイダンスと同等
程度のTSが雲底確率ガイダンスでも得られるこ
とが分かった。
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図 3.4.2 1000ft 未満、及び 600ft 未満の各閾値に
おける季節別の信頼度曲線。暖色系の曲線は暖候
期（4～10 月）、寒色系は寒候期（11～3 月）を表
わす。横軸は雲底確率ガイダンスの予報現象出現
確率(%)、縦軸は実況の現象出現相対頻度(%)。

図3.4.3は、1000ft未満、600ft未満の各閾値に
おける月別のBSSである。両閾値とも暖候期のス
コアが相対的に高く、寒候期のスコアが相対的に
低いことが分かる。このことは、上記の信頼度で
得た結果と良く符合する。ただ、4月や10,11月に
注目すると、前後の月と比較してスコアが低い。
特に、この傾向は600ft未満の閾値で顕著である。
各閾値の低シーリングの出現率を確認したとこ
ろ、2009年度に関しては、10月が最も出現率が低
く、4月がその次に低い値であった（図略）。すな
わち、これは一括学習する際に、より低シーリン
グの多い時期（例えば暖候期なら6,7月）に係数が
最適化されてしまった結果だと推察される。
図3.4.4は、1000ft未満、600ft未満の各閾値に
おける予報時間毎のBSSである。予報時間による
層別化の効果により、両閾値とも予報時間が先に
進んでも精度の低下は顕著ではなく、一定の精度
を保てている。
図3.4.5は、1000ft未満、600ft未満の各閾値に
おける予報対象時刻別のBSSである。両閾値とも、
00,03,06UTCといった朝から昼過ぎにかけての
スコアが相対的に低く、12,15,18UTCといった夜
のはじめ頃から未明にかけてのスコアが相対的
に高いことが分かる。特に、00UTCで顕著に低い。
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10月）では、概ね信頼度理想直線上にあり、信頼
度は高いことが分かる。一方、寒候期（11～3月）
では、40~50%程度の確率値から信頼度の理想直
線から乖離し始めている。暖候期に比べて信頼度
は低く、予報現象出現確率は実況の出現相対頻度
に対して過大である。暖候期では1000ft未満と
600ft未満の各閾値に信頼度上の大きな差異は見
られなかったが、寒候期では600ft未満の閾値の方
が1000ft未満に比べて信頼度は低い。

90

確率値(%)

図 3.4.1 1000ft 未満、及び 600ft 未満の雲底確率(%)
の各確率を閾値として、各閾値以上の確率値が出
力された場合に予測ありとして分割表を作成し、
スレットスコアを算出した（曲線）
。横軸が閾値と
なる雲底確率ガイダンスの確率値(%)、縦軸がスレ
ットスコア。比較のために雲ガイダンスで予測し
た場合のスレットスコア（一定値）も示す。

図3.4.2は、1000ft未満、600ft未満の各閾値に
おける季節別の信頼度曲線である。暖候期（4～
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信頼度曲線が波打っているが、50%までの信頼度
は良好である。
図3.4.7は、1000ft未満となる確率を予測する雲
底確率の各確率を閾値として、各閾値以上の確率
値を予測ありとして分割表を作成して計算した
TSである。図3.4.6と同じく、6つの地域航空官署
に属する各空港の事例を地域毎にまとめた。TS
のピークは、北海道が最も高く、関東中部、東北、
九州、近畿中国四国、沖縄の順である。

朝から昼過ぎにかけてのスコアが低いという傾
向は雲ガイダンスでも見られる（図略）。この時
間帯の低シーリングの出現頻度が相対的に低い
ことが、一つの原因として推察されるが、詳細は
不明なので今後の検討課題としたい。
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図 3.4.3 1000ft 未満、及び 600ft 未満の各閾値に
おける月別のブライアスキルスコア（BSS）。検
証期間は、2009 年度 1 年間。検証地域は、飛行
場カテゴリー予想を行っている空港のうち国内
65 空港（静岡空港を除く）。
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図 3.4.6 雲底確率（1000ft 未満）の信頼度曲線。
検証期間は、2009 年度 1 年間。6 つの各地域航空
気象官署に属する空港の事例を地域毎にまとめて
計算している。
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図 3.4.4 1000ft 未満、及び 600ft 未満の各閾値に
おける予報時間毎のブライアスキルスコア
（BSS）。検証期間、検証地域は図 3.4.3 と同じ。
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図 3.4.5 1000ft 未満、及び 600ft 未満の各閾値にお
ける各予報対象時刻別のブライアスキルスコア
（BSS）。検証期間、検証地域は図 3.4.3 と同じ。
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図 3.4.7 雲底確率（1000ft 未満）の各確率を閾値と
して、各閾値以上の確率値を予測ありとして分割表
を作成して計算したスレットスコア。検証期間や検
証地域は、図 3.4.6 と同じ。

図3.4.6は、1000ft未満となる雲底確率の信頼度
曲線である。6つの地域航空気象官署に属する空
港の事例を地域毎にまとめて行ったものである。
北海道の信頼度が最も良く、ほぼ信頼度理想直線
上にある。関東中部、東北、近畿中国四国、九州
で信頼度に顕著な差は見られず、60%以上の予報
現象出現確率では実況の出現相対頻度よりも過
大である。沖縄では高確率の事例が少ないために

（4）最後に
飛行場カテゴリー予想を行っている空港での
TSを比較することにより、雲底確率ガイダンスに
おいて20～25％以上の確率値が出力された場合
に予報ありとすると、雲ガイダンスと同等程度の
精度を得ることが確認できた。雲底確率ガイダン
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スは、2010年11月頃までにはルーチン化される予
定なので、各官署におけるガイダンスの結果は統
合ビューワなどでご覧頂きたい。
最後に、① 確率型ガイダンスを使用する有意
点、② 雲ガイダンスに対して雲底確率ガイダン
スに期待される役割、そして③ 利用上の留意点
について簡単に述べる。
① 確率型ガイダンスでは、ある閾値以上の確率
が予測される場合に予測あり等とすることに
よって、自らの官署の利用目的に合うように、
予め空振り率や捕捉率などの統計的スコアを
設定した上での利用が可能である。
② ニューラルネットワークによる逐次学習を
行っている雲ガイダンスでは、梅雨期の初めな
どで後追い的な予測をする傾向があることが
知られている（松澤ほか 2008）。一方で、逐次
学習を行っていない雲底確率ガイダンスでは、
直近の実況に影響されない予測が可能である。
その意味で、雲ガイダンスと相補う関係が期待
できる。
③ 一括学習ガイダンスでは、モデルが改良され
て、説明変数で用いている予測要素の特性に大
きな変化が生じた場合、データが蓄積され、再
び学習を行うまでの一定期間、統計的に整合性
のない係数を用いて予測せざるを得ない。

今までは無降水（霧・もや）の予測は湿度のみで
行っていたが、これは高湿度時に霧・もやの発生の
可能性が高くなると考えていたためである。しかし、
下に示す調査の結果、MSM の湿度が高くても雲水
量が予測されている場合とされていない場合では、
霧・もやの発生頻度が大きく異なることがわかった。
図 3.4.8 に、MSM の地上湿度が 90%以上と予測さ
れた場合における視程観測の頻度分布を、雲水量が
予測されなかった場合と 0.01g/Kg 以上予測された
場合に分けて示した。視程ガイダンスを作成してい
る全 89 空港で、無降水時に限った場合の調査結果
である。両者の頻度には大きな違いがあり、雲水量
の利用が霧・もやの予測に有効なことが確認できる。
この他、今回の改良では以下の変更も行っており、
精度向上への寄与が大きかったものから順に示す。
・ 雨と雪の予測式の係数最適化において、旧ガイダ
ンスでは視程を落とさない弱い降水時の観測も
利用していたが、これが悪視程の頻度を少なくす
る原因となっていた。今回の変更により、弱い降
水で視程が 10km 以上の観測は係数最適化に利
用しないようにした。
・ 旧ガイダンスはカルマンフィルターの係数最適
化パラメタ（システム誤差分散）を全空港で同じ
値を用いていたが、新ガイダンスでは各空港で最
適になるように調整した。
・ 天気ガイダンスがみぞれの場合は、旧ガイダンス
は雨の予測式を使っていたが、新ガイダンスでは
雨と雪の予測式を使い、両者の平均とした。
・ 冬型の季節風時、MSM は山越えして流れてくる
弱い降雪を内陸の空港に予測する場合があり、悪
視程を予測して空振りする例が多く見られた。こ
れに対処するために、MSM の 700hPa と 850hPa
の湿度が共に 70%未満の時には、天気ガイダン
ス の 弱 い 雪 （ MSM の 予 測 降 水 量 が 0.04 ～

3.4.2 視程ガイダンスの改良
(1) 改良の概要
平成 22 年 6 月 24 日 00UTC 初期値から視程ガイ
ダンスの改良を行った。ここでは改良の概要につい
て説明し、その後検証結果と利用上の留意点を示す。
視程ガイダンスの仕様については、付録 A.2.9 を参
照願いたいが、このガイダンスの特徴は天気層別化
を採用している点である。つまり、無降水・雨・雪
の 3 つの予測式を持ち、天気ガイダンス
（付録 A.2.4）
によって、どの予測式を採用するかを決めている。
また、各天気の予測式の係数はカルマンフィルター
で日々最適化している。
今回の改良において、最も精度を向上させた変更
は、無降水と雨の予測式の説明変数に MSM の雲水
量を追加したことである。その説明変数としては、
MSM モデル面第 2-6 層（地上高約 20-288m）の雲
水量の総和（以下 QC）の平方根を用いている。こ
れにより、各天気の予測式の説明変数は以下となる。
・ 無降水：(1-RH)0.5、QC0.5
・ 雨：RR0.5、(1-RH)0.5、QC0.5
・ 雪：RR0.5、(1-RH)0.5、T*VV（T>0 はゼロと
する）
RH：地上相対湿度、RR：降水量、T：地上気
温、VV：地上風速

図 3.4.8 MSM の地上相対湿度（RH）が 90%以上の場
合における視程観測（VIS）の頻度分布。左が雲水量
（QC）が予測されていない場合、右が 0.01g/Kg 以上
予測された場合。国内 89 空港で、2009 年の 1 年間に
おいて計算した。
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はどの天気においても 1 に近づくが、無降水では依
然 1 未満であり、霧・もやの予測頻度は実況より少
ないことがわかる。

0.4mm/h）を無降水とした2。
・ 黄砂と塵による悪視程は、現在関連した説明変数
がなく、この観測を係数の最適化に利用すると乾
燥時にも悪視程を予測する悪影響が出るため、利
用しないようにした。

(2) 統計検証
図 3.4.9 に、新旧ガイダンスのスレットスコア
（TS）、バイアススコア（BI）、捕捉率（適中数／悪
視程実況数）
、空振り率（空振り数／悪視程予測数）
を示す。前 3 時間最小視程が各閾値未満となるか否
かの予測を、全 89 空港、2008-2009 年の 2 年間で
統計検証している。図からどの閾値においても TS
が上昇し、精度の向上がみられる。BI をみると、旧
ガイダンスでは 1 未満で、悪視程の予測頻度が実況
に比べて少ないが、新ガイダンスは 1 に近づき、悪
視程の予測頻度が実況と同程度になる。
これにより、
捕捉率と空振り率が上昇するが、空振り率の上昇は
わずかである。
図 3.4.10 は各天気における検証結果である。天気
ガイダンスの外れによる影響を除くために、天気ガ
イダンスが適中した場合にのみ検証している。図か
ら無降水の精度向上が大きく、特に 800m 閾値の TS
が約 2 倍になっていることがわかる。これは主に
MSM の雲水量を説明変数に加えたことによる効果
である。雨および雪の TS も向上しているが、無降
水に比べると小さい。BI をみると、新ガイダンスで

図 3.4.10
じ。

天気ごとの TS と BI。その他は図 3.4.9 に同

図 3.4.9 前 3 時間最小視程が各閾値(5000,3200,1600,800
m)未満となるか否かのスレットスコア(TS)、バイアススコ
ア(BI)、捕捉率(POD)、空振り率(FAR)。ガイダンスを作成
している全 89 空港、2008-2009 年の 2 年間で検証した。
図 3.4.11 新ガイダンスと旧ガイダンスのスレットス
コアの差。プラス（赤）が改善を示す。上が前 3 時
間最小視程が 5000m 未満、下が 1600m 未満の差。

2

これは視程ガイダンスではなく、航空用天気ガイダンス
の変更であるが、視程ガイダンスに係る事項であり、ここ
に記述した。
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図 3.4.11 は各空港における、新旧ガイダンスの
TS の差である。精度が向上している空港ほど赤色
が濃い。5000m 閾値では大半の空港で向上している
ことがわかる。1600m 閾値では、1600m 未満の実
況が多い北・東日本と日本海側で向上率が大きく、
西日本太平洋側と沖縄では小さい。
月別・対象時刻別・FT 別検証の結果をみても全
て精度が上昇し、悪視程の予測頻度が多くなってい
る。また、霧の予測精度の向上に伴って、霧の発生
しやすい暖候期の夜間において 1600m 閾値の TS の
上昇率が高い（図略）。

なっている。新千歳空港では青色が濃く、QC の係
数が大きいことがわかる。しかし、内陸や沖縄など
では係数が小さい空港があり、このような空港では、
仮に QC が予測されても大きく視程が下がる予測に
はなりにくい。係数が小さくなる原因としては、霧

(3) 事例検証
雲水量を説明変数に追加することによって、大き
な精度向上をもたらした例を示す。
図 3.4.12 は 2010
年 5 月 20 日 03UTC 初期値の新千歳空港の例で、
FT ごとの新旧ガイダンスの予測と実況を示してい
る。実況では雨が弱まった後しだいに霧が発生し朝
方には 1000m 未満の視程となったが、旧ガイダン
スでは視程 4400m 以下を予測していない。一方、
新ガイダンスでは、実況と同じ FT=12 から視程
2000m 未満を予測している。ただし、解消は実況に
比べて 2 時間ほど早い。図 3.4.13 に新旧ガイダンス
予測に対する各説明変数の寄与量（各説明変数の値
×係数）を示した。旧ガイダンスでは、FT=13-19
において MSM の地上湿度が高く（図では青色で示
した FRH=(1-RH)0.5 が低く）、5000m 程度の予測（緑
色）となっている。新ガイダンスでは、加えて雲水
量 QC の予測（水色）により、さらに視程を下げ、
2000m 未満の予測となっている。
新千歳空港で QC が予測されて視程を下げる予測
となったのは、QC の係数が比較的大きいことによ
る。係数は日々更新されるが、図 3.4.14 に 2010 年
5 月 20 日時点での各空港の QC の係数を示した。
QC が予測されると視程が下がるので、係数は負に

図 3.4.13 第 3.4.12 図の新旧ガイダンス予測に対する各
説明変数の寄与量（無降水の予測式のもの）。Const が
切片、FRH が(1-RH)0.5 の寄与量、QC が QC0.5 の寄与量、
VisK がこれら寄与量を足し合わせたガイダンス予測で
ある。視程ガイダンス（VisB）は VisK を頻度バイアス
補正したもの。

図 3.4.14 各空港の雲水量 QC の係数。2010 年 5 月 20
日 00UTC 時点での、無降水・対象時刻 00UTC の予
測式の値。

図 3.4.12 2010 年 5 月 20 日 03UTC 初期値、新千歳空
港における、新・旧視程ガイダンスの予測と実況
（FT=25、21 日 04UTC まで）。
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の出現率が低く統計的な予測が難しいこと、MSM
の QC の予測精度が低いことの二つが考えられる。
沖縄の空港では、前者の理由により係数が小さくな
っていると考えられる。内陸の空港では、別の調査
より QC の予測精度が低いことがわかっており3、こ
れが原因と考えている。なお、係数は日々変化して
おり、気象庁内ではその変化をガイダンスホームペ
ージで公開しているので、適宜参照願いたい。

(4) 利用上の留意点
MSM の雲水量を説明変数に利用することによっ
て、霧の頻度が多い空港では、悪視程の予測が増え
霧の予測精度が大きく向上した。ただし、霧の出現
率の低い空港では依然予測精度が低いこと、霧の予
測頻度は実況に比べて少ないことに留意願いたい。
新ガイダンスにおいても、夜間に観測が行われて
いない空港では、昼の予測式を利用して夜間の予測
を行う。この場合、夜の実況で予測式が最適化され
ていないため、誤差が大きくなっている可能性があ
る。雲ガイダンス（付録 A.2.9）は飛行場自動実況
通報 METAR AUTO を利用して夜間の実況で係数
を最適化しているので、雲ガイダンスの予測も参考
にして頂きたい。
参考文献
豊田秀樹, 1996: 情報量規準. 非線形多変量解析.
朝倉書店, 174pp.
松澤直也,藤枝鋼,高田伸一,古市豊, 2008: 航空気象
予報ガイダンスの検証. 平成20年度数値予報研
修テキスト, 気象庁予報部, 82-90.
International Civil Aviation Organization，2007:
Meteorolocical Service for International Air
Navigation, Annex3 to the Convention on
International Civil Aviation，APP5-1-APP5-8.

3

これは、内陸の空港で出現しやすい放射霧の予測が難し
いことに起因していると考えている。
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ࡁࡃୖᅇࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋVWSࢆୖᅇࡿࡓࡵࡣࠊ

1
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KHᏳᐃࡼࡿẼὶࢆVWSྠᵝண ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊVWS࡛ࡣண ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸Ẽὶࡶண ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ᣦᩘ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᩘ್ணሗࣔࢹ࡛ࣝ⟬ฟࡉࢀࡓὶ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㸦TKE㸧ࢆ┤᥋ⓗ⏝ࡍࡿࡇࡣࠊᚑ᮶ࡽᮇᚅ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓẼὶண ᡭἲ࡛࠶ࡿ㸦ᑿᓮ 1996㸧ࠋ
TKEࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊཎ⌮ⓗࡣKHᏳᐃ㝈ࡽ
ࡎᵝࠎ࡞せᅉࡼࡿẼὶࡀண ྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓ
ࣔࢹࣝࡢィ⟬⤖ᯝࢆ┤᥋ⓗ⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺Ⅼ࡛
ࡶⅬࡀ࠶ࡿࠋᐇࠊKnox et al.㸦2008㸧ࡢࡼ࠺
TKEࢆ⏝࠸࡚⢭ᗘࡢ㧗࠸ணሗࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺
◊✲ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢMSMᑟධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᨵⰋMellor-Yamadaࣞ࣋ࣝ3ࢫ࣮࣒࢟㸦ཎ
2008㸧࡛⟬ฟࡉࢀࡓTKE࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୍㒊ࡢࢆ
㝖࠸࡚ࡣẼὶࡢᑐᛂࡣᝏࡃࠊVWSẚ㍑ࡋࡓண
ሗ⢭ᗘࡶᝏ࠸㸦ᅗ␎㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⌧Ⅼ࡛TKEࢆ
Ẽὶண ⏝ࡍࡿࡇࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⡿ᅜ࡛ࡣࠊGTG㸦Graphical Turbulence Guidance,
Sharman et al. 2006㸧ࡤࢀࡿࠊ」ᩘࡢẼὶᣦ
ᩘࢆ㔜ࡳࡁᖹᆒ࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡓᣦᩘࡀ㛤Ⓨࡉࢀࠊ
2003ᖺ3᭶ࡽ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2 ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᒣ⏣
㸦2008㸧ࡀCATࠊ㢼ୗᒣᓅἼࠊ✚㞼㛵ࡍࡿᣦᩘ
ࢆỴᐃᮌ3࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡼࡾẼὶ☜⋡ࡢ
ண ್ࢆ⟬ฟࡋࠊಶࠎࡢᣦᩘẚ࡚ྠ⛬ᗘࡢண
⢭ᗘࢆᣢࡘࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ」ᩘࡢᣦᩘࢆ⤫ィฎ
⌮࡛⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝ࡍࡿࡇࡣࠊẼὶࡀᵝࠎ࡞
せᅉ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡇࡸࠊᵝࠎ࡞ண ᣦᩘࡀᥦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇࡽ⮬↛࡞ࢹ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ
⡿ᅜ࡛ࡢ᳨ド࡛ࡣࠊGTGࡢணሗ⢭ᗘࡣGTG⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢᣦᩘẚ࡚㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᣦᩘ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGTG
ࡣ࠾ࡑࡽࡃ⌧Ⅼ࡛᭱ࡶඃࢀࡓண ᡭἲ࡛࠶ࡿᛮ
ࢃࢀࡿࡀࠊ⌧⾜ࡢGTG࡛ࡣୖ࣭୰ᒙࡢCATࡢࡳࢆᑐ
㇟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࠸ࡿᣦᩘ㛫ࡢ┦
㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡞ࠊࡲࡔ༑ศ࡞Ⅼࡶከ࠸ࠋGTG࡛
ࡣᚋࠊᒣᓅἼక࠺Ẽὶࡸࠊ✚㞼ࡼࡾⓎ⏕
ࡋࡓෆ㒊㔜ຊἼక࠺ẼὶࠊୗᒙࡢẼὶࢆண
ࡍࡿᣦᩘࡀᑟධࡉࢀࡿィ⏬࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪂ࡋ࠸Ẽὶᣦᩘ㸦௨ୗ
࡛ ࡣ ࡇ ࢀ ࢆ TBindex  ᭩ ࡃ 㸧 ࡢ 㛤 Ⓨ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ
TBindexࡣࠊGTGࡸᒣ⏣㸦2008㸧ྠᵝ」ᩘࡢᣦ
」ᩘࡢᣦᩘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࠸࠺ࢹ⮬యࡣ
GTG ௨๓ࡶ Dutton㸦1980㸧ࡸ Clark et al.㸦1975㸧➼
࡛᪤⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊGTG ࡀึࡵ࡚࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊGTG ࡛ࡣࠊ㏆ᖺ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㇏ᐩ࡞ᐇἣ
ࢹ࣮ࢱࢆࣜࣝࢱ࣒࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ␗࡞ࡿࠋ
3 Ỵᐃᮌࡣࠊணሗ⌧ᴗ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ
ࡼ࠺ࠊㄝ᫂ኚᩘࡢ್ࡼࡿ」ᩘࡢ᮲௳ศᒱࡼࡾࠊ⌧㇟
ࡢ࠶ࡾ㸭࡞ࡋ➼ࢆศ㢮ࡍࡿ᮲௳ࢆᮌᵓ㐀࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡽỴᐃᮌࢆ⮬ືసᡂࡍࡿࡓࡵࡢከࡃ
ࡢᡭἲࡀᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2

ᩘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋᣦᩘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
ࡇࡼࡾࠊ
⢭ᗘࡢ㧗࠸ண ࡀྍ⬟࡞ࡿࡶࠊ
ᵝࠎ࡞せᅉ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿẼὶࢆ⥲ྜⓗண ࡛ࡁࡿ
ᣦᩘ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᣦᩘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
᪉ἲࡋ࡚ࠊGTG࡛ࡣ㔜ࡳࡁᖹᆒࡀࠊᒣ⏣㸦2008㸧
࡛ࡣỴᐃᮌࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊTBindex࡛ࡣࣟࢪ
ࢫࢸࢵࢡᅇᖐࢆ⏝࠸ࡿࡇࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊẼ
ὶࡢᐇἣࡀ࠶ࡾ㸭࡞ࡋࡢ2್ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡾࣟࢪࢫࢸ
ࢵࢡᅇᖐ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊSharman et al.
(2006)࡛ࡣ㔜ࡳࡁᖹᆒࡢࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇ
ᖐࠊࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺࠊỴᐃᮌࡀヨࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ
⩦ࢹ࣮ࢱࡀ༑ศከ࠸ሙྜࡣࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐ
ࡼࡿணሗ⢭ᗘࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
GTG࡛ࡣẼὶࡢᐇἣࢹ࣮ࢱࢆࣜࣝࢱ࣒࡛ྲྀ
ࡾ㎸ࢇ࡛㔜ࡳಀᩘࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊTBindex࡛ࡣ
ಀᩘࢆᅛᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊࡢᣦᩘࡀࢀࡃࡽ
࠸TBindexᐤࡋ࡚࠸ࡿࡢศࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊ
⌧ᴗ࡛⏝ࡋࡸࡍ࠸⪃࠼ࡿࠋ
TBindexࡣࠊCAT㝈ࡽࡎ࡚ࡢẼὶࢆண ࡢ
ᑐ㇟ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣKHᏳᐃ
௨እࡼࡿẼὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࡶㄝ᫂ኚᩘຍ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿẼὶ
ᣦᩘࡢከࡃࡀKHᏳᐃࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᩘ࡛࠶ࡾࠊ
࠼ࡤᒣᓅἼࡸᑐὶ㞼୰ࡢẼὶࡢண 㐺ࡋࡓᣦ
ᩘࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢᣦᩘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊKHᏳᐃ௨እ
ࡢせᅉࡼࡿẼὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࢆ᪂つ㛤Ⓨࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪂つᣦᩘVWSࡸࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥᩘ➼
ࡢ᪤Ꮡࡢᣦᩘࢆຍ࠼ࡓㄝ᫂ኚᩘࡢೃ⿵ࡢ୰ࡽࠊ᭱
㐺࡞ㄝ᫂ኚᩘࢆ㑅ᢥࡋࠊࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐࡼࡾ
ண ᘧࢆసᡂࡋࡓࠋ
TBindex࡛ࡣୖᒙࡽୗᒙࡲ࡛࡚ࡢ㧗ᗘࢆண
ࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋ⌧⾜ࡢGTG࡛ࡣCATࢆண ࡢᑐ㇟
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊୖ࣭୰ᒙ࡛ࡢẼὶࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊTBindex࡛ࡣCAT௨እࡢẼὶࡶண ࡢᑐ㇟
ࡍࡿࡓࡵࠊ㧗ᗘࢃࡓࡗ࡚ண ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ
⬟࡞ࡿࠋẼὶࡢⓎ⏕せᅉࡣ㧗ᗘࡼࡗ࡚ኚࢃࡿ
ࡓࡵࠊண ᘧࡣᅜෆ⯟✵ᝏኳGPVྠࡌ㖄┤2000ft
㛫㝸࡛ᒙูࡍࡿࠋ
⤫ィ᳨ドࡢ⤖ᯝࠊTBindexࡣVWSࢆ᭷ពୖᅇࡿ
ண ⢭ᗘࢆᣢࡘࡇࡀ☜ࡵࡽࢀࡓࠋTBindexࡣ
2010ᖺ2᭶ᩘ್ணሗ࣮ࣝࢳ࡛ࣥࡢసᡂࢆ㛤ጞࡋࠊ
2010ᖺ6᭶ࡣಀᩘࡢኚ᭦ࡼࡿᨵⰋࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣኚ᭦ᚋࡢTBindexࡘ࠸࡚ࠊసᡂ᪉ἲࡸ
᳨ド⤖ᯝ➼ࢆ㏙ࡿࠋࡲࡎ➨3.5.2㡯࡛ࡣࠊ᪂つ㛤
Ⓨࡋࡓᣦᩘࢆ୰ᚰTBindex࡛⏝ࡍࡿㄝ᫂ኚᩘ
ࡘ࠸࡚㏙ࠊ➨3.5.3㡯ࡽ➨3.5.5㡯࡛ࡣලయⓗ࡞⟬
ฟ᪉ἲࢆ㏙ࡿࠋ➨3.5.6㡯࡛⤫ィ᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊ
➨3.5.7㡯࡛ࡣண ࢆ♧ࡍࠋ
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㻟㻚㻡㻚㻞㻌 㼀㻮㼕㼚㼐㼑㼤䛷⏝䛩䜛ㄝ᫂ኚᩘ䛾ೃ⿵㻌
๓㡯࡛ࡶ㏙ࡓ࠾ࡾࠊẼὶࡣKHᏳᐃ௨እ
࡛ࡶᵝࠎ࡞せᅉࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡲ
࡛ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿẼὶᣦᩘࡢከࡃࡀKHᏳᐃ
ࡼࡿCATࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢᣦ
ᩘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡔࡅ࡛ࡣ࡚ࡢẼὶࢆᑐ㇟ࡋࡓ
ᣦᩘࡣసᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊKHᏳᐃ௨እ
ࡼࡿẼὶࢆᑐ㇟ࡋࡓண ᣦᩘࢆ᪂つ㛤Ⓨࡋ
ࡓࠋ᪂つసᡂࡋࡓᣦᩘࡣࠊᩳ᪉࢘ࣥࢻࢩ࣮
㸦SWS㸧ࠊ㢼ୗᒣᓅἼᣦᩘ㸦MTW1㸧ࠊ㖄┤ఏᦙᒣᓅ
Ἴᣦᩘ㸦MTW2㸧ࠊ୰ᒙ㞼ᗏẼὶᣦᩘ㸦BASETB㸧ࠊ
ࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻᣦᩘ㸦TRAV㸧ࠊᑐὶ㞼୰Ẽ
ὶᣦᩘ㸦CONV㸧ࡢ6ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕSWSࡣKH
ᏳᐃࡼࡿẼὶࢆண ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᩘ࡛ࠊࡑࡢ
ࡢ5ࡘࡢᣦᩘࡣKHᏳᐃ௨እࡢẼὶࢆᑐ㇟
ࡋࡓᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ᪂つ㛤Ⓨࡋࡓᣦᩘࢆ୰
ᚰࠊTBindex࡛⏝ࡍࡿㄝ᫂ኚᩘࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᪂つ㛤Ⓨࡋࡓᣦᩘࡣ࠸ࡎࢀࡶ⡆౽సᡂࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ⓗぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ྛᣦᩘࡢ᭷ຠᛶࡣࠊᅇᖐಀᩘࡢࡁࡉ㸦᳨ᐃ⤫ィ㔞
ࡢࡁࡉ㸧ࠊࡇࢀࡽࡢᣦᩘࡽ࡞ࡿTBindexࡢண
ሗ⢭ᗘࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿࠋ
(1) ᩳ᪉࢘ࣥࢻࢩ࣮㸦SWS㸧
VWSࡀ㖄┤᪉ྥࡢ࢘ࣥࢻࢩ࣮ࠊHWSࡀỈᖹ
᪉ྥࡢ࢘ࣥࢻࢩ࣮࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊSWSࡣᩳ
ࡵ᪉ྥィ⟬ࡋࡓ࢘ࣥࢻࢩ࣮࡛࠶ࡿࠋSWSࡢᐃ
⩏ࢆᅗ3.5.1࡛♧ࡋࡓ㢼࣋ࢡࢺࣝ㧗ᗘࢆ⏝࠸࡚᭩
ࡃḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
 ൌ
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ࡓࡔࡋࠊ࠶ࡿ᱁ᏊⅬᑐࡋ࡚ᩳࡵ᪉ྥࡢࢩ࣮ࡢྲྀ
ࡾ᪉ࡣ」ᩘᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ㡬Ⅼࢆ୰ᚰࡋ
ࡓᮾす࣭༡᪉ྥ࡛ࡢ4ࡘࡢ್ࡢᖹᆒ್ࡍࡿࠋSWS
ࡢ್ࡣࠊỈᖹ᪉ྥ㖄┤᪉ྥࡢ㛫㝸ࡢྲྀࡾ᪉ࡼࡗ
࡚ኚࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣỈᖹ㛫㝸ࡣ80kmࡋࠊ㖄┤
㛫㝸ࡣᅜෆ⯟✵ᝏኳGPV࡛ࡢVWSࡢ⟬ฟ᪉ἲྠ

ᅗ 3.5.1 SWS ࢆィ⟬ࡍࡿሙྜࡢᶍᘧᅗࠋv ࡣࡑࢀࡒࢀ
ࡢ᱁ᏊⅬ࡛ࡢ㢼࣋ࢡࢺࣝࠊz ࡣ㧗ᗘࠊx ࡣỈᖹᗙᶆࢆ
⾲ࡍࠋ

ྍ⬟ᛶࢆ⾲⌧ࡋࡓᣦᩘ࡛࠶ࡾࠊୖୗࡢὶࢀࡎࢀࡀ
⏕ࡌࡓሙྜࡢVWSࡢࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ3.5.2SWSࡢண ⢭ᗘࢆ♧ࡍࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ
2008 ᖺ 1 ᭶  ࡽ 2009 ᖺ 12 ᭶ ࡲ ࡛ ࡢ 2 ᖺ 㛫 ࡛ ࠊ
C-PIREP㸦Common-PIREPࠊᯘ 2001㸧࡛㏻ሗࡉ
ࢀࡓ୪㸦MOD㸧௨ୖࡢẼὶࢆᐇἣ࠶ࡾࡋ᳨࡚ド
ࡋࡓࠋẚ㍑ࡢࡓࡵྠࡌ᮲௳࡛ࡢVWSࠊEllrodࡢᣦ
ᩘ㸦TI1, TI2㸧ࠊDuttonࡢᣦᩘ㸦DI㸧ࠊHWSࡢ᳨ド
⤖ᯝࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ࡛ࡣྛᣦᩘࡢ㜈್ࢆᵝࠎኚ
࠼࡚ணሗࡋࡓሙྜࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋᶓ㍈ࡣ
య✚⋡㸦Volume Rate㸧࡛ࠊ࡚ࡢ㏻ሗᑐࡍࡿࠊ
㜈್௨ୖࡢ㡿ᇦࡽሗࡌࡽࢀࡓ㏻ሗࡢྜࢆ♧ࡍࠋ
⦪㍈ࡣᤕᤊ⋡㸦Hit Rate㸧࡛ࠊ࡚ࡢᐇἣ࠶ࡾࡢ㏻
ሗᑐࡍࡿࠊ㜈್௨ୖࡢ㡿ᇦࡽሗࡌࡽࢀࡓᐇἣ࠶
ࡾࡢ㏻ሗࡢྜࢆ♧ࡍࠋయ✚⋡ᤕᤊ⋡ࢆ㘓B3.1
ࡢศ⾲ࢆ⏝࠸࡚᭩ࡃḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ᅗ 3.5.2 MOD ௨ୖࡢẼὶᑐࡍࡿࠊSWS ࠾ࡼࡧ᪤
Ꮡࡢせ࡞ᣦᩘࡢࠊ㜈್ูࡢᤕᤊ⋡㸦Hit Rate㸧
య✚⋡㸦Volume Rate㸧ࠋணሗ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ FT=4
ࡽ FT=15 ࡲ࡛ࠊ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࡣ㧗ᗘ࡛ࡢศ⾲
್ࢆ࡚㊊ࡋྜࢃࡏ࡚ࢫࢥࢆ⟬ฟࡋ࡚࠶ࡿࠋ

  ൌ
  ൌ

 
      


  

య✚⋡ࡀ➼ࡋ࠸ணሗࢆẚࡓሙྜࡣᤕᤊ⋡ࡀࡁ
࠸Ⰻ࠸ணሗ࡛࠶ࡾࠊᤕᤊ⋡ࡀ➼ࡋ࠸ணሗࢆẚ
ࡓሙྜࡣయ✚⋡ࡀᑠࡉ࠸Ⰻ࠸ணሗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᅗ࡛ࡣᕥୖ࠶ࡿணሗ⢭ᗘࡀ㧗࠸ゝ࠼ࡿࠋ
SWSࡣᩳࡵ᪉ྥ࢘ࣥࢻࢩ࣮ࢆィ⟬ࡋࡓࡔࡅ
ࡢࢩࣥࣉࣝ࡞ᣦᩘ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊVWSࡸࡑࡢ
ࡢᣦᩘࢆᴫࡡୖᅇࡿணሗ⢭ᗘࡀ࠶ࡿࠋ

ࡌୖୗ1000ftࡍࡿࠋ
SWSࡢᐃ⩏ᘧࡢ࣏ࣥࢺࡣࠊศᏊࡣᩳࡵ᪉ྥࡢ㢼
࣋ࢡࢺࣝᕪ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊศẕࡣ㖄┤᪉ྥࡢ㧗
ᗘᕪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࢩ
࣮ࢆィ⟬ࡍࡿࡇ≀⌮ⓗ࡞ពࡣ࡞࠸ࡀࠊ௨ୗࡢ
⌮⏤ࡽᩘ್ணሗࣔࢹࣝࢆ⏝ࡍࡿ࠸࠺ほⅬ࡛ࡣ
ពࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
KHᏳᐃక࠺Ẽὶࡣࠊ㢼ࡢࢩ࣮ࢆ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮※ࡋ࡚⏕ᡂࡉࢀࡿࠋ㏻ᖖࡢẼ࡛ࡣࠊHWS
ࡣVWSẚ࡚ᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ⣧⢋࡞HWS
ࡼࡗ࡚⯟✵ᶵᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡁ
࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆࡶࡗࡓKHἼࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡣ⪃࠼
ࡃ࠸ࠋᐇ㝿ࠊHWSࡼࡿẼὶணሗࡢ⢭ᗘࡣࠊ
VWSẚࡿ㠀ᖖᝏ࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᩘ್ண
ሗࣔࢹࣝୖ࡛HWSࡀࡁࡃ࡚VWSࡀᑠࡉ࠸㸦ゝ
ࡗ࡚ࡶVWSࡢࢫࢣ࣮ࣝẚࡿHWSࡣᴟࡵ࡚ᑠ
ࡉ࠸㸧㡿ᇦ࡛ẼὶࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ
ࡣࠊ⣧⢋࡞HWSࡼࡗ࡚ẼὶࡀⓎ⏕ࡋࡓゎ㔘
ࡍࡿࡼࡾࡣࠊHWSࡀࡁ࠸㡿ᇦ࡛ᒁᡤⓗVWSࡀ
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ẼὶࡀⓎ⏕ࡋࡓゎ㔘ࡍࡿ᪉ࡀ⮬↛
࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊHWSࡀࡁࡃ࡚
VWSࡀᑠࡉ࠸ሙྜࠊఱࡽࡢࡁࡗࡅ࡛ୖୗࡢὶ
ࢀỈᖹ᪉ྥࡢࡎࢀࡀ⏕ࡌࡿࠊࡁ࡞HWSࡣࡁ
࡞VWSኚࡉࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊHWS
ࡀࡁࡃVWSࡀᑠࡉ࠸࠸࠺Ẽࡢ≧ែࡣࠊHWS
ࡀᑠࡉࡃVWSࡶᑠࡉ࠸ሙྜẚ࡚VWSࡀᒁᡤⓗ
ࡁࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊẼὶࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟
ᛶࡶ㧗࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋSWSࡣVWSࡀࡁࡃ࡞ࡿ

(2) 㢼ୗᒣᓅἼᣦᩘ㸦MTW1㸧
㢼ୗఏᦙࡋࡓᒣᓅἼక࠺Ẽὶࡣࠊᒣ㡬
㏆ࡢᏳᐃᒙୗ࡛ᡂᒙ≧ែࡀ୰❧㏆࠸ሙྜࠊ࣮ࣟ
ࢱ࣮ࡸ࢞ࢫࢺకࡗ࡚Ᏻᐃᒙୗ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿẼὶ
㸦Lower Turbulent Zone 㸦LTZ㸧㸧㸦Lester and
Fingerhut 1974㸧ࠊᒣᓅἼࡢἼࡼࡗ࡚ᒣ㡬㏆
ࡢᏳᐃᒙෆ࡛KHᏳᐃࡀᙉࡲࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿẼὶ
㸦Scorer 1978㸧ࡢ2ࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕᚋ
⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊKHᏳᐃࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᩘࡼࡗ
࡚࠶ࡿ⛬ᗘ⾲⌧ࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣLTZࢆ
ண ࡍࡿᣦᩘࢆMTW1ࡍࡿࠋLTZࢆண ࡍࡿୖ࡛
ࡣ௨ୗࡢⅬࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
࣭ᒣᓅἼࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵࠊᒣ⬦┤ࡍࡿᒣ㡬
㏆ࡢ㢼ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ࡇ
࣭ᆅ⾲㠃ࡽᒣ㡬㏆ࡢᏳᐃᒙࡢ㛫ࡀ୰❧㏆࠸ᡂ
ᒙ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ
࣭୰❧㏆࠸ᡂᒙ୰࡛㢼㏿ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ࡇ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢᡭ㡰࡛MTW1ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ
ձࡲࡎࠊᆅ⾲㠃ࡽ᭱ึࡢᏳᐃᒙࡲ࡛ࡢ㛫࡛┦ᙜ
ഴᗘࡀ3K/km௨ୗ࡛ࠊ㢼㏿ࡀ20kt௨ୖ࡛࠶ࡿ᱁
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Ẽὶࡀ⏕ࡌࡿ㸦ᕤ⸨ 2009b㸧ࠋ୰ᒙ㞼ᗏ࡛ࡢẼ
ὶࢆண ࡍࡿୖ࡛ࡣ௨ୗࡢⅬࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
࣭ᆅୖ㐩ࡋ࡞࠸ᅛయ㝆Ỉࡀ༑ศ࠶ࡿࡇ
࣭㞼ᗏୗࡀ༑ศ⇱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࣭ᅛయ㝆Ỉࡀ᪼⳹ࡍࡿࡇ࡛㞼ᗏୗ⤯ᑐᏳᐃᒙ
ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ
≉㞼ᗏୗࡀ⤯ᑐᏳᐃ࡞ࡿྰࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
⤯ᑐᏳᐃ࡞ᡂᒙࡀᙧᡂࡉࢀࡓሙྜ୰ᒙ㞼ᗏẼ
ὶࡣⓎ⏕ࡋ࠺ࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢᡭ㡰࡛
BASETBࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ

ᏊⅬࢆ᥈ࡍࠋ
ղḟࠊࡑࡢ᱁ᏊⅬࢆࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬࡋ࡚࡛᭱4
㛫ศࡢᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊձࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓ
ࡍ㡿ᇦእฟࡿࡇ࡞ࡋᒣᓅ฿㐩ࡋࡓሙྜࠊ
฿㐩Ⅼ࡛ࡢᆅ⾲㠃㧗ᗘ ୱ ࡢഴࡁ െୱ Τȁୱ ȁ ฿
㐩Ⅼ࡛ࡢᆅ⾲㠃㏆ࡢ㢼㏿ 
ሬԦଵ 㸦m/s㸧ࡢෆ✚ࢆ10
࡛ࡗࡓ್ࢆࠊࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬ࠾ࡅࡿMTW1ࡍ
ࡿࠋᘧ࡛᭩ࡃḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ͳ ൌ

െୱ 
ሬԦଵ
ȉ
ȁୱ ȁ ͳͲ

ձࡲࡎࠊᆅୖ㐩ࡋ࡞࠸ᅛయ㝆Ỉࡢ㔞ࢆぢ✚ࡶࡿࠋ
๓1㛫㝆Ỉ㔞ࡀ0.5mmᮍ‶ࡢ࣒࢝ࣛᑐࡋ࡚ࠊ
᭱ୖᒙࡢ᱁Ꮚࡽୗ᪉ྥࡗ࡚ࠊ㐣㣬࡞᱁Ꮚ4
ࢆ᥈ࡍࠋ㐣㣬࡞᱁Ꮚࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ㐣㣬ศࡢ
ΰྜẚࢆồࡵࠊୗ᪉ྥࡗ࡚ᮍ㣬࡞᱁Ꮚࡀฟ
⌧ࡍࡿࠊẼ ࡀ0Υ௨ୖ࡞ࡿࡲ࡛ΰྜẚࢆ✚
⟬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ղḟࠊᅛయ㝆Ỉࡢ᪼⳹ࡼࡿ㞼ᗏୗ࡛ࡢẼ ࡢప
ୗ㔞ࢆồࡵࡿࠋ㐣㣬࡞᱁Ꮚࡢୗ᪉┦ᑐ‵ᗘRh
㸦㸣㸧࡛ᮍ㣬࡞᱁Ꮚࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊሺͳͲͲ  ሻΤʹ
ࢆୖ㝈ࡋ࡚ձ࡛✚⟬ࡉࢀࡓΰྜẚࢆࡑࡢ᱁ᏊⅬ
ศ㓄ࡋࠊṧࡗࡓΰྜẚࡀ0࡞ࡿࠊ㐣㣬࡞
᱁Ꮚ฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ୗ᪉ࡢ᱁Ꮚΰྜẚࢆศ㓄ࡍ
ࡿࠋศ㓄ࡉࢀࡓΰྜẚࡽࠊο ൌ  ൈ  ୫ Τ୮ ࡼ
ࡾࡑࡢ᱁Ꮚ࡛ࡢẼ ࡢపୗ㔞 ο ࢆồࡵࡿࠋࡇࡇ
࡛ࠊ ࡣịࡢ᪼⳹₯⇕ࠊ ୫ ࡣศ㓄ࡉࢀࡓΰྜẚࠊ
୮ ࡣᐃᅽẚ⇕࡛࠶ࡿࠋ
ճ⥆࠸࡚ࠊ෭༷ᚋࡢẼ ࠊ୍ᒙୗࡢ㧗ᗘ࡛ࡢ෭༷
๓ࡢẼ ࡽẼ ῶ⋡ Ȟ㸦K/m㸧ࢆồࡵࡿࠋࡇࡢ
Ȟ ࡀ⇱᩿⇕ῶ⋡Ȟୢ 㸦K/m㸧ࡼࡾࡶࡁ࠸ሙྜࠊ
 ൌ ൫ሺȞ െ Ȟୢ ሻ ൈ ͳͲͲͲǡ ͳǤͲ൯ ࡍࡿࠋ

 ࡓࡔࡋMTW1ࡀ1.5௨ୗࡢሙྜࠊࡍ࡞ࢃࡕᒣ⬦
┤ࡍࡿ㢼ࡀᙅ࠸ሙྜࡣᒣᓅἼࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡶ
ࡢࡋࠊMTW1=0ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᱁ᏊⅬ࡛MTW1
ࢆ⟬ฟࡋࡓᚋ࿘ᅖࡢ᱁ᏊⅬ࡛ᖹࡍࡿࠋ
(3) 㖄┤ఏᦙᒣᓅἼᣦᩘ㸦MTW2㸧
㖄┤᪉ྥఏᦙࡋࡓᒣᓅἼࡣࠊ⮫⏺㧗ᗘ㸦ෆ㒊㔜
ຊἼࡢ┦㏿ᗘ࿘ᅖࡢ㢼㏿ࡀ➼ࡋࡃ࡞ࡿ㧗ᗘ㸧ࡸ
ࡑࡢ㏆࡛ࡢ ࡢ㏫㌿ࠊࡲࡓࡣᙉ࠸㏫ࢩ࣮➼
ࡼࡾ○Ἴࡍࡿࡇ࡛ẼὶࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ㸦Gerbier
and Berenger 1961; Shen and Lin 1999; Lane and
Sharman 2008㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕᙉ࠸㏫ࢩ࣮ࡼࡿࡶࡢ
ࡣKHᏳᐃࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᩘࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘ⾲
⌧ࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊMTW2ࡣ⮫⏺㧗ᗘ㏆࡛ࡢᒣ
ᓅἼࡢ○ἼࡼࡿẼὶࢆᑐ㇟ࡍࡿᣦᩘࡍࡿࠋ
ࡲࡎᒣᓅἼࡢⓎ⏕᮲௳ࡋ࡚ࠊᒣ㡬㏆࡛ࡢ㢼㏿
ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ࡇࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㢼㏿
ࡀᙉ࠸ࠊẼὶࡢⓎ⏕⋡ࡸᙉᗘࡶࡁࡃ࡞ࡾࡸ
ࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᒣᓅἼࡢ┦㏿ᗘࡣ0࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊᒣᓅἼࡢ⮫⏺㧗ᗘࡣᒣᓅἼᑐࡍࡿ࿘ᅖࡢ
㢼㏿ࡀ0࡞ࡿ㧗ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ⾲⌧ࡍ
ࡿᣦᩘࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᣦᩘࢆMTW2ࡍࡿࠋ
ࣔࢹࣝୖ࡛ࡢᶆ㧗ࡀ200m௨ୖ࡛࠶ࡿ᱁Ꮚ࠾࠸
࡚ࠊᆅ⾲㠃㏆ࡢ㢼㏿ࡢࡁࡉࢆ ଵ 㸦kt㸧ࠊࡑࡢୖ
᪉ࡢ㧗ᗘz࡛ࡢ㢼㏿ࡢࡁࡉࢆ ଶ 㸦kt㸧ࡍࡿࠋࡇ
ࡢࠊ ଵ  ଶ ࡘ ଵ  ͵Ͳ ࡢሙྜࠊ
ʹ ൌ

BASETBࡢ್᭱ࡣ1.0ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊȞ െ Ȟୢ ࡣ᭱
1.0㸦K/km㸧ࡢไ㝈ࢆタࡅࡓࠋࡇࢀࡣ⌧ᐇࡢẼ୰
࡛ࡣᅛయ㝆Ỉࡣᚎࠎ᪼⳹ࡋ࡞ࡀࡽ⤯ᑐᏳᐃ࡞ᡂ
ᒙࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢᚋࡣẚ㍑ⓗ㏿ࡸᏳᐃࡀゎᾘ
ࡉࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᴟ➃ࡁ࡞Ẽ ῶ⋡ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

ሺଵ െ ଶ ሻ
ͳͲ

(5) ࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻᣦᩘ㸦TRAV㸧
ࢪ࢙ࢵࢺẼὶక࠺㞼ࣂࣥࢻࡢ୰࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࢺࣛ

ࢆ㧗ᗘz࠾ࡅࡿMTW2ࡍࡿࠋࡑࡢࡢሙྜࡣ
MTW2=0 ࡍࡿࠋ᱁ᏊⅬ࡛MTW2ࢆ⟬ฟࡋࡓᚋ
࿘ᅖࡢ᱁ᏊⅬ࡛ᖹࡍࡿࠋMTW2ࡣࠊᒣ㡬㏆
ࡢ㢼㏿ࡀᙉ࠸ࠊࡑࡢୖ᪉࡛ࡢ㢼㏿ࡀ0㏆࠸
್ࡀࡁࡃ࡞ࡿᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ࡢỈẼ㔞㛵ࡍࡿ≀⌮㔞ࡢィ⟬ࡣࠊᩘ್ணሗㄢ
ᶆ‽ࣛࣈࣛࣜࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ MSM ࡛ࡣẼ ࡀ
36Υ௨ୖ࡛ࡣỈ㣬ࡢࡳࠊ36Υᮍ‶࡛ࡣị㣬ࡢࡳ⪃
៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊᩘ್ணሗㄢࣛࣈ࡛ࣛࣜࡣ 0Υ௨ୖ
࡛ࡣỈ㣬ࡢࡳࠊ15Υ௨ୗ࡛ࡣị㣬ࡢࡳࠊ0Υࡽ
15Υ࡛ࡣị㣬Ỉ㣬ࢆ⥺ᙧศࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵ 0Υࡽ36Υ࡛ࡣࠊᩘ್ணሗㄢࣛࣈࣛࣜࢆ
⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡋࡓ┦ᑐ‵ᗘࡣ MSM ࡢ┦ᑐ‵ᗘࡼࡾࡶᖖ
㧗ࡃ࡞ࡾࠊ㐣㣬࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

4

(4) ୰ᒙ㞼ᗏẼὶᣦᩘ㸦BASETB㸧
๓⥺㠃ୖᗈࡀࡿ୰ᒙ㞼ࡢ㞼ᗏ㏆࡛ࡣࠊ୰ᒙ㞼
ࡽࡢᅛయ㝆Ỉࡢ᪼⳹෭༷ࡼࡗ࡚㞼ᗏୗ⤯ᑐ
Ᏻᐃ࡞ᡂᒙࡀᙧᡂࡉࢀࠊ⇱ᑐὶࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡛
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(7) ࡑࡢࡢᣦᩘ
᪂つ㛤Ⓨࡋࡓ6ࡘࡢᣦᩘࡢࠊᚑ᮶ࡽ
Ẽὶண ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୗࡢ9ࡘࡢᣦᩘࡶㄝ᫂
ኚᩘࡢೃ⿵ࡍࡿࠋᚤศ㔞࡛ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᣦᩘࡣࠊ
Ỉᖹ㛫㝸ࡸ㖄┤㛫㝸ࡢྲྀࡾ᪉ࡼࡗ್࡚ࡀኚࢃࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣỈᖹ㛫㝸ࡣ᱁ᏊⅬࢆ୰ᚰࡋࡓ80km㛫㝸ࠊ
㖄┤㛫㝸ࡣྛࣇࣛࢺࣞ࣋ࣝ㸦FL㸧ࡢୖୗ1000ft
㛫㝸࡛⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻࡣࠊẼὶⓎ⏕ࡢ㔜せ࡞ᣦᶆࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿ㸦Ẽ㇟⾨ᫍࢭࣥࢱ࣮ 2003㸧ࠋ㔝࣭୕ᾆ
㸦1982㸧ࡣࠊࢪ࢙ࢵࢺẼὶ༡ഃࡢᆺⓗ࡞㢼Ẽ
ࡢࣉࣟࣇࣝࢆ࠼ࡓ㖄┤1ḟඖᵓ㐀᪉⛬ᘧࡢゎ
ࢆᩘ್ィ⟬࡛ㄪࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂ
ࣥࢻࡣᅪ⏺㠃ୗࡢపᏳᐃᗘᒙ࡛ບ㉳ࡉࢀࡓKHἼ࡛
࠶ࡾࠊⓎ⏕᮲௳ࡣࠊࠕᅪ⏺㠃┤ୗࡢపᏳᐃᗘᒙཌࡀ
1kmࢆࡇ࠼ࠊࡑࡢ୰࡛᭱ᑠࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥᩘࡀ࠾ࡼ
ࡑ0.25ࡼࡾᑠࡉࡃࠊ᭱㢼㏿ࡀ50m/sࢆࡇ࠼ࡿࠖࡇ
࡛࠶ࡿ⤖ㄽࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ⌧ᐇࡢẼ୰࡛
ࡣࠊࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻࡣࠊࢪ࢙ࢵࢺẼὶ༡ഃࡢ
పᏳᐃᗘᒙࡢୖ㒊⨨ࡍࡿᅪ⏺㠃㏆࡛ࠊ㢼㏿ࡀ
࠾ࡼࡑ100kt㸦Ҹ50m/s㸧௨ୖ࡛VWSࡀࡸࡸࡁ࠸
㡿ᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿ
ࡓࡵ௨ୗࡢᡭ㡰࡛TRAVࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ

࣭㖄┤࢘ࣥࢻࢩ࣮㸦VWS㸧
ᅜෆ⯟✵ᝏኳGPV࡛⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿVWSࢆ⏝࠸ࡿࠋ
࣭Ỉᖹ࢘ࣥࢻࢩ࣮㸦HWS㸧
 ൌ ඨ൬

ձࡲࡎࠊ㢼㏿100kt௨ୖ࡛┦ᙜ ࡢ㖄┤ኚ⋡ࡀ
2.0K/km ௨ୗࡢᒙࢆࠊୗᒙࡽୖྥࡗ࡚᥈ࡍࠋ
ղḟࠊࡑࡢᒙࡽୖ4000ft௨ෆࡢ୰ࠊ㢼㏿ࡀ
100kt௨ୖ࡛┦ᙜ ࡢ㖄┤ኚ⋡ࡀ2.0K/km ௨
ୖࡢᒙࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢᒙ࠾ࡅࡿVWSࡢ್ࢆ
TRAVࡍࡿࠋ

μ ଶ
μ ଶ
μ ଶ
μ ଶ
൰ ൬ ൰ ൬ ൰ ൬ ൰
μ
μ
μ
μ

uv ࡣࡑࢀࡒࢀࠊx᪉ྥy᪉ྥࡢ㢼㏿ᡂศ࡛࠶
ࡿࠋHWSࡣὶࢀ┤ࡍࡿ᪉ྥ࡛ࡢࢩ࣮ࡋ࡚
ᐃ⩏ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣୖᘧࢆ⏝࠸ࡿࠋ
࣭ࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥᩘ㸦RI㸧
 ൌ

TRAVࡣࠊ㢼㏿ࡀ100kt௨ୖࡢపᏳᐃᒙࡢୖ࡛ࠊVWS
ࡀࡁ࠸್ࡀࡁࡃ࡞ࡿᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋ

ଶ
ଶ

Nࡣࣈࣛࣥࢺ࣭ࣂࢧࣛືᩘࠋࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥ
ᩘࡀ1/4௨ୗ࡞ࡿKHἼࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ

(6) ᑐὶ㞼୰Ẽὶᣦᩘ㸦CONV㸧
ᑐὶ㞼୰࡛ࡣᙉ࠸ୖ᪼ὶ࣭ୗ㝆ὶࡼࡗ࡚㖄┤✺
㢼ࡀⓎ⏕ࡋࠊẼὶࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑐὶ㞼ࡢ㞼
㡬ࡸ㞼୰VWSࡀࡁ࡞ᒙࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊୖ᪼ὶ
ࡼࡗ࡚VWSࡀᙉࡉࢀ࡚KHἼࡀⓎ⏕ࡋࠊẼὶ
ࡀⓎ⏕ࡍࡿ㸦Lane and Sharman 2008㸧ࠋᙉ࠸ୖ᪼
ὶ࣭ୗ㝆ὶࡼࡿ㖄┤✺㢼ࡢࡁࡉࡣࠊ㖄┤ὶࡀ
ࡁ࠸ᙉ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࠊࡲࡓࠊVWSࡣୖ᪼
ὶࡀᙉ࠸ᙉࡉࢀࡿࡇࡽࠊᑐὶ㞼୰Ẽὶ
ᣦᩘ㸦CONV㸧ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡍࡿࠋ

࣭Ẽ

ࡢỈᖹഴᗘࡢࡁࡉ㸦GRADT㸧
 ൌ ඨ൬

μ ଶ
μ ଶ
൰ ൬ ൰
μ
μ

ᗘ㢼ࡢ㛵ಀࡽࠊẼ ࡢỈᖹഴᗘࡢࡁࡉࡣᆅ
⾮㢼ࡢ㖄┤࢘ࣥࢻࢩ࣮ࡢࡁࡉẚࡍࡿࠋ
࣭ᐑ⭜㸦2003㸧ࡼࡿᣦᩘ㸦TPIࠊTSI㸧

 ൌ ୫ୣୟ୬ ൈ 
ࡇࡇ࡛୫ୣୟ୬ ࡣỈᖹ40km࡛ᖹᆒࡋࡓୖ᪼ὶࡢࡁ
ࡉ࡛ࠊᖹᆒࡀ㈇ࡢሙྜ㸦ୗ㝆ὶࡢሙྜ㸧ࡣ CONV=0
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࠼ࡤᒣᓅἼ࡞ࠊᑐὶ㞼௨እ࡛ᙉ
࠸ୖ᪼ὶࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵࠊᑐ㇟ࡍࡿ
᱁ᏊⅬ࡛ࡢ๓1㛫ᆅୖ㝆Ỉ㔞ࡀ1.0mmᮍ‶࡛࠶ࡿ
ሙྜࡶCONV=0 ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᅜෆ⯟✵ᝏኳGPV࡛ࡣ✚㞼㔞✚㞼㡬
㧗ᗘࡢண ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊCONVࡣࡇࢀࡽࡢ✚
㞼ண ࡣ␗࡞ࡿᡭἲ࡛⟬ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ✚㞼ࡢண
㡿ᇦCONVࡢண 㡿ᇦࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜࡶከ
࠸ࠋ

 ൌ  ൈ

หὶ⥺ୖࡢ ʹ Ⅼ㛫ࡢ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢእ✚ห
൫ʹ Ⅼ㛫ࡢ㊥㞳൯

TPIࡣὶࢀࡢ᭤⋡╔┠ࡋࡓᣦᩘ࡛ࠊྑ㎶ࡢVWS
ࢆ㝖ࡃ㒊ศࡣࠊ2Ⅼ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ↓㝈ᑠࡍࡿࡁ
ࠊ㢼㏿ࡢ2ὶ⥺ࡢ᭤⋡ẚࡍࡿࠋ
 ൌ

ሺ
ሬԦଵ ൈ 
ሬԦଶ ሻ ሺ
ሬԦ ൈ 
ሬԦଵ ሻ
െ
ଶ
ଵ

ሬԦ ǡ 

ሬԦଵ ǡ 
ሬԦଶ ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ㐃⥆ࡋࡓ3ᒙࡢ㢼㏿࣋ࢡࢺࣝ
ࢆࠊଵ ǡ ଶ ࡣࡑࢀࡒࢀ➨0ᒙ➨1ᒙ㛫࠾ࡼࡧ➨1
ᒙ➨2ᒙ㛫ࡢ㊥㞳ࠊῧ࠼Ꮠࡢzࡣz᪉ྥᡂศࢆ⾲
99

⾲ 3.5.1 FL130 ࡛ࡢྛᣦᩘࡢ┦㛵ಀᩘࠋ┦㛵ಀᩘࡀ 0.6 ௨ୖࢆ㉥ࠊ0.4㹼0.6 ࢆ㯤ࠊ0.4 ᮍ‶ࢆ㟷࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻿㼃㻿
㻹㼀㼃㻝
㻹㼀㼃㻞
㻮㻭㻿㻱㼀㻮
㼀㻾㻭㼂
㻯㻻㻺㼂
㼂㼃㻿
㻴㼃㻿
㻾㻵
㻳㻾㻭㻰㼀
㼀㻵㻝
㼀㻵㻞
㻰㻵
㼀㻼㻵
㼀㻿㻵

㻿㼃㻿
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻜㻤
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻝㻡
㻜㻚㻤㻥
㻜㻚㻢㻠
㻙㻜㻚㻡㻠
㻜㻚㻡㻤
㻜㻚㻤㻟
㻜㻚㻤㻝
㻜㻚㻥㻜
㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻝㻠

㻹㼀㼃㻝
㻜㻚㻜㻞
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻜㻤
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻞

㻹㼀㼃㻞 㻮㻭㻿㻱㼀㻮 㼀㻾㻭㼂
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻜㻤
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻜
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻟
㻙㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻝㻝
㻜㻚㻝㻠
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻟㻞
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻟㻝
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜

㻯㻻㻺㼂
㻜㻚㻝㻡
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻟
㻙㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻜
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻣
㻜㻚㻞㻠
㻙㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻞㻤
㻜㻚㻞㻣
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻝㻤
㻙㻜㻚㻝㻢

㼂㼃㻿
㻜㻚㻤㻥
㻙㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻣
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻟㻡
㻙㻜㻚㻢㻠
㻜㻚㻡㻤
㻜㻚㻣㻟
㻜㻚㻣㻝
㻜㻚㻥㻟
㻜㻚㻡㻢
㻜㻚㻝㻠

㻴㼃㻿
㻜㻚㻢㻠
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻝㻝
㻜㻚㻝㻠
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻞㻠
㻜㻚㻟㻡
㻝㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻝㻥
㻜㻚㻟㻠
㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻡㻤
㻜㻚㻡㻞
㻜㻚㻠㻤
㻜㻚㻜㻣

㻾㻵
㻙㻜㻚㻡㻠
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻢
㻙㻜㻚㻢㻠
㻙㻜㻚㻝㻥
㻝㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻟㻝
㻙㻜㻚㻠㻡
㻙㻜㻚㻠㻟
㻙㻜㻚㻠㻟
㻙㻜㻚㻞㻤
㻙㻜㻚㻜㻣

㻳㻾㻭㻰㼀
㻜㻚㻡㻤
㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻡㻤
㻜㻚㻟㻠
㻙㻜㻚㻟㻝
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻡㻞
㻜㻚㻡㻝
㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻡㻜
㻜㻚㻝㻥

㼀㻵㻝
㻜㻚㻤㻟
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻟㻞
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻞㻤
㻜㻚㻣㻟
㻜㻚㻢㻜
㻙㻜㻚㻠㻡
㻜㻚㻡㻞
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻥㻥
㻜㻚㻣㻠
㻜㻚㻡㻠
㻙㻜㻚㻜㻝

㼀㻵㻞
㻜㻚㻤㻝
㻜㻚㻜㻤
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻟㻝
㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻞㻣
㻜㻚㻣㻝
㻜㻚㻡㻤
㻙㻜㻚㻠㻟
㻜㻚㻡㻝
㻜㻚㻥㻥
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻣㻞
㻜㻚㻡㻞
㻙㻜㻚㻜㻝

㻰㻵
㻜㻚㻥㻜
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻥㻟
㻜㻚㻡㻞
㻙㻜㻚㻠㻟
㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻣㻠
㻜㻚㻣㻞
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻢㻟
㻜㻚㻝㻡

㼀㻼㻵
㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻜㻟
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㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻝㻤
㻜㻚㻡㻢
㻜㻚㻠㻤
㻙㻜㻚㻞㻤
㻜㻚㻡㻜
㻜㻚㻡㻠
㻜㻚㻡㻞
㻜㻚㻢㻟
㻝㻚㻜㻜
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㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻜㻞
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㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻝㻢
㻜㻚㻝㻠
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⾲ 3.5.2 TBindex ࡢㄝ᫂ኚᩘ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᩘࡢ␎ྕពࠋ
ྡ⛠
ᩳ᪉࢘ࣥࢻࢩ࣮
㢼ୗᒣᓅἼᣦᩘ
㖄┤ఏᦙᒣᓅἼᣦᩘ
୰ᒙ㞼ᗏẼὶᣦᩘ
ࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻᣦᩘ
ᑐὶ㞼୰Ẽὶᣦᩘ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥᩘ
Ẽ ࡢỈᖹഴᗘ
Turbulence Potential
Index
Turbulence Stability
Index

␎ྕ
SWS
MTW1
MTW2
BASETB
TRAV
CONV
RI
GRADT
TPI
TSI

ព
ᩳࡵ᪉ྥ⟬ฟࡋࡓ࢘ࣥࢻࢩ࣮ࠋ
㢼ୗᒣᓅἼక࠸ᒣ㡬㏆ࡢᏳᐃᒙୗ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿẼὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࠋ
㖄┤᪉ྥఏᦙࡋࡓᒣᓅἼࡢ○ἼࡼࡿẼὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࠋ
୰ᒙ㞼ᗏୗ࡛ࡢ⇱ᑐὶࡼࡿẼὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࠋ
ࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻక࠺Ẽὶࢆண ࡍࡿᣦᩘࠋ
㸦㖄┤㢼ࡢ 40km ᖹᆒ್㸧㸦㖄┤࢘ࣥࢻࢩ࣮㸧
ࠋ
KH ᏳᐃࡢⓎ⏕ࢆண ࡍࡿᣦᩘࠋ
➼ᅽ㠃ୖ࡛⟬ฟࡋࡓẼ ࡢỈᖹഴᗘࡢࡁࡉࠋ
ὶࢀࡢ᭤⋡╔┠ࡋࡓᣦᩘࠋὶ⥺ࡢ᭤⋡ࡀࡁ࠸ࠊ㢼㏿ࡀᙉ࠸ࠊ㖄┤
࢘ࣥࢻࢩ࣮ࡀࡁ࠸ሙྜࡁ࡞್࡞ࡿࠋ
ᗘ⛣ὶ╔┠ࡋࡓᣦᩘࠋୖᒙᐮẼ⛣ὶࡀ࠶ࡿࠊୗᒙᬮẼ⛣ὶࡀ࠶
ࡿሙྜṇࡢ್࡞ࡿࠋ

ࡍࠋTSIࡣ ᗘ⛣ὶ╔┠ࡋࡓᣦᩘ࡛ࠊୖࡢᒙ
ᐮẼ⛣ὶࡀ࠶ࡿୗࡢᒙᬮẼ⛣ὶࡀ࠶ࡿሙྜࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕᡂᒙࡀᏳᐃࡍࡿሙྜṇࡢ್࡞ࡿࠋ
࣭Ellrod and Knapp㸦1992㸧ࡼࡿᣦᩘ㸦TI1ࠊTI2㸧
 ͳ ൌ  ൈ 
 ʹ ൌ  ൈ ሺ   ሻ
DEFࡣኚᙧሙࠊCVGࡣỈᖹ᮰ࢆ⾲ࡍࠋ
࣭Dutton㸦1980㸧ࡼࡿᣦᩘ㸦DI㸧
 ൌ ͳǤʹͷ   ͲǤʹͷ ଶ  ͳͲǤͷ
11ಶࡢᣦᩘࡽㄝ᫂ኚᩘࢆ㑅ᢥࡋࠊ㔜ᅇᖐᘧ࡛⤌
ࡳྜࢃࡏࡓẼὶ☜⋡ࠋ

㻟㻚㻡㻚㻟㻌 ㄝ᫂ኚᩘ䛾㑅ᢥ㻌
TBindexࡢసᡂࡣࠊ๓㡯࡛ᣲࡆࡓ15ಶࡢᣦᩘࢆ
࡚⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧࡞ᣦᩘࡔࡅࢆ㑅ᢥࡋ
࡚⏝ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊࡢᣦᩘࡀTBindexᐤ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ⏝⪅ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
ᣦᩘࡢ⊂❧ᛶࢆㄪࡿࡓࡵࠊྛᣦᩘ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ
ࢆ㧗ᗘูồࡵࡿࠋࡋ࡚ࠊFL130࡛ࡢ┦㛵ಀᩘ
ࢆ⾲3.5.1♧ࡍࠋ⾲࡛ࡣ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡶࡢ㸦0.6௨ୖ㸧

ࢆ㉥ࠊ୰⛬ᗘࡢࡶࡢ㸦0.4㹼0.6㸧ࢆ㯤ࠊᙅ࠸ࡶࡢ㸦0.4
ᮍ‶㸧ࢆ㟷࡛Ⰽศࡅࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊ
MTW1ࠊMTW2ࠊBASETBࠊTRAVࠊCONVࠊTSI
ࡣࡢࡢᣦᩘẚ࡚ࡶ┦㛵ࡀᙅࡃࠊ⊂❧࡞ᣦᩘ
࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊKHᏳᐃࢆᑐ㇟
ࡋࡓᣦᩘ࡛࠶ࡿVWSࠊHWSࠊTI1ࠊTI2ࠊDIࠊTPI
ࡣSWSࡢ┦㛵ࡀᙉࡃࠊRIGRADTࡶSWS୰⛬
ᗘࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚┦㛵ಀᩘࢆྛ㧗ᗘ
ࡘ࠸࡚ㄪࡿࠊVWSࠊHWSࠊTI1ࠊTI2ࠊDI
ࡣᴫࡡࡢ㧗ᗘ࡛ࡶSWSࡢ┦㛵ࡀᙉࡗࡓࡓࡵࠊ
ࡇࡢ୰࡛᭱ࡶணሗ⢭ᗘࡀ㧗࠸SWSࡔࡅࢆㄝ᫂ኚᩘ
ࡍࡿࠋṧࡾࡢᣦᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦㛵ࡀ୰⛬ᗘࡢࡶ
ࡢࡶྵࡵ࡚ㄝ᫂ኚᩘࡍࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣࠊSWSࠊ
MTW1ࠊMTW2ࠊBASETBࠊTRAVࠊCONVࠊRIࠊ
GRADTࠊTPIࠊTSIࡢ10ಶࡢᣦᩘࡀㄝ᫂ኚᩘ࡞ࡗ
ࡓࠋTBindex࡛⏝ࡍࡿᣦᩘࡢ␎ྕពࢆ⾲3.5.2
ࡲࡵ࡚࠾ࡃࠋ

㻟㻚㻡㻚㻠㻌 ᅇᖐᘧ䛾సᡂ㻌
ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐ࡛ண ᘧࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊ๓㡯
࡛ᣲࡆࡓㄝ᫂ኚᩘࡢ୰ࡽࠊ⤫ィࣔࢹࣝࡢⰋࡉࢆホ
౯ࡍࡿᇶ‽ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㉥ụሗ㔞ᇶ‽㸦AIC㸧
ᇶ࡙࠸࡚㐺ษ࡞ㄝ᫂ኚᩘࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ┠ⓗኚᩘࡣࠊ
C-PIREP࡛MOD௨ୖࡢẼὶࡀ㏻ሗࡉࢀࡓሙྜࢆ
100

⾲ 3.5.3 ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐ࡛ồࡵࡽࢀࡓ㧗ᗘูࡢᅇᖐಀᩘࠋᩘ್ࢆẚ㍑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊಀᩘࡣࡑࢀࡒࢀ
ࡢᣦᩘࡢ௦⾲ⓗ࡞್ࢆࡅ࡚࠶ࡿࠋಀᩘ௦⾲ⓗ࡞್ࢆࡅࡓ್ࡀ
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㻙㻜㻚㻟㻟
㻙㻜㻚㻤㻠
㻙㻝㻚㻝㻝

㻳㻾㻭㻰㼀
㻌

㼀㻼㻵
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻝㻟
㻜㻚㻝㻢
㻜㻚㻝㻤
㻜㻚㻞㻜
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㻜㻚㻝㻜
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㻜㻚㻞㻥
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㻜㻚㻡㻠
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1ࠊMODᮍ‶ࡀ㏻ሗࡉࢀࡓሙྜࢆ0ࡍࡿࠋC-PIREP
௨እࡢ⯟✵ᶵẼ㇟ほ ㏻ሗ㸦ARSࠊPIREP➼㸧ࡣ┠
ⓗኚᩘ⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊARSࡸPIREP➼࡛㏻
ሗࡉࢀࡿẼὶࡢከࡃࡀMOD௨ୖࡢᙉᗘ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ⌧ᐇࡢẼὶࡢⓎ⏕≧ἣࡢᕪࡀࡁࡃࠊẼ
ὶᣦᩘࡢసᡂࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ᮇ㛫ࡣ
2008 ᖺ 1 ᭶  ࡽ 2009 ᖺ 12 ᭶ ࡢ 2 ᖺ 㛫  ࡍ ࡿ ࠋ
TBindex࡛ࡣࠊᬕኳ㞼୰ࢆ༊ูࡏࡎ࡚ࡢẼὶ
ࢆ ண ᑐ ㇟ ࡍ ࡿࡇ ࢆ ┠ ᶆ ࡋ࡚ ࠸ ࡿࡓ ࡵࠊ
C-PIREPࡢ㏻ሗࡶኳೃ≧ែ࡛༊ูࡏࡎ࡚⏝
ࡍࡿࠋ
ẼὶࡢⓎ⏕ཎᅉࡣ㧗ᗘࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ࠼ࡤ
㢼ୗᒣᓅἼࡼࡿẼὶࡣࠊୗᒙ࡛Ⓨ⏕ࡋୖᒙ
࡛ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻక࠺
Ẽὶࡣࠊୖᒙ࡛Ⓨ⏕ࡋୗᒙ࡛ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ
㧗ᗘࡼࡿ㐪࠸ࢆ㐺ษ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࠊಀᩘࡣ㧗ᗘ
ูᒙูࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊᅜෆ⯟✵ᝏኳGPV
ྠࡌ2000ft㛫㝸࡛ࠊFL030ࡽFL410ࡲ࡛ᒙูࡍ
ࡿ ࠋ FL010  FL430 ௨ ୖ ࡣ ᐇ ἣ ࡀ ᑡ ࡞ ࠸ ࡓ ࡵ ࠊ
FL010ࡘ࠸࡚ࡣFL030ྠࡌಀᩘࢆࠊFL430௨ୖ
ࡘ࠸࡚ࡣFL410ྠࡌಀᩘࢆࡑࢀࡒࢀ⏝ࡍࡿࠋ
⾲3.5.3㧗ᗘูࡢᅇᖐಀᩘࢆ♧ࡍࠋࡓࡔࡋ್ࢆẚ
㍑ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊಀᩘࡣྛᣦᩘࡢ௦⾲ⓗ࡞್ࢆ
ࡅྜࢃࡏ࡚࠶ࡿࠋ௦⾲ⓗ࡞್ࡣ㧗ᗘࡼࡗ࡚ኚࢃ
ࡿࡓࡵཝᐦ࡞ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊಀᩘࡢ⤯ᑐ್ࡀ
ࡁ࠸ࠊTBindexࡢᐤࡀࡁ࠸⪃࠼࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠋ✵ḍࡣㄝ᫂ኚᩘࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇ
ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊಀᩘࡣ0࡛࠶ࡿࠋ⾲࡛ࡣಀᩘࡢ
ࡁࡉࡀ0.5௨ୖ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ㟷࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲
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ࡿࡀࠊTBindexࡢᐤࡣ⯡ᑠࡉ࠸ࠋGRADT
RIࡶTBindexࡢᐤࡣᑠࡉ࠸ࠋ㻌
㻌
㻟㻚㻡㻚㻡㻌 ᣦᩘ䛾ㄪᩚ㻌
ࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ࣋ࣥࢺࡢⓎ⏕☜
⋡ࡢᑐᩘ࢜ࢵࢬẚࢆ┠ⓗኚᩘࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊண
ᘧࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓ್ࢆxࡍࡿࠊḟᘧ࡛⾲ࡉࢀ
ࡿpࡣẼὶ☜⋡㸦㸣㸧ࢆ⾲ࡍࡇ࡞ࡿࠋ
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 ൌ ͳͲͲ ൈ ୶ Τሺͳ  ୶ ሻ
Ẽὶࢆ☜⋡ⓗண ࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤࠊ⏝⪅ࡗ
࡚㠀ᖖ᭷ຠ࡞ሗ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡇ࡛ồࡵࡽ
ࢀࡓ☜⋡್pࡣᮏ᮶ࡢព࡛ࡢẼὶ☜⋡࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ┠ⓗኚᩘ⏝ࡋ࡚࠸ࡿC-PIREPࡢ
ẼὶᐇἣࡀࠊPIREPࡸARS➼ẚࢀࡤ⌧ᐇ㏆࠸
ࡣゝ࠼ࠊ⌧ᐇࡢẼὶࡢศᕸࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊண
ᘧࡽồࡵࡽࢀࡓ☜⋡್pࡶ⌧ᐇࡢ☜⋡ࡣ␗࡞
ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢpࢆẼὶ☜⋡ࡋ
࡚⏝ࡍࡿࡇࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊணሗసᴗୖ

ᅗ 3.5.3 ᣦᩘㄪᩚ⏝࠸ࡿ್ࡢᶍᘧᅗࠋln p ࡢ㜈್ࢆ
ᵝࠎኚ࠼࡚ࢫ࢟ࣝࢫࢥࢆ⟬ฟࡋࡓሙྜࡢࠊࢫ࢟ࣝ
ࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿ㜈್ȣᶆ‽೫ᕪȪࠋ

ᅗ 3.5.4 ࢫ࢟ࣝࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿ ࡢ㜈್㏆ఝᘧࠋ

ᅗ 3.5.5 ࢫ࢟ࣝࢫࢥࡢᶆ‽೫ᕪ㏆ఝᘧࠋ

2.6
3.0
8

3.4
10

12

ᅗ 3.5.6 MOD ௨ୖࡢẼὶᑐࡍࡿࠊ㜈್ูࡢᤕᤊ
⋡㸦Hit Rate㸧య✚⋡㸦Volume Rate㸧ࠋணሗ㛫
ࡘ࠸࡚ࡣ FT=4 ࡽ FT=15 ࡲ࡛ࠊ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࡣ
㧗ᗘ࡛ࡢศ⾲್ࢆ࡚㊊ࡋྜࢃࡏࢫࢥࢆ⟬ฟ
ࡋ࡚࠶ࡿࠋᅗ୰ࡢᩘ್ࡣ TBindex ࡲࡓࡣ VWS ࡢ㜈
್ࢆ♧ࡍࠋVWS ࡢ༢ࡣ kt/1000ftࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ
95㸣ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ᅗ 3.5.7 MOD ௨ୖࡢẼὶᑐࡍࡿࠊ㜈್ูࡢࢫ࢟
ࣝࢫࢥࠋணሗ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ FT=4 ࡽ FT=15 ࡲ
࡛ࠊ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࡣ㧗ᗘ࡛ࡢศ⾲್ࢆ࡚㊊ࡋྜ
ࢃ ࡏ ࡚ ࢫ ࢥ  ࢆ ⟬ ฟ ࡋ ࡚ ࠶ ࡿ ࠋ VWS ࡢ ༢  ࡣ
kt/1000ftࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95㸣ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ᖺ12᭶ࡢ2ᖺ㛫ࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎண ᘧࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓpࡢ⮬↛ᑐᩘࢆྲྀࡾࠊ
pࡢኚࢆࡽࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ  ࡢ㜈್ࢆኚ
ࡉࡏ࡞ࡀࡽẼὶࡢண ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢࠊࢫ࢟ࣝࢫ
ࢥࡢศᕸࢆ㧗ᗘẖồࡵࠊྛ㧗ᗘ࡛ࡢࢫࢥࡀ᭱
࡞ࡿ㜈್ȣᶆ‽೫ᕪȪࢆồࡵࡿ㸦ᶍᘧᅗࢆᅗ
3.5.3♧ࡍ㸧
ࠋᅗ3.5.4ࡣྛ㧗ᗘ࡛ࡢȣ㏆ఝᘧࢆࠊ
ᅗ3.5.5ࡣྛ㧗ᗘ࡛ࡢȪ㏆ఝᘧࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋTBindexࡣࠊȣȪࡢ㏆ఝᘧࢆ⏝࠸࡚ࠊྛ㧗
ᗘ࡛ࢫ࢟ࣝࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿ  ࡢ㜈್ࡀ0.0ࠊᶆ
‽೫ᕪࡀ1.0࡞ࡿࡼ࠺つ᱁ࡋࡓᚋ࡛ࠊ3.0ࢆຍ
࠼ࡓ್ࡍࡿࠋᘧ࡛᭩ࡃࠊ

ࡶࡇࡢp ࢆ┤᥋⏝ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࡋࡃࡣ࡞
࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊẼὶࢆணሗࡍࡿୖ࡛ࡢ᭱㐺࡞㜈
್ࡣ୍⯡㧗ᗘࡼࡗ࡚ኚࡍࡿࡓࡵࠊpࢆ⏝࠸࡚
᭱㐺࡞ணሗࢆ⾜࠾࠺ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊணሗᢸᙜ⪅ࡣ㧗
ᗘᛂࡌ࡚㜈್ࢆኚ᭦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡣ♧ࡉ࡞࠸ࡀࠊpࡢኚࡀVWS➼ẚ࡚
㠀ᖖᛴ࡛࠶ࡿࡇࡶணሗసᴗୖࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࡋࡃ
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ☜⋡್ࡋ࡚ࡢpࢆ┤᥋⏝ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗ᗘ౫ࡽࡎ୍ࡘࡢ㜈್࡛᭱㐺࡞ண ࡀ
⾜࠼ࡿࡼ࠺pࢆㄪᩚࡋࠊࡑࡢ್ࢆTBindexࡍࡿ
ࡇࡍࡿࠋᣦᩘࡢㄪᩚ⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊண
ᘧࡢసᡂ⏝ࡋࡓࡢྠࡌ2008ᖺ1᭶ࡽ2009
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ᅗ 3.5.8 MOD ௨ୖࡢẼὶᑐࡍࡿ㧗ᗘู࣭㜈್ู
ࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࠋࢫࢥࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣᅗ 3.5.6 ྠࡌࠋ

ᅗ 3.5.9 MOD ௨ୖࡢẼὶᑐࡍࡿணሗู้࣭㜈
್ูࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࠋࢫࢥࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣᅗ 3.5.6 
ྠࡌࠋ

2010ᖺ6᭶ࡢ6᭶㛫࡛ࠊ᳨ドࢹ࣮ࢱࡣᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ
ྠᵝC-PIREPࡔࡅࢆ⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊኳೃ≧ែ㸦ᬕ
ኳࠊ㞼୰➼㸧ࡼࡿ༊ูࡶࡋ࡞࠸ࠋẼὶࡢᐇἣࡀ
2ᆅⅬ㛫࡛㏻ሗࡉࢀࡓሙྜࡣࡑࡢ୰Ⅼ࡛ᐇἣࡀ࠶
ࡗࡓࡶࡢࡍࡿࡀࠊ2ᆅⅬ㛫ࡢ㊥㞳ࡀỈᖹ240km௨
ୖࡲࡓࡣ㖄┤6000ft௨ୖ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ୰Ⅼ௦
⾲ᛶࡀ࡞࠸ุ᩿ࡋࠊ᳨ドࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
ᅗ3.5.6 ࠊTBindexࡢ㜈್ูMOD௨ୖࡢẼ
ὶࢆண ࡋࡓሙྜࡢᤕᤊ⋡య✚⋡ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ
ᅗࡢぢ᪉ࡣᅗ3.5.2ྠࡌ࡛ᕥୖ࠶ࡿ⢭ᗘࡀ
㧗࠸ゝ࠼ࡿࠋᅗࡣࠊணሗ㛫ࡘ࠸࡚ࡣFT=4
ࡽFT=15ࡲ࡛ࠊ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࡣ㧗ᗘ࡛ࡢศ⾲
್ࢆ࡚㊊ࡋྜࢃࡏ࡚⟬ฟࡋࡓࢫࢥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ẚ㍑ࡢࡓࡵVWSࡼࡿ᳨ド⤖ᯝࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ
ࡽࠊTBindexࡣVWSࢆࡁࡃୖᅇࡿணሗ⢭ᗘࡀ࠶
ࡿゝ࠼ࡿࠋ
ᅗ3.5.7 ࠊᅗ3.5.6 ྠࡌ᮲௳᳨࡛ドࡋࡓሙྜࡢࠊ
㜈್ูࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࢆ♧ࡍࠋTBindex࡛ணሗࢆ⾜
ࡗࡓሙྜࠊࢫ࢟ࣝࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿ㜈್ࡣࡰ3.0
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᣦᩘࡢㄪᩚࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
ゝ࠼ࡿࠋ㜈್3.0࠾ࡅࡿTBindexࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࡣ
VWSࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࡼࡾࡶࡁࡃࠊࡇࡢࡇࡽࡶ
VWSẚ࡚ணሗ⢭ᗘࡀ㧗࠸ゝ࠼ࡿࠋ
ᅗ3.5.8ࠊMOD௨ୖࡢẼὶࢆண ࡋࡓሙྜࡢࠊ
㧗ᗘู࣭㜈್ูࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࢆ♧ࡍࠋࢫ࢟ࣝࢫࢥ
ࡀ᭱࡞ࡿTBindexࡢ㜈್ࡣࠊ㧗ᗘ౫ࡽࡎ
ࡰ3.0࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶᣦᩘࡢㄪᩚࡀ࠺
ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ
ᅗ3.5.9ࠊMOD௨ୖࡢẼὶࢆண ࡋࡓሙྜࡢࠊ
ணሗ㛫ู࣭㜈್ูࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࢆ♧ࡍࠋࢫ࢟ࣝ

ᅗ 3.5.10 ྛᙉᗘࡢẼὶᑐࡍࡿ㧗ᗘู࣭㜈್ูࡢ
ࢫ࢟ࣝࢫࢥࠋࢫࢥࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣᅗ 3.5.6 ྠࡌࠋ

 ൌ

  െ ρ
 ͵ǤͲ
ɐ

࡞ࡿࠋ3.0ࢆຍ࠼ࡿࡢࡣࠊTBindexࡢ್ࢆᴫࡡ0௨
ୖࡢ್ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ3.0ࢆຍ࠼ࡿ๓ẚ࡚ண
ሗ⢭ᗘࡋ࡚ࡣࡃኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺ᣦᩘࢆ
ㄪᩚࡍࡿࡇ࡛ࠊ㧗ᗘ౫ࡽࡎࠊ㜈್ࢆ3.0ࡋࡓሙ
ྜࢫ࢟ࣝࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿணሗࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛
ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻟㻚㻡㻚㻢㻌 ᳨ド㻌
᳨ドᮇ㛫ࡣᏛ⩦ᮇ㛫⊂❧࡞2010ᖺ1᭶ࡽ
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ᅗ 3.5.112009 ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥ 00UTC ࡢ 300hPa ゎᯒᅗࠋ

ᅗ 3.5.12 2009 ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥ 06UTC ࡢ๓ᚋ 1 㛫ෆ
㏻ሗࡉࢀࡓ MOD ௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࠋࢩࣥ࣎ࣝࡣ
ẼὶࡢᙉࡉࢆࠊⰍᩘᏐࡣ㧗ᗘ㸦FL㸧ࢆ♧ࡍࠋ

ᅗ 3.5.13 2009 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥ 21UTC ึᮇ್ࡢ 9 㛫ணሗࡢ FL350 ࡢண⤖ᯝࠋ㸦ᕥ㸧TBindex 㢼ࠊ㸦୰㸧SWS 
㢼ࠊ㸦ྑ㸧VWS 㢼ࠋSWS  VWS ࡢ༢ࡣ kt/1000ftࠋ

ࢫࢥࡀ᭱࡞ࡿTBindexࡢ㜈್ࡣணሗ㛫౫
ࡽࡎࡰ3.0࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡢணሗ㛫ᑐࡋ࡚ࡶ
3.0࠸࠺㜈್࡛᭱㐺࡞ணሗࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
᭱ᚋࠊᅗ3.5.10Ẽὶࡢᙉᗘ᳨ูドࢆ⾜ࡗ
ࡓሙྜࡢ㜈್ูࡢࢫ࢟ࣝࢫࢥࢆ♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣண
ሗࡢ⢭ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤫ྜࣅ࣮ࣗ࣡➼࡛
TBindexࢆ⾲♧ࡉࡏࡿ㝿ࡢ㜈್ࢆỴࡵࡿཧ⪃ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ᳨ドᮇ㛫ࡣᏛ⩦ᮇ㛫ྠࡌ2008ᖺ1᭶ࡽ
2009ᖺ12᭶ࡋ࡚࠸ࡿࠋTBindexࡣMOD௨ୖࡢ
Ẽὶࢆᑐ㇟ࡋࡓᣦᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊLGTM㸦ᙅ㸫㸧
ࡘ࠸࡚ࡣ0.9⛬ᗘࠊLGT㸦ᙅ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ1.3⛬ᗘࠊ
LGTP㸦ᙅ㸩㸧ࡘ࠸࡚ࡣ2.0⛬ᗘࠊSEV㸦ᙉ㸧ࡘ
࠸࡚ࡣ5.0⛬ᗘࢆ㜈್ࡍࡿࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙉᗘࡢ
Ẽὶᑐࡋ࡚᭱㐺࡞ணሗࡀ⾜࠼ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻟㻚㻡㻚㻣㻌 ண 㻌
ࡇࡇ࡛ࡣVWSࡢணࡀᑠࡉ࠸㡿ᇦ࡛ẼὶࡀⓎ
⏕ࡋࡓࢆ4♧ࡍࠋVWSࡢணࡀࡁ࠸ሙྜࡢ
ࡣ♧ࡉ࡞࠸ࡀࠊᇶᮏⓗࡣVWSࡀࡁ࠸
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SWSࡶࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊVWSࡀࡁ࠸㡿ᇦ࡛ࡣ
TBindexࡢ್ࡶྠࡌࡼ࠺ࡁࡃ࡞ࡿ⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ
(1) SWSࡼࡿẼὶࡢண 
2009ᖺ5᭶27᪥ࡽ29᪥ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ༡ࢆᐮ
෭ ࡀࡺࡗࡃࡾ㐍ࡳࠊࡑࡢ࿘㎶࡛ࡣẼὶࡀከᩘ
Ⓨ⏕ࡋࡓࠋᅗ3.5.11ࡣ29᪥00UTCࡢ300hPaゎᯒᅗ
࡛࠶ࡿࠋ୕㝣Ἀ࡛ࡣᅄᅜࡢ༡࠶ࡿᐮ෭ ࢆᅇࡿὶ
ࢀ༓ᓥ㏆࠶ࡿࢺࣛࣇࢆᅇࡿὶࢀࡀྜὶࡋ࡚࠾
ࡾࠊᮾ㏆ኚᙧሙࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ3.5.12ࠊ
29᪥06UTCࡢ๓ᚋ1㛫ෆሗࡌࡽࢀࡓMOD௨ୖ
ࡢẼὶࡢᐇἣࢆ♧ࡍࠋኚᙧሙᙜࡓࡿᮾࡽ୕
㝣ἈࡢFL290ࡽFL380࡛ࡣSEVࢆྵࡴẼὶࡀ
ከᩘⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ3.5.13ࡣ28᪥21UTCึᮇ್ࡢ
9㛫ணሗࡢFL350㸦⣙238hPa㸧ࡢTBindexSWS
࠾ࡼࡧVWSࡢணᅗ࡛࠶ࡿࠋẼὶࡢⓎ⏕㡿ᇦ࡛ࡢ
VWSࡢண್ࡣ3kt/1000ft௨ୗ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ
MSM࡛CATࢆண ࡍࡿ┠Ᏻ㸦⯟✵Ẽ㇟ணሗసᴗᣦ
㔪㸧࡛࠶ࡿ12kt/1000ftẚࡿ࡞ࡾᑠࡉ࠸ࠋ୍
᪉ࠊSWS࡛ࡣࡁ࡞್ࢆணࡋ࡚࠾ࡾࠊTBindex࡛

ᅗ 3.5.14 2010 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥ 00UTC ࡢᆅୖኳẼᅗࠋ

ᅗ 3.5.15 2010 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥ 03UTC ࡢ๓ᚋ 1 㛫ෆ
㏻ሗࡉࢀࡓ MOD ௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࠋࢩࣥ࣎ࣝࡣ
ẼὶࡢᙉࡉࢆࠊⰍࡣ㧗ᗘ㸦FL㸧ࢆ♧ࡍࠋ

ᅗ 3.5.16 2010 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥ 21UTC ึᮇ್ࡢ 6 㛫ணሗࡢ FL070 ࡢண⤖ᯝࠋ
㸦ᕥ㸧TBindex 㢼ࠊ㸦୰㸧MTW1 
㢼ࠊ㸦ྑ㸧VWS 㢼ࠋVWS ࡢ༢ࡣ kt/1000ftࠋ

ࡶSEVࡢ┠Ᏻ࡛࠶ࡿ5.0ࢆ㉸࠼ࡿ್ࡶணࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㡿ᇦ࡛ࡣHWSࡀ㠀ᖖࡁࡗࡓࡓࡵ㸦ᅗ␎㸧
ࠊ
VWS࡛ࡣண ࡀ༑ศࡔࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊ
SWSࡣࡁࡃ࡞ࡾࠊẼὶࢆண ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉ࠊᮅ㩭༙ᓥࡽ᪥ᮏᾏす㒊࠾ࡼࡧᮾࢩࢼᾏ
ࡅ࡚ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡁࡉࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊࣃࢱ࣮
ࣥࡋ࡚ࡣVWSSWS࡛ྠᵝ࡞ணࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣHWSࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸦ᅗ␎㸧ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞㡿ᇦ࡛ࡣSWSࡣVWSྠࡌࡼ࠺࡞ண࡞ࡿࠋ
SWSࡣVWSHWSࡢ≉ᚩࢆేࡏᣢࡗࡓᣦᩘ࡛࠶
ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ࡽFL150௨ୗ࡛MODP㸦୪㸩㸧ࢆྵࡴẼὶࡀከ
ᩘⓎ⏕ࡋࡓࠋᅗ3.5.16ࡣ5᪥21UTCึᮇ್ࡢ6㛫ண
ሗࡢFL070㸦⣙782hPa㸧ࡢTBindexMTW1࠾ࡼ
ࡧVWSࡢணᅗ࡛࠶ࡿࠋẼὶࡢⓎ⏕㡿ᇦ࡛ࡢ
VWSࡢண್ࡣ3㹼6kt/1000ft⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊVWSࡢ
್ࡋ࡚ࡣᑠࡉ࠸ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚MTW1ࡣ㛵ᮾ࿘㎶
࡛ࡁ࡞್ࢆணࡋ࡚࠾ࡾࠊ㢼ୗᒣᓅἼࡼࡿẼ
ὶࡢⓎ⏕ࢆணࡋ࡚࠸ࡿࠋTBindexࡢ್ࡶࡇࢀక
ࡗ࡚ࡁࡃணࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛵ᮾ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓẼὶࢆ
ண ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
(3) ୰ᒙ㞼ᗏୗ࡛ࡢẼὶࡢண 
2009ᖺ5᭶4᪥ࡣࠊ㏆␥ࡸᅄᅜࡢୖ✵࡛୰ᒙ㞼ᗏ
ୗࡢẼὶࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋᅗ3.5.17ࡣ4᪥01UTCࡢ⾨
ᫍ㉥እ⏬ീ࡛࠶ࡿࠋす᪥ᮏࡽᮾ᪥ᮏࡣࣂࣥࢻ≧
ࡢ㞼ᇦࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣୖ࣭୰ᒙ㞼యࡢ
㞼ᇦ࡛࠶ࡾࠊ4᪥01UTCࡢ࣮ࣞࢲ࣮࢚ࢥ࣮ᙉᗘ㸦ᅗ
␎㸧࡛ࡣ㏆␥ࡸᅄᅜ㏆ࡣᙅ࠸㝆Ỉ࢚ࢥ࣮ࡀᩓᅾ
ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ3.5.184᪥01UTCࡢ๓ᚋ1
㛫ෆሗࡌࡽࢀࡓMOD௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࢆ♧ࡍࠋ

(2) 㢼ୗᒣᓅἼక࠺Ẽὶࡢண 
2010ᖺ2᭶6᪥ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛㢼ୗᒣᓅἼࡼࡿ
ᛮࢃࢀࡿẼὶࡀከᩘⓎ⏕ࡋࡓࠋᅗ3.5.14ࡣ6᪥
00UTCࡢᆅୖኳẼᅗ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ㏆ࡣᆺࡢẼᅽ
㓄⨨࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊୗᒙ࡛ࡣす㢼ࡀᙉࡃࠊ㢼ୗᒣ
ᓅἼࡼࡿẼὶࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ
3.5.156᪥03UTCࡢ๓ᚋ1㛫ෆሗࡌࡽࢀࡓ
MOD௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࢆ♧ࡍࠋ㛵ᮾୖ✵࡛ࡣᆅୖ
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ᅗ 3.5.17 2009 ᖺ 5 ᭶ 4 ᪥ 01UTC ࡢ⾨ᫍ㉥እ⏬ീࠋ

ᅗ 3.5.18 2009 ᖺ 5 ᭶ 4 ᪥ 01UTC ࡢ๓ᚋ 1 㛫ෆ
㏻ሗࡉࢀࡓ MOD ௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࠋࢩࣥ࣎ࣝࡣ
ẼὶࡢᙉࡉࢆࠊⰍࡣ㧗ᗘ㸦FL㸧ࢆ♧ࡍࠋ

ᅗ 3.5.19 2009 ᖺ 5 ᭶ 3 ᪥ 21UTC ึᮇ್ࡢ 4 㛫ணሗࡢ FL130 ࡢண⤖ᯝࠋ
㸦ᕥ㸧TBindex 㢼ࠊ㸦୰㸧BASETB
㢼ࠊ
㸦ྑ㸧VWS 㢼ࠋVWS ࡢ༢ࡣ kt/1000ftࠋ

㏆␥ࡸᅄᅜ࡛ࡣFL090ࡽFL160࡛MODࡢẼὶ
ࡀከᩘⓎ⏕ࡋࡓࠋᅗ3.5.19ࡣ3᪥21UTCึᮇ್ࡢ4
㛫ணሗࡢFL130㸦⣙619hPa㸧ࡢTBindexBASETB
࠾ࡼࡧVWSࡢணᅗ࡛࠶ࡿࠋẼὶࡢⓎ⏕㡿ᇦ࡛ࡢ
VWSࡢண್ࡣ3㹼6kt/1000ft⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊVWSࡢ
್ࡋ࡚ࡣᑠࡉ࠸ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚BASETBࡣ㏆␥
ࡽᅄᅜࡢ༡ᾏୖ࡛ࡁ࡞್ࢆணࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ᒙ㞼
ᗏୗ࡛ࡢẼὶࡢⓎ⏕ࢆணࡋ࡚࠸ࡿࠋTBindexࡢ
್ࡶࡇࢀకࡗ࡚ࡁࡃணࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏆␥ࡸᅄᅜ
ࡢୖ✵࡛Ⓨ⏕ࡋࡓẼὶࢆண ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
(4) ᑐὶ㞼୰ࡢẼὶࡢண 
2009ᖺ10᭶26᪥ࡣࠊᡣ⥲༙ᓥ࿘㎶࡛ᑐὶ㞼క
࠺ẼὶࡀከᩘⓎ⏕ࡋࡓࠋ06:40UTC㡭ࡣࠊᡂ⏣
✵ ࡢ༡ᮾ⣙75kmࡢୖ✵5000ft࡛࣓ࣜ࢝ࣥ⯟✵
ᶵࡀẼὶᕳࡁ㎸ࡲࢀࠊ5ேࡀࡅࡀࢆࡍࡿᨾࡶ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ3.5.20ࡣ26᪥06UTCࡢᆅୖኳẼᅗ
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ༡ࡣྎ㢼➨20ྕࡀ࠶ࡗ࡚ᮾ㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᮾᾏୖࡣ๓⥺ࡀ࠶ࡾࠊ
㛵ᮾࡢ༡ᾏୖࡣ๓⥺ୖపẼᅽࡀゎᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ3.5.2126᪥07UTCࡢ๓ᚋ1㛫ෆሗࡌࡽࢀࡓ
MOD௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࢆ♧ࡍࠋపẼᅽࡢഃᙜ
ࡓࡿᡣ⥲༙ᓥࡢ࿘㎶࡛ࡣࠊFL040ࡽFL140㏆࡛
SEVࢆྵࡴẼὶࡀከᩘⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࡢࠊᡣ⥲༙
ᓥࡢ࿘㎶ࡣࡸࡸᙉ࠸㝆Ỉ࢚ࢥ࣮ࡣほ ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢࡢࠊ㞾┘どࢩࢫࢸ࣒㸦LIDEN㸧࡛ࡣⓎ㞾ࡣ᳨▱
ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋᅗ3.5.22ࡣ25᪥21UTC
ึᮇ್ࡢ10㛫ணሗࡢFL050㸦⣙843hPa㸧ࡢ
TBindexCONV࠾ࡼࡧVWSࡢணᅗ࡛࠶ࡿࠋẼ
ὶࡢⓎ⏕㡿ᇦ࡛ࡢVWSࡢண್ࡣ6㹼9kt/1000ft⛬
ᗘ࡛࠶ࡾࠊVWSࡢ್ࡋ࡚ࡣᑠࡉ࠸ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚
CONVࡣᡣ⥲༙ᓥ࿘㎶ࢆྵࡵࠊ๓⥺ࡸྎ㢼ࡢ㏆ഐ࡛
ࡁ࡞್ࢆணࡋ࡚࠸ࡿࠋTBindexࡢ್ࡶࡇࢀక
ࡗ࡚ࡁࡃணࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ᡣ⥲༙ᓥࡢᮾ࡛ࡣࠊ
SEVࡢ┠Ᏻ࡛࠶ࡿ5.0ࢆ㉸࠼ࡿ್ࡶணࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㻟㻚㻡㻚㻤㻌 ⏝ୖ䛾ὀពⅬ㻌
TBindexࡣࠊVWS࡛ࡢண ࡀ༑ศ࡞Ẽὶࡶண
ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⤫ィⓗぢࢀࡤVWSẚ
㍑ࡋ࡚ணሗ⢭ᗘࡣᖜᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ⤯ᑐ

ᅗ 3.5.20 2009 ᖺ 10 ᭶ 26 ᪥ 06UTC ࡢᆅୖኳẼᅗࠋ

ᅗ 3.5.21 2009 ᖺ 10 ᭶ 26 ᪥ 07UTC ࡢ๓ᚋ 1 㛫ෆ
㏻ሗࡉࢀࡓ MOD ௨ୖࡢẼὶࡢᐇἣࠋࢩࣥ࣎ࣝࡣ
ẼὶࡢᙉࡉࢆࠊⰍࡣ㧗ᗘ㸦FL㸧ࢆ♧ࡍࠋ

ᅗ 3.5.222009 ᖺ 10 ᭶ 25 ᪥ 21UTC ึᮇ್ࡢ 10 㛫ணሗࡢ FL050 ࡢண⤖ᯝࠋ
㸦ᕥ㸧TBindex 㢼ࠊ
㸦୰㸧CONV
㢼ࠊ㸦ྑ㸧VWS 㢼ࠋVWS ࡢ༢ࡣ kt/1000ftࠋ

༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊTBindex࡛ࡢண ࡀṇࡋࡃ⾜ࢃ
ࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢺࣛࣥࢫࣂ࣮ࢫࣂࣥࢻ
క࠺Ẽὶࢆண ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᩘࡋ࡚ᑟධࡋࡓ
TRAVࡣࠊୖᒙࢆ୰ᚰᅇᖐᘧ᥇⏝ࡉࢀࡓࡇࡣ
Ⰻ࠸ࡀࠊಀᩘࡢ್ࡋ࡚ࡣࡑࢀࡁࡃ࡞ࡽ࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣTRAVࡀẼὶⓎ⏕ࡢ≉ᚩࢆ༑ศࡣ
ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᚋࡢᨵⰋྥࡅࡓ
ㄢ㢟ࡢ୍ࡘゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢᑟධࡋࡓ᪂
つᣦᩘࡶࠊ࠸ࡎࢀࡶ⡆౽࡞ᡭἲࡼࡿᣦᩘ࡛࠶ࡾࠊ
ண ࡀṇࡋࡃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
TBindexࢆ⟬ฟࡍࡿࡓࡵࡢᅇᖐᘧࡣ㧗ᗘูᒙู
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㧗ᗘࡼࡗ࡚ࡣ᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓ
ࡾᐤࡀᑠࡉ࠸ᣦᩘࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ⾲3.5.3࡛♧ࡋ
ࡓࡼ࠺ࠊFL190࡛ࡣMTW1ࡢಀᩘࡣ0࡛࠶ࡾࠊ
FL190 ࡛ MTW1 ࡀ  ࡁ ࡃ ண  ࡉ ࢀ ࡓ  ࡋ ࡚ ࡶ ࠊ
TBindexࡢᐤࡣ0࡞ࡿࠋTBindexࡢ⏝ᙜࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊࡢ㧗ᗘ࡛ࡢᣦᩘࡀຠ࠸࡚࠸ࡿࡢࢆ⪃
៖ࡋ࡚⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

ⓗ࡞ணሗ⢭ᗘࡋ࡚ࡣࡲࡔ༑ศࡣゝ࠼ࡎࠊண ࡀ
༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡾ㐣࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜࡶከࡃ࠶
ࡿࠋTBindexࡢ⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊTBindexࡸಶࠎ
ࡢᣦᩘࡢ⾲⌧ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛⏝ࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠋ
TBindex࡛ࡣᵝࠎ࡞せᅉࡼࡿẼὶࢆ⪃៖ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ࡚ࡢẼὶࢆண ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊୖᒙ㞼ࡢ㞼ᗏ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ
ὶ㸦Luce et al. 2009㸧ࡸࠊᑐὶ㞼ࡢ㞼㡬࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ
ෆ㒊㔜ຊἼࡀࡑࡢୖ᪉࡛○Ἴࡍࡿࡇ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ
Ẽὶ㸦Lane and Sharman 2008㸧ࡣࠊⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡸண ᡭἲࡀࡲࡔ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
TBindexࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊேᕤⓗ࡞Ẽ
ὶ࡛࠶ࡿᚋ᪉Ẽὶࡸ⾪ᧁἼኻ㏿ࡶTBindex࡛ࡣ⪃
៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢẼὶࡣTBindex࡛ࡣண
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚ࡼ࠸5ࠋࡲࡓTBindex࡛⪃៖ࡋ࡚
࠸ࡿẼὶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊಶࠎࡢᣦᩘࡢ⟬ฟ᪉ἲࡀ
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢẼὶࡣ⌧㇟ࡢ㢖ᗘࡋ࡚ࡣࡑࢀ
ከࡃ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࡓࡵࠊTBindex ࡢணሗ⢭ᗘࡁࡃ
ࡣᙳ㡪ࡋ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
5

㻟㻚㻡㻚㻥㻌 䜎䛸䜑㻌
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ẼὶࡢⓎ⏕せᅉู㛤Ⓨࡋࡓ᪂つẼὶᣦᩘࠊ
᪤ᏑࡢẼὶᣦᩘࢆࣟࢪࢫࢸࢵࢡᅇᖐ࡛⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡿࡇࡼࡾࠊCAT㝈ࡽࡎᵝࠎ࡞Ẽὶࢆࠊୖ
ᒙࡽୗᒙࡲ࡛࡚ࡢ㧗ᗘࢃࡓࡗ࡚ண ࡍࡿẼ
ὶᣦᩘ㸦TBindex㸧ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡿᣦᩘࡣࠊࡢᣦᩘࡢ┦㛵ࡀẚ㍑ⓗᙅ࠸
ࡶࡢࡔࡅࢆ⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡢᣦᩘࡀTBindexᐤ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆศࡾࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗
ᗘูㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࡇࡼࡾࠊ㧗ᗘࡼࡽࡎྠࡌ
㜈್࡛MODࡢẼὶࢆண ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⊂❧㈨ᩱࡼࡿ⤫ィ᳨ド࡛ࡣࠊTBindexࡣ⌧ᅾࡢ
Ẽὶᣦᩘ࡛࠶ࡿVWSࢆࡁࡃୖᅇࡿணሗ⢭ᗘࡀ
࠶ࡿࡇࡀ☜ࡵࡽࢀࡓࠋTBindexࢆ⏝ࡍࡿࡇ
࡛ࠊᚑ᮶ࡣண ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓẼὶࡸࠊண ࡢࡓ
ࡵࡢᣦᶆࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡗࡓẼὶࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠶
ࡿ⛬ᗘࡢண ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ➨3.5.8㡯࡛㏙ࡓ⏝
ୖࡢὀពⅬ␃ពࡢୖࠊ✵ᇦணሗᙺ❧࡚࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ࠋ
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気象庁モデル技術開発推進本部

加藤 輝之

豪 雨 監 視 ・ 予 測 技 術 開 発 推 進 委員 会

1

旧 体 制
静止衛星データ利活用技術検討会

4.1 豪雨監視・予測技術の開発1
今まで、豪雨・豪雪・突風等の顕著現象の数値予
報精度が不十分なために、豪雨監視・予測技術の開
発を目的に全国予報技術検討会等が行われ、顕著現
象発生の判断材料としての概念モデルが提案されて
きた。しかし、発生要因として取り上げられた気象
要素は、概念モデル毎に異なっていた。これは、発
生要因に対する予報官の着目点が曖昧だったためで
ある。近年、豪雨に関する研究が進み、その発生要
因として着目すべき気象要素は固まりつつある（例
えば、Kato 1998; Yoshizaki et al. 2000; Kato and
Goda 2001; Kato et al. 2003; Kato 2005; Kato
2006; Kato et al. 2007; Yamasaki 2009）。今後は、
それらの着目要素を豪雨発生の判断材料として考え
るべきである。また、現業システムでは、数値予報
資料や観測データは提供されているものの、双方を
利用した総合的なシステムになっておらず、着目要
素を活かせるものになっていない。
豪雨監視・予測技術も含めて、気象庁では昨年度
まで技術開発を分野横断的に検討し効率的に進める
ため、次の３つの技術開発項目：
① 数値モデルの技術開発
② 豪雨の監視・予測の技術開発
③ 次期静止衛星利活用の技術開発
に対応して、気象庁モデル技術開発推進本部、豪雨
監視・予測技術開発推進委員会、静止衛星データ利
活用技術検討会（図 4.1.1 旧体制）が設置されてい
た。しかし、それぞれが単独に組織化されていたた
めに、一体的な技術開発推進体制になっていなかっ
た。
2010 年 3 月に、上記の３つの技術開発項目間に
おける情報共有と相互連携により一体的な推進を図
るとともに、これらの技術開発に共通する外部機関
との連携・協働の促進等（戦略的な方針とその計画
の作成も含む）による総合的な技術開発体制を構築
することを目的に、新たに、気象庁技術開発推進本
部（本部長：気象庁長官）が設置された。推進本部
の傘下には、
上記の技術開発項目①～③に対応して、
モデル技術開発部会、豪雨監視・予測技術開発部会、
静止衛星データ利活用部会（図 4.1.1 新体制）が置
かれ、その中の豪雨監視・予測技術開発部会には「運
動学的予測グループ」と「診断的予測グループ」の
２つの作業グループが設置された。
運動学的予測グループは、2006 年 4 月に気象庁
予報部・観測部・気象研究所が協力してレーダーに

臨時の作業
グループ
各部会に共通
する大学等と
の連携、人材
育成、外部資
源の活用等の
技術開発推進
に係る課題と
方針について
検討

各部会に専門的事項の審議・検討
のための作業グループを設置

図 4.1.1 気象庁における技術開発推進体制の統合・
強化

関連する技術開発を目的に設置された「レーダープ
ロダクト開発プロジェクトチーム」が発展したもの
で、解析雨量・降水短時間予報・降水ナウキャスト
に関わる技術開発を行うことになっている。なお、
運動学的予測とは、降水短時間予報・降水ナウキャ
ストに基づいて客観的に予警報に関わる豪雨を予報
することである。竜巻注意情報や雷ナウキャストに
ついては、上記プロジェクトチームが中心となって
現業化を行った。
診断的予測グループは、最初に述べた豪雨発生の
着目要素を抽出するとともに現業システムの問題点
を解決することを目的に、今回新たに設置されたも
のである。診断的予測グループでは、2009 年度から
5 か年計画として実施されている気象研究所融合型
研究「顕著現象の機構解明に関する解析的・統計的
研究」（図 4.1.2）のサブ課題２「顕著現象の要因に
関する解説資料の作成」を発展的に気象庁の課題と
して実施することで、予報官の診断的予測技術の向
上を目指す（具体的な計画は次項を参照）。参考まで
に、サブ課題１では気象庁非静力学モデルを用いた
力学的ダウンスケール手法を用いて、顕著現象の実
態把握・機構解明を行っており、その研究成果も豪
雨発生の着目要素の抽出に資するものである。
ここで、診断の意味するところについて説明する。
診断とは集中豪雨などの顕著現象について、過去の
典型的事例からえられた発生要因に関する知見に基
づき、大気状態（特にメソスケールの風や水蒸気の
分布など）および現象（レーダーや衛星で把握した
豪雨の分布など）の現在に至るまでの推移を把握し、
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図 4.1.2 顕著現象の機構解明に関する解析的・統計的研究

① 現在の現象のステージ（発生期、成熟期または
衰退期）
② 現象の原因となる可能性のあるすべてのメカ
ニズム（例：「海陸風の収束に伴う降水である
可能性が高いが、もっとシビアな現象につなが
るものである可能性もある。地形性の不安定降
水の可能性は低い。」
）
などを主観的に判断することである。また、現在の
診断をもとに、数値予報、運動学的予測やこれまで
の知見を加えて、現象の今後の推移をある程度定量
的に予測する（例：「1 時間降水量が 30mm で終わ
る可能性が高いが、100mm になる可能性もある」
）
ことを、「診断に基づく予測（診断的予測）」と定義
している。
本節では、豪雨監視・予測技術開発部会での診断
的予測グループの開発計画（第 4.1.1 項）および雲
解像モデル2（CRM）の診断的予測への利用の意義
（第 4.1.2 項）を述べ、CRM の結果から統計的にわ
かった梅雨期・暖候期での豪雨発生の判断材料（第
4.1.3 項以降）について示す。

4.1.1 診断的予測グループの開発計画
2010 年度からの診断的予測グループの開発計画
（案）を表 4.1.1 に示す。担当部局は運動学的予測
グループ同様に気象庁予報部・観測部・気象研究所
であり、プロダクト（数値資料と観測データ）の作
2 本章で用いる雲解像モデル（Cloud Resolving Model）
が意味するものは積乱雲が解像できる水平分解能を持つ
数値モデルであり、具体的には 1～2km 以下の水平解像
度を持つ気象庁非静力学モデルを指す。
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成者・提供者と利用者が連携して開発を進める。ま
ず、予報官の診断的予測の能力向上を目的に、降水
系の監視に関わるデータベースの作成を行う。具体
的には 1995 年以降の解析雨量を用いて豪雨事例の
客観的抽出を行い、客観解析データや雲解像モデル
（CRM）の結果を用いて豪雨事例の環境場の統計的
な把握を行う。その上で、豪雨に関する統一的な着
目点を抽出する。これらの調査結果を踏まえ、豪雨
事例を解析するためのマニュアル（事例解析の具体
例を含む）を作成する。豪雨解析マニュアル第 1 版
は 2011 年度前半までに提供する予定である。
予報官支援を目的としたシステムを開発項目とし
て、統合ビューワへの反映を目指し、統一的な描画
ツールの整備および降水セルの追跡等の新たな資料
の作成・提供を行う。そのために、新たなデータサ
ーバーを気象庁内に整備し、5～10 年分の数値予
報・観測データを蓄積することで地方官署への調査
用過去データの提供や地方官署からの統一的な描画
ツールの利用を可能とする。豪雨解析マニュアルお
よび上記データサーバーを利用することで、2010
年度からの 3 年計画で行われる全国予報技術検討会
（検討項目：市町村を対象とした警報改善を踏まえ
て、大雨等の警報の精度向上に向けた予報技術の検
討）と連携を図る予定である。また、予報作業が効
率的に行われるように提供されるプロダクトの取捨
選択やデータ可視化技術の開発も行う。それらの結
果も踏まえ、新たに指導原理となる大雨予報指針を
作成する計画である。
予報作業の訓練システムとして、豪雨事例再経験
OJT システムを新たに構築する。このシステムは文

表 4.1.1 診断的予測グループの 2010（H22）年度からの年次計画（案）
年次計画
短
期
開発項目

診
断
的
予
測
グ
ル
｜
プ

診
断
的
予
測

降水系の監
視・データベ
ースの作成
指針
(指導原理)

開発課題

H
22
年
度

H
23
年
度

H
24
年
度

H
25
年
度

H
26
年
度

豪雨事例の統計的調査

○

○

○

○

○

豪雨に関する統一的な着眼点の調査

○

○

○

○

○

事例解析マニュアルの作成

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

局地モデルの利用法

○

○

○

○

メソアンサンブル予報の利用法

○

○

○

○

ラピッドスキャンデータの利用法

○

○

○

○

○

○

○

○

大雨予報指針の新規作成
降水予報ガイダンスの改良

資
料

数値予報の
活用

衛星データ
の活用
シ
ス
テ
ム

中期

○

統合ビューワへの反映

○

予報官支援
豪雨事例再経験 OJT システムの構築

字通り、過去の豪雨事例を現業システム風に実時間
で再経験できるもので、予警報発表のタイミングを
OJT として習得できることを考えている。同様のシ
ステムは、大阪管区気象台で防災情報作成訓練シス
テムとして作成されて過去に利用されたことがある。
また、米国大気海洋庁（NOAA）にも同様のシステ
ム（http://www.wdtb.noaa.gov/tools/wes/、最終ア
クセス日付：2010 年 9 月 1 日）があり、予報官の
訓練に利用されている。
その他には、2013 年から本運用される計画の局地
モデル（LFM）、次期スーパーコンピュータシステ
ム運用中に試験運用されるメソアンサンブル予報や
次期静止気象衛星のラピッドスキャンデータ（2.5
分毎に日本列島周辺を観測）の利用法の検討なども
診断的予測グループの開発項目になっている。

4.1.2 雲解像モデルの診断的予測への利用
気象研究所融合型研究「顕著現象の機構解明に関
する解析的・統計的研究」では、水平解像度 1km の
気象庁非静力学モデル（本章では今後、1km-CRM
と略す）を用いて、2007 年から梅雨期・暖候期の九
州・四国地方を対象に数値実験を行っている。その

○

○

長
期
H
27
～
30
年
度

担当部局

予報課
数値予報課
観測課
気象研究所

○

数値予報課

○

予報課
数値予報課
観測課
気象衛星課
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結果を用いて豪雨発生時の大気状態を統計的に調査
することで、診断的予測で用いる統一的な着目点を
抽出することができる。また、その着目点の妥当性
については、客観解析データ（メソ解析や全球解析
など）から、豪雨発生時及びそうでない場合での大
気状態の違いを統計的に調査することで判断する。
診断的予測で用いるべき豪雨発生の着目点として
は、積乱雲の発生・発達から豪雨をもたらすメソ対
流系への組織化を考慮し、下層の相当温位3・中層の
相対湿度および温度・鉛直方向の風速差などが考え
られる。統一的な着目点を提示するためには、それ
らの判断すべき高度と値を決定する必要がある。次
項以降に、1km-CRM の結果から統計的に分かった、
豪雨発生を診断的に予測するときに下層水蒸気場と
して着目すべき高度（第 4.1.3 項）と目安となる相
当温位の値（第 4.1.4 項）について述べる。
ここでは、1km-CRM の降水の再現性について、
2008 年 6 月～8 月の 3 か月積算降水量（図 4.1.3）

3

積乱雲の発生・発達しやすさは、温度・水蒸気量を考慮
した湿潤大気の保存量である相当温位の下層での値に大
きく依存する（詳しくは、吉崎・加藤 2007 を参照）。
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た。また 1km-CRM の初期値は、5km-NHM による、
00, 06, 12, 18UTC を初期値とする 12 時間予想の 3
時間予想値から作成した（1km-CRM の予想時間は
9 時間）。積算降水量は各モデルの後半 6 時間値から
計算した。両モデルともメソモデル（MSM）とほ
ぼ同じ設定で実行したが、1km-CRM では対流のパ
ラメタリゼーションを利用していない。ただし、雪
とあられの数密度は予報している（MSM では診断
的に判断している）。5km-NHM は日本列島をほぼ
覆う 2500×2000km の領域（図略）、1km-CRM は
図 4.1.3c で示す領域で実行した。
解析雨量（図 4.1.3a）には、九州の山岳部を中心
に 3 か月で 1500mm を超える降水がみられ、四国
では太平洋沿岸付近を中心に降水が多い。
5km-NHM（図 4.1.3b）では、四国での降水分布の
再現性はかなり良いが、九州では沿岸部に不自然な
降水が予想され、その分山岳部の降水が少なくなっ
ている。なお、この原因は、Kain-Fritsch 対流パラ
メタリゼーションが沿岸部で過剰に働くためである
ことが分かっており、その改善が 2010 年度中に行
なわれル予定で、MSM では不自然な降水がかなり
抑えられるようになる（第 2.7 節参照）。その一方、
1km-CRM が予想した降水分布（図 4.1.3.c）をみる
と、5km-NHM にあった不自然な降水域はなく、降
水量は解析雨量に比べてやや少ないものの、良い再
現性を示している。なお、九州の西海上で降水が少
ないのは、モデルの境界付近で 5km-NHM の結果に
近づけるように設定したためである。

から示す。1km-CRM の実行には、メソ解析を初
期値・境界値として実行した水平分解能 5km の気
象庁非静力学モデル（5km-NHM）の予想値を用い
(a)

(b)

4.1.3 下層水蒸気場として着目すべき高度
豪雨に関する診断的予測では、どの高度の水蒸気
場に着目すべきかが一番重要なポイントとなる。豪
雨は複数の積乱雲によってもたらされる。その積乱
雲を作り出すのは下層から持ち上げられた水蒸気で
あり、その水蒸気の起源となる高度は積乱雲の雲底
高度よりも必ず下層に当たる。すなわち、豪雨をも
たらす積乱雲の雲底高度を調べることで、水蒸気場
として着目すべき高度を抽出できるわけである。し
かし、雲底高度は非降水時にはライダーなどを用い
て観測することはできるが、残念ながら降雨時に面
的に観測できる手段がない。そこで、前項で説明し
た 1km-CRM の結果から、2008 年 4 月～8 月に九
州・四国付近で予想された積乱雲の雲底高度を上昇
流の強さ別に統計的に調査した（図 4.1.4）。ここで、
積乱雲は個々の水平格子に対応する鉛直コア4での
上昇流の最大値が 1.0 m s-1 以上の領域に存在する
とし、その雲底高度は積乱雲が鉛直方向に 33% 傾

(c)

図 4.1.3 2008 年 6 月～8 月の 3 カ月積算降水量。
(a) 解析雨量，(b) 5km-NHM，(c) 1km-CRM の
予想結果。なお、解析雨量の海上にみられる不連
続線は複数のレーダーの重ね合わせに起因する。

4

鉛直コアは、二次元の各水平格子に対する鉛直一次元の
気柱（カラム）である。ここでは、そのカラムに含まれる
格子での上昇流の最大値を探索した。
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図 4.1.4 海上（上図）と陸上（下図）での 1km-CRM
の鉛直コア内の最大上昇流（Wmax）に対する雲底高
度（Cloud-bottom Height）の出現頻度分布（地表向
きに積算）。高度は海抜高度である。統計期間は 2008
年 4 月～8 月で、統計領域は九州・四国付近。ピンク
の等値線は Wmax に対する雲底高度の出現率を示す。

いている場合5も考慮して、雲水量 1.0×10-4 kg kg-1
を閾値に用いて決定した。一般的に、積乱雲中の上
昇流が強いほど強い雨となる。
図 4.1.4 で示した雲底高度（海抜高度）の出現頻
度は上空から地表面に向けての積算値で、例えば
0.2 の等値線はそれより上空に雲底高度が 20%現れ、
80%はその高度よりも下層に存在することを示して
いる。また、横軸の数値は最大上昇流（Wmax）以
上のケースを示す（例えば、1 は Wmax ≧1 m s-1
の場合）。海上、陸上とも、Wmax が強くなるほど
5

鉛直コアだけでなく、最大上昇流が存在する高度を起点
に積乱雲が最大 33% 傾いていることを想定して、周囲の
格子についても雲底高度を探索した。
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図 4.1.5 海上（上図）と陸上（下図）での 1km-CRM
の鉛直コア内の最大上昇流（Wmax）に対する
80% の雲底高度が含まれる層の上端高度の月
変化。図 4.1.4 の 0.2 の等値線に対応する。

雲底高度は下層に現れるようになり、Wmax が 10
m s-1 以上の場合、その 80%（0.2 の等値線）は海上
では高度 500m、陸上では高度 750m 以下にみられ
る。陸上で高くなるのは、山岳が存在するために地
表面が高いのが主な理由である。また、雲底高度が
もっとも高頻度に現れる高度（図 4.1.4 の等値線が
もっとも混んでいる高度に対応）は、海上で高度
250m 付近、陸上で高度 400m 付近に存在する。以
上の結果は、積乱雲を作り出す水蒸気が雲底高度以
下から流入し、かつ上昇流が強いほど強雨になるこ
とを考えると、特に豪雨をもたらす水蒸気の多くは
高度 500m 以下からもたらされることを示唆してい
る。

Wmax に対する雲底高度の出現率を図 4.1.4 のピ
ンクの等値線で示す。この数値は積乱雲の存在割合
を示すが、Wmax が小さい場合（< 2 m s-1）は雄大
積雲、乱層雲や衰退期の積乱雲等も含まれていると
考えられ、その影響で 1km 以上に雲底高度が現れ
る割合が多くなっている。Wmax が小さい場合、陸
上の方が海上よりも出現率が高く、Wmax が大きく
なると逆に海上の方が陸上よりも出現率が高くなっ
ている。また、Wmax > 1 m s-1 では出現率が 1～4%
であるが、Wmax > 10 m s-1 になると出現率はその
100 分の 1 程度になり、強い上昇流を持つ発達した
積乱雲はあまり出現しないことを意味している。
雲底高度の季節変化を、1km-CRM が予想した
80% の雲底高度が含まれる層の上端高度の月変化
（図 4.1.5）から見てみる。80% の雲底高度が含ま
れる層の季節変化は、Wmax が小さい場合には
500m 程度の変動はあるが、Wmax が大きい場合（>
5 m s-1）にはその変動は非常に小さい。また、2007
年～2010 年についても同様に調査したところ、雲底
高度の出現特性については 2008 年とほぼ同じ結果
（図略）がえられ、雲底高度の年変化も非常に小さ
いことがわかった。これらのことは、梅雨期・暖候
期に豪雨発生を診断的に予測するためには下層水蒸
気場として常に高度 500m 付近を着目すべきことを
示唆している。なお、着目すべき場所は予報官の受
け持つ予報区分領域ではなく、その下層風上側の領
域であり、内陸部であれば谷沿いに暖湿流が流入し
てくる風上の海上領域の高度 500m 付近の水蒸気場
をみればよいことになる。
今までは豪雨発生を判断する下層水蒸気場として、

ショワルターの安定指数（SSI）を代表例に 850hPa
面が研究分野だけでなく、予報の現業でも重視され
てきた。ここでは下層水蒸気場としては高度 500m
付近（～950hPa）を見るべきであることを統計的
に示したが、850hPa 面については言及していない。
高度 500m と 850hPa 面の相当温位との関係につい
ては加藤（2009）が客観解析データや高層観測デー
タを用いて調査しており、850hPa 面の相当温位は
高度 500m の相当温位が高くても必ずしも高くなく、
850hPa 面は全く下層水蒸気場を表現していないこ
とが統計的に示されている。逆に、850hPa 面の水
蒸気場は主として対流活動の結果であり、豪雨の要
因を示すものではないことも示されている（詳細に
ついては、加藤（2011）を参照）。また、950hPa
面ではなくて高度 500m を使う理由は、地表面に近
い情報を利用するときに高度が変動することが好ま
しくないためである。すなわち、発達した低気圧や
台風の周辺では 950hPa 面は地表面付近になるだけ
でなく、950hPa 以下に発達した台風においては、
950hPa 面の存在しない領域が出てくるためである。

4.1.4 豪雨発生の目安となる相当温位の値
豪雨発生を診断的に予測するための下層水蒸気場
としては、相当温位が高いほど積乱雲が発生・発達
しやすいので、相当温位で判断するのが一番容易で
ある。そこで、その目安を見出すために、前項同様
に 1km-CRM の結果から雲底高度での相当温位に
ついて統計的に調査した。相当温位は保存量である
ため、下層から積乱雲の雲底高度まで持ち上げられ
た気塊の相当温位の値が下層水蒸気場として着目す

図 4.1.6 陸上での 1km-CRM の鉛直コア内の最大上昇流（Wmax）に対する 2008 年 6 月（左図）と 7 月（右
図）の雲底高度での相当温位（Cloud-bottom PTE）の出現頻度分布（Wmax 毎に最大値で規格化し、暖色系
ほど出現率が高い）。統計領域は九州・四国付近。ピンクの等値線は Wmax に対する雲底高度の出現率を示す。
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べき目安となる。
2008 年 6 月と 7 月の九州・四国付近の陸上を例
に、1km-CRM が予想した雲底高度での相当温位の
値（図 4.1.6）を見てみると、Wmax が大きくなる
にしたがって相当温位の値も大きくなっている。こ
れは、強い上昇流を持つ発達した積乱雲ほど、それ
を作り出した下層気塊が持つ相当温位の値が高いこ
とを意味する。言い換えれば、流入する気塊の相当
温位が高いほど積乱雲が発達できることを示してい
る。具体的に Wmax が 10.0 m s-1 以上の発達した
積乱雲の場合、6 月では流入する気塊の相当温位が
345K 以上、7 月では 355K 以上のときに多く現れて
いることがわかる。それらの値は、豪雨を診断的に
予測するときに下層水蒸気場としての相当温位の目
安として利用できる。なお、7 月に相当温位の値が
大きくなる主な要因は海面水温の上昇である。
ここで示したのは 2008 年 6 月と 7 月の九州・四
国付近での目安となる値であるが、2007 年～2010
年の統計結果でもほぼ同じ値を示したので、西日本
の梅雨期である 6 月では 「高度 500 m での 345 K
以上の相当温位」、7 月では「高度 500 m での 355 K
以上の相当温位」を診断的予測での豪雨発生のため
の必要条件とみることができそうである。しかし、
これらの値は必要条件であって、十分条件ではない
ため、そのような値が観測されたり予想されたりし
た場合でも豪雨が発生するとは限らないので、注意
して欲しい。

4.1.5 今後の豪雨発生の必要条件抽出の試み
今後、診断的予測グループでは、前節で述べた下
層（高度 500m）の相当温位だけでなく、中層の相
対湿度および温度・鉛直方向の風速差などから考え
られる診断的予測で用いるべき豪雨発生の必要条件
の抽出を試みる。このような試みを行い、多くの必
要条件を抽出することで、少しでも豪雨発生の必要
十分条件に近づけることを目指している。また、九
州・四国付近だけでなく、日本列島の地域による違
いについても調査し、メソ解析や全球解析などを用
いて必要条件が与えられたときにどの程度豪雨が発
生しているかについても調べる予定である。それら
の調査結果にもとづき、豪雨事例のデータベースを
作成することになっている。
なお、高度 500m の情報（相当温位、水蒸気フラ
ックスなど）については、2010 年度中に統合ビュー
ワで表示可能となるので、利用して頂きたい。
参考文献
加藤輝之, 2009: 下層水蒸気場を表現する高度につ
いて～気圧面から絶対高度の気象学へ～, 日本気
象学会 2009 年度春季大会予稿集, B303.
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࡚㔜せ࡞ࡿࠋᅵተ ᗘࡸᅵተỈศࡢゎᯒ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ㏆ᖺࠊ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡸᆅୖほ ࢆ⏝࠸ࡓ㝣㠃ࢹ࣮
ࢱྠࡢ◊✲ࡀḢᕞࢆࡣࡌࡵࡋ࡚┒ࢇ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸦Drusch et al. 2009; Bruce 2009࡞㸧ࠊ
Ẽ㇟ᗇෆࡸ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃࠊᐇ⏝ࡣࡲ
ࡔᢏ⾡ⓗ࡞ㄢ㢟ࡀከ࠸ࠋ✚㞷῝ࠊࡲࡓࡣ✚㞷ᇦࡢゎ
ᯒ ࡣᚑ᮶ࡽ ⾜ࢃࢀ࡚࠾ ࡾࠊ᭱㐺ෆ ᤄἲ㸦୰ᮧ
2009㸧ࡸಟṇἲ㸦Drusch et al. 2004㸧ࠊほ ᐦᗘ
ᛂࡌ࡚➨୍᥎ᐃ್ࡸゎᯒᡭἲࢆษ᭰࠼ࡿ᪉ἲ
㸦Schraff and Hess 2003㸧࡞ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡁ⏝ࡍࡿ➨୍᥎ᐃ್ࡢရ㉁ࡶ✚㞷≧ែ
ࢆゎᯒࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣓ࢯᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ✚㞷ᇦゎᯒ㸦✚㞷
῝ࡣゎᯒࡋ࡚࠸࡞࠸㸧࡛ࡣࠊ➨4.2.4㡯࡛㏙ࡿࡼ࠺
ಟṇἲࡤࢀࡿᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ➨୍᥎ᐃ
್ࡋ࡚ࡣ✚㞷࡞ࡋࡋ࡚࠸ࡿࡇ┦ᙜࡍࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊほ ᐦᗘࡀ࡞ᆅᇦ࡛✚㞷ࡀほ ࡉࢀࡿࠊ
✚㞷ᇦࡀ࿘ᅖᗈࡀࡾࡍࡂࠊẼ ࡢண ࡀࡁࡃእ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࡓࡧࡓࡧぢࡽࢀࡿࠋᅗ4.2.1ࡣ2009
ᖺ1᭶9᪥15UTC࠾ࡅࡿࠊ࣓ࢯࣔࢹࣝ㸦MSM㸧ᆅ
⾲㠃✀ูࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋἙཱྀ†࡛✚㞷ࡀほ ࡉࢀࡓ
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊ✚㞷ᇦゎᯒ࡛ࡣఀ㇋༙ᓥࡢ㒊ࡲ࡛
✚㞷ᇦࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ4.2.2ࡣMSMࡼࡿᚚẊ
ሙࡢẼ ண ࡢ⣔ิ࡛࠶ࡿࠋᆅ⾲㠃ࡀ✚㞷࡛࠶ࡿ


Ặᐙᑗᚿ࣭ⲡ㛤ᾈ

116

ࠊ㝣㠃ࡼࡾࡶࡉࡽ⇕ᐜ㔞ࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ࣮ࣝࢳ
ࣥMSM࡛ࡣ᪥ἐ௨㝆ࠊᛴ⃭Ẽ ࡀపୗࡋࠊほ
ࡢᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᆅ⾲㠃✀ูࡢ✚
㞷ᇦࢆࡍ࡚㝣ࡋࡓឤᗘᐇ㦂㸦ᅗ4.2.2ࡢ㟷⥺㸧࡛
ࡣᛴ⃭࡞Ẽ ࡢపୗࡀぢࡽࢀࡎࠊほ ࡉࢀࡓẼ ࡢ
ኚ㏣㝶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊᛴ⃭࡞Ẽ ప
ୗࡣ✚㞷ᇦࢆᐇ㝿ࡼࡾᗈࡆࡍࡂ࡚ゎᯒࡋࡓࡓࡵ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊMSM࡛ࡣࠊ✚㞷ᇦࡣணሗᮇ㛫
୰ኚࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ✚㞷ᇦゎᯒࡢᙳ㡪ࡣணሗᚋ༙
ࡶᣢ⥆ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㐺ษ࡞✚㞷ᇦゎᯒࢆ⾜࠺
ࡣほ ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⰋ࠸➨୍᥎ᐃ್ࡢሗࡶᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ⾲㠃≧ែࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭἲࡋ࡚ࠊほ ࢹ࣮ࢱࡸ
Ẽࡢゎᯒ್ࢆᙉไຊࡋ࡚࠼࡚㝣㠃ࣔࢹࣝࢆ
㥑ືࡍࡿ࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ゎᯒࡤࢀࡿᡭἲࡀ࠶
ࡿ㸦Ẽ┦స⏝ࡋ࡞࠸࠸࠺ព࠾࠸࡚ࠕ࢜
ࣇࣛࣥࠖࡤࢀࡿ㸧ࠋࡇࡢᡭἲࡣᩘ್ணሗࣔࢹ
࡛ࣝ⏝࠸ࡽࢀࡿ᪤Ꮡࡢ㝣㠃ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵࠊ㝣
㠃ࢹ࣮ࢱྠẚ⡆౽࡛࠶ࡿࡇࡀⅬ࡛࠶ࡿࠋ
࢜ࣇࣛࣥࣔࢹࣝࡢ⏝ࡋ࡚ࡣᅵተỈศࡢ᥎
ᐃᡭἲࡸ᪭㨧㸦ࢇࡤࡘ㸧┘ど⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣓ࣜ࢝ࡢNLDAS㸦North American Land Data
Assimilation System, Mitchell et al. 2003㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣᏘ⠇ணሗࡢ㝣㠃ึᮇ್㸦ᚨᗈ2002㸧ࡸ
㛗ᮇゎᯒ࠾ࡼࡧẼೃࢹ࣮ࢱྠࢧࢡࣝ࠾࠸
࡚࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ㝣㠃࣭✚㞷ゎᯒࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᩘ್ணሗㄢ࡛ࡣ࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ࣔࢹࣝࡢ
ሗࢆ✚㞷ᇦゎᯒࡢ➨୍᥎ᐃ್ࡋ࡚ࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢึᮇ್࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎ࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ࣔࢹࣝࡢᴫせ
ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋḟࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ
㒊ቃ⏺᮲௳ࡋ࡚ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ✚㞷ᇦὀ
┠ࡋ࡚ࠊ࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ࣔࢹࣝࡼࡿ✚㞷ண ࡢ⢭
ᗘࢆ♧ࡋࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ✚㞷ᇦゎ
ᯒࡢ⏝ࠊணሗࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

㻠㻚㻞㻚㻞㻌 䜸䝣䝷䜲䞁㝣㠃䝰䝕䝹䛾ᴫせ

䠄㻝䠅㝣㠃䝰䝕䝹㻌
㛤Ⓨ⏝࠸ࡿ㝣㠃ࣔࢹࣝࡣࠊẼ㇟ᗇ㠀㟼ຊᏛࣔࢹ
ࣝ࡞ࡽࡧ⌫ࣔࢹࣝ࢜ࣉࢩࣙࣥࡋ࡚ᐇࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㝣㠃ࣔࢹࣝSiB0109㸦Ἠ࣭୕ᾆ2008ᖹ
࣭ᇼ⏣2009㸧ࡢ࢜ࣇࣛࣥ∧㸦௨ୗࠊ࢜ࣇࣛ
ࣥSiB㸧࡛࠶ࡿࠋMSM࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅ⾲㠃㐣⛬㸦ཎ
2008㸧ࡢẚ㍑ࢆ⾲4.2.1 ♧ࡍࠋSiB0109ࡣ
Sellers et al.㸦1986㸧ࡢ⡆᳜᫆⏕ࣔࢹࣝࢆࡶࠊ
✚㞷ࣔࢹࣝࡢᑟධࠊ㒊ศ㞷ࡢ⪃៖ࠊᅵተỈศࡢ┦ኚ
ࡢ⪃៖ࠊᅵተ ᗘࡢணሗࡢከᒙࣔࢹࣝ࡞ࡢኚ
᭦ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Hirai et al. 2007㸧ࠋ















ᅗ 4.2.2 2009 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥ 15UTC ึᮇ್ࡢᚚẊሙ㸦㟼

ᅗ 4.2.1 2009 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥ 15UTC ࠾ࡅࡿᆅ⾲㠃✀ูࠋ
ᒸ┴㸧࠾ࡅࡿࠊ⊃㡿ᇦ MSM㸦102102 ᱁Ꮚ㸧ࡼ
 Ⰽࡣࡑࢀࡒࢀ⥳㸸ᾏࠊỈⰍ㸸㝣ࠊ㯤Ⰽ㸸㞷ࢆ♧ࡍࠋ㟷
ࡿẼ ࡢ⣔ิࠋ⥳㸸ほ ࠊ㉥㸸࣮ࣝࢳࣥ MSM ྠ
 㯮ࡢᅄゅࡣࡑࢀࡒࢀ✚㞷῝ 5cm ௨ୖࠊ1cm ᮍ‶ࡀ
ࡌタᐃࠊỈⰍ㸸✚㞷ᇦࢆ㝣⨨ࡁ࠼ࡓᐇ㦂
 ほ ࡉࢀࡓᆅⅬࢆ♧ࡍࠋ✚㞷῝ࡀ 1cm ௨ୖ 4cm ௨ୗ
ࡢᆅⅬࡣ✵㛫௦⾲ᛶࡀప࠸ࡳ࡞ࡋࠊ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋ



⾲ 4.2.1 MSM ࡢᆅ⾲㠃㐣⛬ SiB0109 ࡢẚ㍑

MSM
SiB0109

᳜⏕ࡢᢅ࠸
ẼᏍᢠࡢࡳ⪃៖
᳜⏕ࣔࢹࣝࢆゎࡃ
ᅵተ ᗘ
⇕ᣑᩓࣔࢹࣝ
⇕ᣑᩓࣔࢹࣝ

ᅵተỈศ
ᙉไඖἲ
3 ᒙᣑᩓࣔࢹࣝࠊ┦ኚࢆ⪃៖

✚㞷
ᆅ⾲㠃✀ูࡋ࡚࠼ࡿ
✚㞷ࣔࢹࣝࢆゎࡃ


SiB0109ࡣ᳜⏕ࣔࢹࣝࠊ
✚㞷ࣔࢹࣝࠊᅵተࣔࢹ
࡛ࣝᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᳜⏕ࣔࢹࣝࡣSellers et al.
㸦1986㸧ࡰ‽ᣐࡋ࡚࠾ࡾࠊ᳜≀ࡢᩓࡸⴥ㠃
ࡓࡲࡗࡓỈࡢⓎࠊẼᅵተ᳜⏕㛫ࡢ⇕Ỉࡢ
࡞ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅵተࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ⇕ࡘ࠸
࡚4ᒙࠊỈࡘ࠸࡚3ᒙࡢᣑᩓࣔࢹࣝࢆゎ࠸࡚࠾ࡾࠊ
ᅵተỈศࡢᾮయᅛయ㛫ࡢ┦ኚࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ✚㞷
ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ㞷 ᗘࢆ⇕ᣑᩓ᪉⛬ᘧ࡛ゎࡃࠋỈ㛵
ࡋ࡚ࡣ㝆Ỉࡼࡿ᪂㞷ᒙࡢᙧᡂࡸࠊ✚㞷ᒙ㛫ࡽᅵ
ተࡢᾐ㏱ࡲ࡛ࡢỈࡢ⛣ືࢆィ⟬ࡍࡿࠋࡲࡓ✚㞷ᒙ
ࡢᒙᩘࡣ✚㞷ࡢ㉁㔞ᛂࡌ࡚ࠊ᭱4ᒙࡲ࡛ኚࡍ
ࡿࠋ

䠄㻞䠅Ẽᙉไ㻌
ᅗ 4.2.3 SiB0109 Ẽᙉไຊࡢᴫᛕᅗࠋᅗ୰ࡢ▮༳ࡣእ
㒊ᙉไࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࢆ⾲ࡍࠋ
 㝣㠃ࣔࢹࣝࢆ㥑ືࡍࡿࡣࠊẼࡢቃ⏺᮲௳ࢆ
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢቃ⏺᮲௳ࡋ࡚࠼ࡿẼࡢ
ྥࡁ㛗Ἴᨺᑕࣇࣛࢵࢡࢫࡣࠊほ ࢆࡋ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀ
ሗࡣࠊ
ࠕẼᙉไࠖࡤࢀࡿࠋ㝣㠃ࣔࢹࣝẼ
㤋㔝ࡢ1ᆅⅬࡢࡳ࡛㠃ⓗ༑ศ࡞ࡓࡵࠊMSMࡢண
ᙉไࡢᴫᛕᅗࢆᅗ4.2.3♧ࡍࠋẼᙉไࡣ୍᪉ⓗ
ሗ್ࢆ࠼ࡿࠋ㝆Ỉ㔞ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏᇦࡣゎᯒ㞵㔞
㝣㠃ࣔࢹࣝ࠼ࡽࢀࠊ㝣㠃ࣔࢹࣝࡢኚࡶ࡞
ࢆ࠼ࠊࡑࢀ௨እ࡛ࡣMSMࡢணሗ್ࢆ࠼ࡿࠋ㝆
ࡗ࡚ࠊᙉไࡀኚࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋᮏ⠇࡛ᢅ࠺Ẽ
Ỉࡢ㞵㞷ุูࡣࠊMSMࡢண㝆Ỉ㔞ࡀゎᯒ㞵㔞ࡢ
ᙉไࡋ࡚ࠊ㢼Ẽ ࡣẖẼゎᯒࡽ࠼ࡿࠋ
1/2௨ୖ࡞ࡿሙᡤ࡛ࡣࠊMSM࡛ணࡉࢀࡓ㝆Ỉ✀
ୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕࣇࣛࢵࢡࢫࡣࠊ᪥ᮏᇦ࡛ࡣ࣓ࢲࢫ
ูࡀጇᙜ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋ࡚ࠊMSMࡢணሗ್ࡢ㞷Ỉ
ࡢ᪥↷㛫ࢆᅇᖐᘧࡼࡗ࡚᪥ᑕ㔞ኚࡋࡓࡶࡢ
ẚࡽุูࡋࡓࠋMSMࡢண㝆Ỉ㔞ࡀᑡ࡞࠸ሙᡤ
ࢆ࠼ࠊࡑࢀ௨እ࡛ࡣMSMࡢணሗ್ࢆ࠼ࡿࠋୗ
࡛ࡣࠊẖẼゎᯒࡢᆅୖẼ ࡀ0Υ௨ୗ࡛㞷ࠊࡑ
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ࢀ௨ୖ࡛ࡣ㞵ุูࡋࡓࠋ

㻠㻚㻞㻚㻟㻌 ᳨ド
࢜ࣇࣛࣥࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࢆ✚㞷ᇦゎᯒࡢ➨୍᥎ᐃ
್ࡋ࡚࠺ࡓࡵࡣࠊ࢜ࣇࣛࣥࣔࢹࣝࡀࡢࡃ
ࡽ࠸ࡢ⢭ᗘࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋゎ
ᯒࡣ᱁ᏊⅬࢹ࣮ࢱࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊᆅⅬࡢ᳨ド
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᗈᇦⓗ࡞᳨ドࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ≉✚㞷
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ✚㞷ࡢ᭷↓ࡢሗࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
✚㞷῝ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ✚㞷ᇦ㸦✚㞷ࡢᗈࡀࡾ㸧ࡢ᳨ド
ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ୍⯡ࠊ㝣㠃ࣔࢹࣝࡢホ౯࠾࠸࡚
ᅔ㞴࡞Ⅼࡣࠊ᳨ドᚲせ࡞ほ ࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࡛࠶ࡿࠋᅵተ ᗘࡸᅵተỈศ࡞ࡣࠊ◊✲⏝ほ
ࡋ࡚࠸ࡿᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿ㸦Hirai et al.
2007㸧࡞ࠊ᳨ドሙᡤࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㝣㠃ࣔࢹ
ࣝࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋࡋࠊ✚
㞷῝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅୖẼ㇟ほ ࡸ࣓ࢲࢫ࡛ほ ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ✚㞷ᇦࡘ࠸࡚ࡣ⾨ᫍほ ࡢࣉࣟ
ࢲࢡࢺࡀ⏝࡛ࡁࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊᗈ⠊ᅖ࡛ࡢ᳨ドࡀ
⾜࠼ࡿࠋ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡣᗈ࠸⠊ᅖ࡛ほ ࡛ࡁࡿ㠃ࠊ
ࣉࣟࢲࢡࢺࡢ≉ᛶࡸ⢭ᗘࡣὀពࡋ᳨࡚ド⏝ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊẼ㇟ᗇ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿ࣐
ࢡࣟἼ࣓࣮ࢪࣕSSM/Iࢆ⏝࠸ࡓ✚㞷ᇦࣉࣟࢲࢡࢺ
㸦᧯㔝 2001㸧ࡢ᪥ᮏᇦ࡛ࡢ㐺୰⋡ࡣᏘ⠇ࡶࡼࡿ
ࡀ60%㹼70%䚸ぢ㏨䛧⋡䛜20㹼30%ࠊ✵ࡾ⋡ࡀ10%
⛬ᗘࠊ✵ࡾࡼࡾࡶぢ㏨ࡋࡀከ࠸ഴྥ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ✚㞷ࢹ࣮ࢱ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅୖẼ㇟ほ ࠊ
࣓ࢲࢫࡀ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡢせ⣲ᑐࡋ࡚ẚ
㍑ⓗ᳨ドࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ࣓ࢲࢫほ ࡢᒁ
ᡤᛶࡢᙉࡉࡸࠊ✚㞷ࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿᆅⅬࡢศᕸࡀከ
㞷ᆅᖏ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࠊほ ᐦᗘᆅᇦᕪࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᗈ࠸㡿ᇦ࡛ᖹᆒⓗ࡞᳨ドࢆ⾜࠺ሙ
ྜࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡸほ ࢹ࣮ࢱࡢᣢࡘ✵㛫௦⾲ᛶࡶ
ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏ⠇࡛ࡣ✚㞷῝࣭✚㞷ᇦࡢ᳨ドࡣᆅୖẼ㇟ほ
࣓ࢲࢫࡢ✚㞷῝ࢆ⏝ࡋࡓࠋSSM/Iࡢ✚㞷ᇦࢹ
࣮ࢱ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ๓㏙ࡢഴྥࢆ⪃៖ࡋࠊ᳨ドࡣ⏝
࠸࡞ࡗࡓࠋ

⛶ෆ

⛅⏣

㑣㡲


ᅗ 4.2.4 ࣓ࢲࢫ✚㞷῝㸦㉥㸧࢜ࣇࣛࣥ SiB ✚㞷῝
㸦⥳㸧ࡢ⣔ิ㸦ᆅⅬࡣୖࡽ⛶ෆࠊ⛅⏣ࠊ㑣㡲㸧
ࠋᮇ㛫
ࡣ 2009 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼2010 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ࠋ⦪㍈ࡣ✚㞷῝
㸦cm㸧ࢆ⾲ࡍࠋ


ࡢᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⛶ෆࡣ2009ᖺ12᭶19᪥๓
ᚋࡢ✚㞷῝ࡢ1ᗘ┠ࡢࣆ࣮ࢡࡲ࡛ࡣほ ್ࡰ
୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ௨㝆ࡣ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢィ⟬
⤖ᯝࡀ㐣ᑠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑣㡲ࡶ⛶ෆྠᵝࠊ✚㞷
῝ࡢቑຍࡘ࠸࡚ࡣほ ್ࡼࡃྜࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊῶ
ᑡഴྥࡣ⛶ෆࡣ㏫࡛ࠊ࢜ࣇࣛࣥSiBィ⟬⤖ᯝ
ࡀ㐣࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚㞷῝ࡀࡢࡼ࠺࡞ኚ
ഴྥࢆᣢࡘㄪࡿࡓࡵࠊᾏ㐨ࠊᮾࠊ㛵ᮾ
ᆅ᪉ࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࢲࢫ✚㞷ほ Ⅼ࠾ࡅࡿ࢜ࣇ
ࣛࣥSiBィ⟬⤖ᯝࢆほ ್ẚ㍑ࡋࡓࠋᅗ4.2.5ࡣࠊ
࣓ࢲࢫ࡛✚㞷ࢆほ ࡋጞࡵࡓ㛫ࢆጞⅬࡋ࡚ࠊ
࣓ࢲࢫ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚㞷῝ࢆ2ḟඖⓗࣉ
ࣟࢵࢺࡋࠊࡑࡢ㌶㊧ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗࡢᑐゅ
⥺ୖ㸦㯮ኴ⥺㸧㌶㊧ࡀࡢࢀࡤࠊほ ್୍⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࢆ⾲ࡍࠋᮾࡸ㛵ᮾࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌶㊧ࡢ
༙ࡣᑐゅ⥺ࡼࡾࡶୖࢆ㏻ࡗ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢᆅⅬ࠾
࠸࡚࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚㞷῝ࡀ㐣࡛࠶ࡿࡇࢆ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗࡣ┬␎ࡍࡿࡀࠊ㝣ࡸᒣ㝜࡞࡛ࡶྠ
ᵝ࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸧ࠋᾏ㐨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣇࣛ
ࣥSiBࡀ㐣࡞ࡿࡶࡢ㐣ᑡ࡞ࡿࡶࡢࡀྠ➼
Ꮡᅾࡋࠊ᫂░࡞ഴྥࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

䠄㻝䠅ᆅⅬ᳨ド㻌
 ࡲࡎࠊ✚㞷῝ࡢ᳨ドࢆ࣓ࢲࢫࡢ✚㞷ほ ᆅⅬࡈ
⾜ࡗࡓࠋᅗ4.2.4ࡣ⛶ෆࠊ⛅⏣ࠊ㑣㡲࠾ࡅࡿ✚
㞷῝ࡢ࣓ࢲࢫほ ್㸦㉥⥺㸧࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ
ィ⟬⤖ᯝ㸦⥳⥺㸧ࢆ⣔ิ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ✚
㞷῝ࡢቑῶࡢഴྥࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢᆅⅬ࠾࠸࡚ࡶ
ほ 㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ㔞ⓗࡳࡿࠊ⛅⏣࡛ࡣほ
್ࡰ㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡼ࠸ணࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋࠊ⛶ෆ㑣㡲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✚ࡶࡾጞࡵࡣ୍⮴ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ✚㞷῝ࡀῶᑡഴྥ࠶ࡿࡁほ ್
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㻌
㻌
㻌
㻌
ᾏ㐨
ᮾ
㛵ᮾ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ4.2.5 ࣓ࢲࢫ✚㞷῝࢜ࣇࣛࣥ SiB ✚㞷῝ࡢ㛫ኚࡢ㌶㊧㸦㡿ᇦࡣᕥࡽᾏ㐨ࠊᮾࠊ㛵ᮾ㸧
ࠋᮇ㛫ࡣ
㻌 2009 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼2010 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ࠋ㌶㊧ࡣࠊ࣓ࢲࢫ✚㞷῝ࡀ
㻌
0 ௨ୖ࡞ࡗࡓࢆጞⅬࡋࠊࡧ࣓ࢲࢫ
㻌 ✚㞷῝ࡀ 0 ࡞ࡿࡲ࡛ࢆ⥺࡛⤖ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ࢚ࣜࡢ࣓ࢲࢫᆅⅬࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋᶓ㍈ࡣ࣓ࢲࢫ
㻌
✚㞷῝㸦cm㸧
ࠊ⦪㍈ࡣ࢜ࣇࣛࣥ
SiB
✚㞷῝㸦cm㸧ࢆ⾲ࡍࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠄㻞䠅ᆅᇦ᳨ド㻌
㻌 ࡇࡇ࡛ࡣᆅᇦࡈࡢ✚㞷ᇦࡢ≉ᛶࢆㄪࡿࡓࡵࠊ 㻌
㻌
㡿ᇦࢆᅗ4.2.6䛾ࡼ࠺ศࡋ࡚✚㞷ᇦࡢ᳨ドࢆ⾜
㻌
ࡗࡓࠋ᳨ド᱁Ꮚࡘ࠸࡚ࡣ40kmタᐃࡋࠊ✚㞷῝
㻌
ࡀ5cm௨ୖ  ࡢᆅⅬࡲࡓࡣ᱁Ꮚࢆ✚㞷࠶ࡾࡳ࡞ࡋ
㻌
࡚✚㞷⿕そ⋡ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
㻌
㻌
㸦✚㞷࠶ࡾࡢᆅⅬࡲࡓ ࡣ᱁Ꮚᩘ㸧
㸦✚㞷⿕そ⋡㸧㸻
㸦㡿ᇦෆࡍ࡚ࡢᆅⅬ ࡲࡓࡣ᱁Ꮚᩘ㸧
㻌
㻌
㻌
㻌 ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ᱁Ꮚࠊ✚㞷ほ ࡢศᕸࡣᐦᗘ
㻌
ᕪࡀ࠶ࡿࡇࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ

㻌
ࣔࢹࣝࡢ᱁Ꮚࡽ᳨ド᱁Ꮚ┤᥋ኚࡋࡓሙྜࠊ
ᅗ 4.2.6 ᳨ド᱁Ꮚ㸦40km㸧ᆅᇦྡࠋᆅᇦࡣኳೃࡢࡲ
㻌
ࣔࢹࣝࡢ᱁Ꮚࢆほ Ⅼෆᤄࡋࡓ࠶ࠊ᳨ド᱁Ꮚ
ࡵࡸࠊ⯡ணሗ࡛ࢃࢀࡿ༊ศࢆࡶసᡂࠋࡓࡔ
㻌 ࡋࠊす᪥ᮏኴᖹὒഃἈ⦖࣭⨾ࡣ✚㞷ほ ᩘࡀ㠀ᖖ
ኚࡋࡓሙྜ㸦ࡘࡲࡾࠊࢧࣥࣉࣝᩘࢆ࢜ࣇࣛࣥSiB
㻌 ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ᳨ドᑐ㇟ࡽእࡋࡓࠋ
ほ ࡛ྜࢃࡏࡿ㸧ሙྜࡢ2✀㢮ࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ

㻌
ᅗ4.2.7ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ࡢ✚㞷⿕そ⋡ࡢ⣔ิ
ࡃࠊᐇ㝿࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ⼥㞷ࡀ㐜ࡃࠊ✚㞷ᇦࡀ
࡛࠶ࡿࠋ✚㞷ᙧᡂࡽࣆ࣮ࢡࡢ㛫ࡣࠊ᪥ᮏࡸᮾ᪥
㐣ከ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࡢ᪥ᮏᾏഃ࡛ࡣኚືࢆⰋࡃ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ᪥ᮏ
㻌
ࡢኴᖹὒഃࡸす᪥ᮏࡢ᪥ᮏᾏഃ࡛ࡣࠊ᳨ド᱁Ꮚࡢ
ኚ᪉ἲࡼࡗ࡚⿕そ⋡ࡤࡽࡘࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ
䠄㻟䠅✚㞷㐣⛬䛻╔┠䛧䛯ឤᗘᐇ㦂㻌
࠾࠾ࡴࡡኚືࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ3᭶୰᪪௨
 㸦1㸧
ࠊ
㸦2㸧࡛ᚓࡽࢀࡓࡼ࠺࡞✚㞷῝ࢆ┤᥋࣓ࢯᩘ
㝆ࡢ⼥㞷ᮇࡉࡋࡿࠊほ ẚࠊ࢜ࣇࣛ
್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ✚㞷ᇦゎᯒࡢධຊࡋ࡚ᑟධࡋࡓ
ࣥSiBࡣ⿕そ⋡ࡢῶᑡࡀ⦆ࡸ࡛࠶ࡿࠋ䠄1䠅ࡢᆅⅬ᳨
ሙྜࠊᐇ㝿ẚ࡚ᗈ⠊ᅖࡢ✚㞷ᇦ࡞ࡿࡇࡀண
ド࡛ぢࡽࢀࡓഴྥࡀᆅᇦⓗぢ࡚ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡉࢀࠊᆅୖẼ ࡢணሗ⢭ᗘࢆᝏࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ
ࡢ≉ᚩࡣ⼥㞷ᮇ࡞ࡾ✚㞷ほ ᆅⅬᩘࡀῶᑡࡍࡿ๓
࠶ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ✚㞷ᇦゎᯒ࡛ࡣほ ࢹ࣮ࢱ
ࡽぢࡽࢀࠊࡲࡓ᳨ド᱁Ꮚࡢኚᡭἲࡼࡽࡎ⌧
ࡶ⪃៖ࡉࢀࡿࡀࠊⰋ࠸✚㞷ᇦゎᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࡶࠊ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ⢭ᗘࡢᝏࡣࣔࢹࣝ
➨୍᥎ᐃ್ࡢ㉁ࢆⰋࡃࡍࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
ほ ࡛ࢧࣥࣉࣝᩘࡀ␗࡞ࡿࡇࡼࡿᙳ㡪࡛ࡣ࡞
࡛ࠊ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚㞷῝ࡀῶᑡഴྥほ 
ẚ࡚㐣ண࡞ࡿⅬࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࠊ✚㞷ࣔ
ࢹࣝࡢᨵⰋࢆヨࡳࡓࠋ࢜ࣇࣛࣥSiB⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
2 ⌧⾜ࡢ✚㞷ᇦゎᯒ࡛ࡣࠊ
⌫✚㞷῝ゎᯒࢆㄞࡳ㎸ࢇࡔ㝿
࡚࠸ࡿ✚㞷ࣔࢹࣝ࠾࠸࡚ࠊ✚㞷ࡀῶᑡࡍࡿ࣓࢝ࢽ
ࠊ✚㞷ᇦࡢ᭷↓ࡢ㜈್ࢆ 5cm ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ
ࢬ࣒ࡣ͆ᅽᐦ͇͆⼥ゎ͇࡛࠶ࡿࠋᅽᐦࡣࠊ✚㞷ࡀ
࠶ࢃࡏࡓࠋ
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ࣥSiB࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⇕ᣑᩓ᪉⛬ᘧࡢ⇕ఏᑟ⋡ࡣᐦ
ᗘࡢ༢ㄪቑຍ㛵ᩘ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᐦᗘࡀ
ࡁࡃ࡞ࡿ⇕ఏᑟ⋡ࡶ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚⼥ゎ
ࡀ᪩ࡲࡿゝ࠼ࡿࠋᖹ࣭ᇼ⏣㸦2009㸧࡛ࡣࠊ᪂㞷
ࡢึᮇᐦᗘࡘ࠸࡚࢝ࢼࢲẼ㇟ᒁࡢ㝣㠃ࣔࢹࣝ
CLASSࡢ᪉ἲᲚᕝ㸦1989㸧ࡢ᪉ἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡓ᪉ἲኚ᭦ࡋࠊᅽ⦰⢓ᛶಀᩘࡢỴࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ
᪂㞷ࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣᲚᕝ㸦2006㸧ࢆཧ⪃ࡋ
ࡓಀᩘኚ᭦ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ⇕ఏᑟ⋡ࡢィ⟬ᘧࡘ
࠸࡚ࡣࠊἨ࣭ಖᆏ㸦2000㸧ࡢ᪉ἲࡽDouville et
al.㸦1995㸧ࡢ᪉ἲኚ᭦ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢኚ᭦ࡼࡾࠊ
㞷ᐦᗘࡀቑຍࡋࠊ⼥㞷ࡶಁ㐍ࡉࢀࠊᏘ࠾ࡅࡿ
ẼୗᒙẼ ࡢప ࣂࢫࡀ㍍ῶࡉࢀࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢኚ᭦ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊ᪂㞷࠾ࡅࡿᅽ⦰⢓ᛶ
ಀᩘࡢỴࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᲚᕝ㸦2006㸧ᇶ࡙࠸

⮬㌟ࡢ㔜ࡉ࡛ᅽ⦰ࡉࢀࡿࡇ࡛య✚ࡀῶᑡࡍࡿຠᯝ
࡛࠶ࡿࠋ⼥ゎࡣࠊ᪥ᑕࡸᅵተࡽࡢ⇕ࡼࡾ㞷ࡀ⁐
ࡅࡿࡇ࡛✚㞷ࢆῶᑡࡉࡏࡿࠋ✚㞷ᐦᗘȨsn(k)ࡢண
ሗ᪉⛬ᘧࡣࠊ

wU sn (k )
wt

W (k )

K

U sn (k ) ࠉ

(1)

࡛⾲ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨kᒙࡢᐦᗘࡢ㛫ኚࡣ
✚㞷⾲㠃ࡽ➨kᒙࡢ୰Ⅼࡲ࡛ࡢ㞷ࡢ㔜㔞W(k)ẚ
ࡋࠊ✚㞷ࡢࡘࡪࢀࡃࡉ࡛࠶ࡿᅽ⦰⢓ᛶಀᩘȞ
ẚࡍࡿࠋ✚㞷 ᗘࡢணሗࡣࠊࡲࡎ⇕ᣑᩓ᪉⛬ᘧ
ࢆゎࡁࠊࡑࡢᚋ࡛✚㞷ෆࡢỈࡢ┦ኚࡼࡗ࡚⏕ࡌ
ࡓ₯⇕ࢆຍ࠼ࡿ࠸࠺ὶࢀ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣇࣛ

ᅗ 4.2.7 ᆅᇦูࡢ 5 ᪥ᖹᆒࡢ✚㞷⿕そ⋡ࡢ⣔ิ㸦ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇࠊᕥ⦪㍈㸧ほ ᩘ㸦Წࢢࣛࣇࠊྑ⦪㍈㸧
ࠋ㯮
ᐇ⥺㸸࣓ࢲࢫࡼࡿ✚㞷῝ほ ࠋ㉥ᐇ⥺㸸࢜ࣇࣛࣥ SiB㸦ࣔࢹࣝ᱁Ꮚࡽ᳨ド᱁Ꮚኚ㸧ࠊ㟷ᐇ⥺㸸࢜ࣇ
ࠋ
ࣛࣥ SiB㸦ほ ᆅⅬෆᤄᚋࠊ᳨ド᱁Ꮚኚ㸧
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ࡓಀᩘኚ᭦ࡋࡓᐇ㦂㸦TEST1㸧ࠊTEST1ຍ࠼࡚
᪂㞷ࡢึᮇᐦᗘィ⟬ࢆᖹ࣭ᇼ⏣㸦2009㸧ࡢࡶࡢ
ኚ᭦ࡋࡓᐇ㦂㸦TEST2㸧ࠊࡉࡽTEST2ຍ࠼࡚ࠊ
⇕ఏᑟ⋡ィ⟬ࢆDouville et al.㸦1995㸧ࡋࡓᐇ㦂
㸦TEST3㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ4.2.8ࡣࠊ2009ᖺ6᭶1᪥ࢆ
ึᮇ้ࡋࡓ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢィ⟬⤖ᯝ㸦CNTL㸧
ࠊୖグᘧኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓᐇ㦂㸦TEST1ࠊTEST2ࠊ
TEST3㸧ࡘ࠸࡚ᑐ࣓ࢲࢫ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶
ࡿࠋTEST1࡛ࡣᖹᆒㄗᕪከᑡࡢኚ㸦12᭶19᪥㹼
12᭶21᪥ࡈࢁ㸧ࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊCNTLࡰྠ
ࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀẚ࡚ࠊTEST2࡛ࡣᐇ㦂ᮇ㛫
యࢆ㏻ࡋ࡚CNTLࡼࡾࡶᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᨵၿഴ
ྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋTEST3ࡣTEST2ẚ࡚ࢇኚ
ࡋ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢᐇ㦂ࡽࠊ⌧⾜ࡢ࢜ࣇࣛࣥSiB࡛ண
ࡉࢀࡿ✚㞷῝ࡣࠊ✚㞷ࡢධຊ࡛࠶ࡿ᪂㞷ࡢึᮇᐦᗘ
ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡋࡋࠊ✚㞷
ࡢῶᑡᮇ㛫࡛࠶ࡿ12᭶20᪥௨㝆࡛ࡣࣂࢫࡀ
ࡁ࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊ࢜ࣇࣛࣥSiB࡛✚㞷ࡢῶᑡࡀ㐜
ࢀࡿ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉࡣᏑᅾࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻠㻚㻞㻚㻠㻌 ✚㞷ᇦゎᯒ䜈䛾⏝
ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇᳨࡛ドࡋࡓ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚
㞷῝ィ⟬⤖ᯝࢆࠊ✚㞷ᇦゎᯒ⏝ࡍࡿලయⓗ࡞᪉
ἲࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

䠄㻝䠅⌧⾜䛾䝯䝋ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛡䜛✚㞷ᇦゎ㻌
ᯒ㻌
ࡣࡌࡵࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿࠊ✚㞷

ᅗ4.2.8 ✚㞷῝ࡢᑐ࣓ࢲࢫ᳨ド⤖ᯝࠋᮇ㛫ࡣ 2009 ᖺ
12 ᭶ 1 ᪥㹼12 ᭶ 31 ᪥㸦ᐇ㦂ࡢึᮇ้ࡣ 2009 ᖺ 6
᭶ 1 ᪥㸧
ࠋ
㉥⥺ࡀ CNTLࠊ
㟷⥺ࡀ TEST1ࠊ
⥳⥺ࡀ TEST2ࠊ
ࣆࣥࢡ⥺ࡀ TEST3 ࢆ⾲ࡍࠋୖᅗࡣᖹᆒㄗᕪ㸦cm㸧
ࠊୗ
ᅗࡣᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ㸦cm㸧ࢆ⾲ࡍࠋ
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ᇦゎᯒࡘ࠸࡚ヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
᱁ᏊⅬࢆjほ Ⅼࢆiࡍࡿࠊ࠶ࡿ᱁Ꮚjࡢ✚㞷
ᇦkind㸦j㸧ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ุูࡉࢀࡿࠋࡲࡎࠊほ
Ⅼi࠾ࡅࡿ✚㞷ࡢ᭷↓ࢆุูࡍࡿࠋ


 0 ✚㞷࡞ࡋ
isnow (i ) ®
ࠉ
㸦㸧
1 ✚㞷࠶ࡾ
¯


ḟࠊ᱁ᏊⅬjࡽࡢ㊥㞳rij(km)ᛂࡌ࡚ほ ್
ࡢ㔜ࡳWijࢆỴࡵࡿࠋࡲࡓ㊥㞳ࡀR௨ୖ㞳ࢀࡓⅬࡢ㔜
ࡳࡣࢮࣟࡍࡿࠋࡇࡢࡁࡢRࢆ᥈⣴༙ᚄࡪࠋ
ࡣ㔜ࡳࢆㄪᩚࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛ࠊ⌧ᅾࡣ1ࡋ࡚࠸
ࡿ


1

r ij  R
°
2
ࠉ 㸦㸧
c ij
® 1  D r ij
°

0
r ij t R
¯

c ij
㸦㸧
ࠉ
w ij
¦i c ij


᭱ᚋほ ್ࢆ㔜ࡳࡅᖹᆒࡋࠊ㜈್ࡼࡗ࡚᱁
ᏊⅬ࡛ࡢ✚㞷ࡢ᭷↓ࢆุูࡍࡿࠋ



rsnow ( j )

¦w
i

ij

isnow (i ) ࠉ

㸦㸧
㝣 rsnow ( j )  0 .5
kind ( j ) ®

¯㞷 rsnow ( j ) t 0 .5


࿘ᅖ㸦㊥㞳R௨ෆ㸧✚㞷ほ ࡢ࡞࠸᱁Ꮚࡘ࠸
࡚ࡣ⌫✚㞷῝ゎᯒ㸦Ỉᖹゎീᗘ1°×1°㸧ࡽ✚㞷
ᇦࢆỴࡵࡿࠋ᥈⣴༙ᚄRࡣ60kmࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡣࠊほ ࡼࡿಟṇࡀ᪥ᮏᇦయࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ᥈⣴༙ᚄࢆ༙ศࡍࡿ
ほ ࡼࡿಟṇࡀࡃධࡽ࡞࠸᱁ᏊⅬࡀ⌧ࢀࡿ
㸦ᅗ␎㸧ࠋୖグࡢゎᯒᡭἲࡢሙྜࠊᘧ㸦5㸧ࡽࢃ
ࡿࡼ࠺ࠊᚑ᮶ࡢ✚㞷ᇦゎᯒࡣ➨୍᥎ᐃ್ࡢሗ
ࡀࡃධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊほ ࡢሗࡀࡑࡢ
ࡲࡲゎᯒᫎࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᥈⣴༙ᚄෆ1Ⅼࡔ
ࡅほ ᆅⅬࡀ࠶ࡿሙྜࠊ1km㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ59km
㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊほ ᆅⅬࡢ✚㞷ࡢ᭷↓ࡀࡑࡢࡲࡲ᱁
Ꮚ࡛ࡢ✚㞷ࡢ᭷↓ᫎࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊほ ᐦ
ᗘࡀ࡞ᆅᇦ࡛ࡣࠊ㐲ࡃࡢほ ᆅⅬࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸ
ࡍ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅗ4.2.1ࡢࡼ࠺࡞✚㞷ᇦࡢᗈࡀࡾ
㐣ࡂࡀ⌧ࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ

䠄㻞䠅䜸䝣䝷䜲䞁㻿㼕㻮䛾⏝㻌
ᘧ㸦5㸧➨୍᥎ᐃ್㸦ࡇࡇ࡛ࡣ࢜ࣇࣛࣥSiB

ࡽồࡵࡓ✚㞷ᇦࢆ⏝࠸ࡿࠋ㜈್ࡣ5cmࡋࡓࠋ㸧ࡢ
ሗࢆධࢀࠊ࿘ᅖࡢㄗᕪ㸦ほ ➨୍᥎ᐃ್ࡢᕪ㸧ࡢ
ሗࡼࡗ࡚➨୍᥎ᐃ್isnowgࡀಟṇࡉࢀࡿࡼ࠺
ࡍࡿᘧ㸦5㸧ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ಟṇࡉࢀࡿࠋ


rsnow (j)

isnowg (j)
 ¦ w ij isnow (i)  H (isnowg )

㸦6㸧


i

ࡇࡇ࡛ࠊHࡣ᱁ᏊⅬࡽほ Ⅼෆᤄࡍࡿ₇⟬Ꮚ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊほ Ⅼi ࡛ほ ࠊ➨୍᥎ᐃ್ࡶ
ࠕ✚㞷࠶ࡾࠖࡲࡓࡣࠕ✚㞷࡞ࡋ࡛ࠖ࠶ࢀࡤࠊ࿘ᅖ
ほ ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪࡇࡣ࡞࠸ࠋᘧ㸦5㸧ࡣᘧ㸦6㸧
࡛isnowg㸦j㸧= 0ࠊࡘࡲࡾࠊ➨୍᥎ᐃ್ࡣ࡚ࠕ✚
㞷࡞ࡋ࡛ࠖ࠶ࡿゝ࠸࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ⌧⾜ࡢ✚㞷ᇦゎᯒ࡛ࡣࠊ✚㞷ほ ࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦ
࡛✚㞷ࡀほ ࡉࢀࡿࠊ➨୍᥎ᐃ್ㄗᕪࡀ࠶ࡿ
ࡳ࡞ࡉࢀ࡚✚㞷ᇦࡢಟṇࡀ࿘ᅖࡁࡃᗈࡀࡿࡇ
࡞ࡿࠋಟṇἲࢆ⏝࠸ࡓ✚㞷ᇦゎᯒ࡛ࡣࠊ➨୍᥎ᐃ
್ࢆほ ್࡛ಟṇࡍࡿࡓࡵࠊࡼࡾ㐺ษ࡞✚㞷ᇦ࡞
ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

䠄㻟䠅✚㞷ᇦゎᯒ䛚䜘䜃ணሗ䜈䛾ᙳ㡪㻌
ᅗ4.2.9ࡣᘧ㸦6㸧ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓᆅ⾲㠃✀ู࡛
࠶ࡿࠋከ㞷ᆅᖏ࡛ࡣ✚㞷ᇦࡢศᕸࡣᘧ㸦5㸧ࢆ⏝࠸
ࡓሙྜࡁࡃኚࢃࡽ࡞࠸ࡀఀ㇋༙ᓥ࡛ࡣ✚㞷ᇦ
ࡢᗈࡀࡾࡣᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰㒊ᒣᓅࡸ⣖ఀ
ᒣᆅ࡛✚㞷ᇦࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ➨୍᥎ᐃ್࡛࠶
ࡿ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢᙳ㡪ࡀ⾲ࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊほ ࡀ
࡞࠸㡿ᇦࡢࡓࡵጇᙜᛶࡢุ᩿ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
ᅗ4.2.10ࡣኚ᭦ࡋࡓ✚㞷ᇦゎᯒࢆ⏝࠸࡚ணሗࢆ⾜
ࡗࡓሙྜࡢᚚẊሙ࡛ࡢẼ ࡢ⣔ิ࡛࠶ࡿࠋ✚㞷ᇦ
ࡢᗈࡀࡾࡀᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᙳ㡪࡛ࠊᅗ4.2.2ࡢᆅ⾲㠃
✀ูࡢ✚㞷ᇦࢆ㝣ࡋࡓሙྜࡢឤᗘᐇ㦂㏆࠸ኚ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊẼ ࡢኚࡀほ ㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺✚㞷ᇦゎᯒࡢᨵⰋࡼࡗ࡚ࠊẼ ண ࡢ
⢭ᗘྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡀࠊ✚㞷ᙧᡂᮇ࣭⼥㞷ᮇ࡛ࡢ
ࣥࣃࢡࢺࠊẼୖᒙࡢᙳ㡪࡞ࡢヲ⣽࡞ㄪᰝࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㻠㻚㻞㻚㻡㻌 䜎䛸䜑䛸ᚋ䛾ㄢ㢟
ᆅ⾲㠃≧ែࡢึᮇ್ࡢ᥎ᐃ᪉ἲࡋ࡚ࠊほ ࡉࢀ
ࡿ㝆Ỉ࣭ᨺᑕࡸẼࡢゎᯒ್ࢆᙉไຊࡋࡓࠊ࢜ࣇ
ࣛࣥSiBࡼࡿ㝣㠃ゎᯒࡢᴫせࡘ࠸࡚㏙ࡓࠋ
✚㞷ᇦࡢ᳨ド㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅⅬ⣔ิ࡛ࡳࡿࠊ✚
㞷ࡢᙧᡂ࣭⼥ゎࡢ≉ᚩࢆᴫࡡࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇࡀࢃ
ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ✚㞷῝ࡀῶᑡࡋࡃࡃࠊ≉
⼥㞷ᮇ࡛✚㞷ᇦࡀ㐣ከ࡞ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋឤ
ᗘᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡽࠊ⼥㞷ࡣ✚㞷ࡢᐦᗘࡀࡁࡃᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࠊ✚㞷ࣔࢹࣝ⮬㌟ࡢᨵⰋࡀ
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ᚋᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣇࣛࣥSiB
ࡽฟຊࡉࢀࡿ✚㞷ሗࢆ➨୍᥎ᐃ್⏝࠸ࡓ✚
㞷ᇦゎᯒࢆヨࡳࡓࠋゎᯒᡭἲࡢኚ᭦ࡼࡾࠊከ㞷ᇦ
࡛ࡣゎᯒ⤖ᯝࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ✚㞷ほ
ࡀᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛ࠊ✚㞷ᇦࡢᗈࡀࡾࡍࡂࢆᢚ࠼ࡽࢀ
ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡉࡽࠊಟṇࡋࡓ✚㞷ᇦゎᯒࡢ
⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ணሗࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ✚㞷ᇦࡢᗈࡀࡾࡍ
ࡂࢆᢚ࠼ࡓࡇࡼࡾࠊẼ ࡢண ࡀᨵၿࡉࢀࡿࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⌧ᅾࠊ࢜ࣇࣛࣥSiBࡢ✚㞷ࡢሗࢆ࣓ࢯᩘ್ண
ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ✚㞷ᇦゎᯒᑟධ࡛ࡁࡿࡼ࠺㛤Ⓨࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᚋࡣ㝣㠃ࣔࢹࣝ⮬㌟ࡢᨵⰋࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊ✚㞷῝ࡢゎᯒணሗࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌࡓ➨୍᥎
ᐃ್ࡢ⢭ᗘྥୖࡼࡿ✚㞷ᇦゎᯒࡢᨵⰋࡶᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ✚㞷ࡢせ⣲ࡢࡳࡘ࠸࡚ὀ
┠ࡋࡓࡀࠊẼ ࡢኚືࡣᅵተỈศࡢኚࡶࡁࡃ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ✚㞷௨እࡢせ⣲ࡘ࠸࡚ࡢ
᳨ドࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢜ࣇࣛࣥ㝣㠃ゎᯒࡢᣢࡘሗࢆྍ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 4.2.9 ᅗ 4.2.1 ྠࡌࠋࡓࡔࡋࠊ✚㞷ᇦゎᯒࢆኚ᭦ࡋ
ᅗ
㻌 ࡓࡶࡢࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌ᅗ 4.2.10 ᅗ 4.2.2 ྠࡌࠋࡓࡔࡋࠊỈⰍࡢ⥺ࡣ✚㞷ᇦ
ゎᯒࢆಟṇࡋࡓࡶࡢࢆ♧ࡍࠋ

⬟࡞㝈ࡾMSMࡢึᮇ್ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㛤
Ⓨࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 㝣㠃ゎᯒ࡛ᚓࡽࢀࡿึᮇ್ࡣணሗࣔࢹ࡛ࣝண ࡉ
ࢀࡿ≀⌮㔞ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ᭱⤊ⓗ
ࡣࠊணሗࣔࢹࣝ⮬㌟ࡶ㝣㠃ゎᯒྠࡌ㝣㠃ࣔࢹ
ࣝࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛㝣㠃ゎᯒࡢሗࢆ᭱㝈ά
ࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
㻌
ཧ⪃ᩥ⊩㻌
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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 22 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）・全球解析（GA）

予報モデル
水平解像度

TL959 （格子間隔約 20km：0.1875 度)

鉛直層数

60 層（最上層 0.1hPa）

初期時刻

00, 06, 12, 18UTC

予報時間（初期時刻）

84 時間 （00, 06, 18UTC）
216 時間（12UTC）

2

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 3の水平解像度：TL959 （格子間隔約20km：0.1875度）2
インナーモデル 3の水平解像度：T159 （格子間隔約80km：0.750度）2

鉛直層数

60 層（最上層 0.1hPa）＋地上

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、気温）、地上観測（気圧 4、積雪
深 6）、船舶・ブイ観測（気圧 4）、アメダス（積雪深 6）、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）、衛星マイクロ波イメージャ（輝度温度）、衛星マイクロ
波散乱計（海上風）、静止気象衛星の晴天輝度温度、GPS掩蔽観測（屈折率）、台風
ボーガス（海面気圧、風）

4

A.1 室井 ちあし、A.2 松本 逸平、A.3 西尾 利一
T は三角形波数切断の意味で数字は切断波数を表す。TL は線形格子を、T のみの場合は二次格子を使用することを
示す。
3 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。
4 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。
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 積雪深のデータは積雪被覆の初期状態を計算するために使用される。
1
2
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A.1.2

台風アンサンブル予報システム（TEPS） 7

予報モデル
水平解像度

TL319 （格子間隔約 60km：0.5625 度)

鉛直層数

60 層（最上層 0.1hPa）

初期時刻

00, 06, 12, 18UTC

予報時間（初期時刻）

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）

2

初期値および摂動作成手法
初期値

全球モデルの解析値を TL319 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

北西太平洋領域

熱帯擾乱周辺域

N20°－N60°, E100°－E180°

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半径 750km の等距
離領域（最大 3 領域）

接線形・随伴モデルの解像度

T63 （格子間隔約 190km：1.875 度）2 鉛直層数 40

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

湿潤トータルエネルギーを用いて決定

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

表中の用語については、数値予報課報告・別冊第 55 号の第 3, 4 章を参照のこと。

7

台風アンサンブル予報システムの結果は部内の台風進路予報作成作業のために利用されており、プロダクトの配信を行
っていない。
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A.1.3

週間アンサンブル予報システム（WEPS）

予報モデル
水平解像度

TL319 (格子間隔約 60km：0.5625 度)

鉛直層数

60 層(最上層 0.1hPa)

初期時刻

12 UTC

予報時間（初期時刻）

216 時間（12UTC）

メンバー数

51 メンバー（50 摂動ラン+コントロールラン）

2

初期値および摂動作成手法
初期値

全球モデルの解析値を TL319 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

南半球領域

N30°－N90°

S20°－N30°

（なし）

接線形・随伴モデルの解像度

T63 （格子間隔約 190km：1.875 度）2 鉛直層数 40

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

（なし）

評価時間

48 時間

24 時間

（なし）

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 気 温 場 の
RMS が気候学的変動量
の 12%

850hPa の 気 温 場 の
RMS が気候学的変動量
の 26%

（なし）

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

表中の用語については、数値予報課報告・別冊第 55 号の第 3, 4 章を参照のこと。
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A.1.4

メソモデル（MSM）・メソ解析（MA）

予報モデル
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（最上層約 22km）

初期時刻

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

予報時間（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

全球モデル予報値
初期時刻 00UTC の全球モデル予報値
初期時刻 06UTC の全球モデル予報値
初期時刻 12UTC の全球モデル予報値
初期時刻 18UTC の全球モデル予報値

→
→
→
→

初期時刻
初期時刻
初期時刻
初期時刻

03,
09,
15,
21,

06UTC のメソモデル
12UTC のメソモデル
18UTC のメソモデル
00UTC のメソモデル

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 33の格子間隔：5km
インナーモデル 3の格子間隔：15km

鉛直層数

50 層（最上層約 22km）＋地上 4

解析時刻

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

同化ウィンドウ

各解析時刻の 3 時間前から解析時刻

観測の待ち受け時間

50 分

台風ボーガス

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、気温）、地上観測（気圧 4 、積雪
深 7 ）、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 4 ）、アメ
ダス（積雪深 6 ）、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
イクロ波イメージャ（降水強度と可降水量）、衛星マイクロ波散乱計（海上風）、地上設
置 GPS 可降水量、台風ボーガス（海面気圧、風）
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A.1.5

毎時大気解析

解析（データ同化）システム
計算領域

3600km×2880km（メソモデル・メソ解析と同じ）

水平解像度

5km

鉛直層数

50 層（最上層約 22km）＋地上

解析時刻

毎正時

解析要素

風・気温

第一推定値

メソモデル予報値
（通常 FT=2, 3, 4 を使用する。例えば、00UTC 初期値のメソモデル予報値は 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

観測の待ち受け時間

20 分

使用する主な観測データ
備考

8

8

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
特にアメダス観測については、解析値を観測値に強く寄せる設定を用いている。また、
海岸付近のアメダス観測の強い影響が海上に及ばないよう、解析を実行した後にフィ
ルターを適用している。

地上と上空を独立に解析した後、境界層内については地上と上空の修正量の線形結合をとり、これを修正量とする。
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A.2 ガイダンス
A.2.1

降水ガイダンス

平均降水量ガイダンス（MRR）
作成対象

GSM：20km 格子、MSM:5km 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

GSM, MSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と間隔

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

逐次学習の有無

有り

説明変数

1
2

1

モデル予報値
FRR）

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

層別化処理の対象

格子毎、予報時間（6 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。

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を受ける。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 「FRR２／（FRR2+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
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降水確率ガイダンス（PoP）
作成対象

GSM：20km 格子、MSM:5km 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

GSM, 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 2 （NW85、NE85、RH85、NW50、NE50、ESHS、HOGR、DXQV、
CFRR）

層別化処理の対象

格子毎、予報時間（6 時間区切り）

最大降水量ガイダンス（MAXP）

3

作成対象

GSM：20km 格子、MSM:5km 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 3、出力層は一次関数を使用）

作成対象とするモデル

GSM, MSM

予報対象時間

3 時間（１,3 時間最大）、24 時間（24 時間最大）

予報期間と間隔

GSM：FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔
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

逐次学習の有無

なし

説明変数

モデル予報値 2（D850、W850、SSI、OGR、10Q4、DWL）と MRR

層別化処理の対象

格子毎、平均降水量

備考

比率（最大降水量／平均降水量）を予測する。
最終的には MRR に比率を掛けて MAXP を予測する。

1／（1+exp（-ax））と表される関数
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最大降雪量ガイダンス（MAXS）
作成対象

5km格子

作成方法

雪水変換法

作成対象とするモデル

GSM,MSM

予報対象時間

前 3,6,12,24 時間最大降雪量

予報期間と間隔

GSM ガイダンス
MAXS3 は FT=06 から FT=84 まで 3 時間間隔
MAXS6 は FT=09 から FT=84 まで 3 時間間隔
MAXS12 は FT=15 から FT=84 まで 3 時間間隔
MAXS24 は FT=27 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM ガイダンス
MAX3 は FT=03 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAX6 は FT=06 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAX12 は FT=12 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAX24 は FT=24 から FT=33 まで 3 時間間隔
(00,06,12,18UTC 初期値は FT=15 まで、MAX24 は作成しない）

逐次学習の有無

なし

説明変数

1 時間平均降水量（3 時間平均降水量ガイダンスを 3 等分したもの）、1 時間雪水比

層別化処理の対象

なし

備考

MAXS3,6,12,24 は MAXS1 を積算して算出。

4

1 時間雪水比（ガイダンスとしては利用に供していない）

4

作成対象

5km 格子

作成方法

ロジスティック回帰

作成対象とするモデル

GSM,MSM

予報対象時間

1 時間

予測期間と間隔

GSM は FT=04 から FT=84 まで１時間間隔
MSM は FT=01 から FT=33 まで１時間間隔
（00,06,12,18UTC 初期値は FT=15 まで）

逐次学習の有無

なし

説明変数

地上気温（学習には地上気温の観測値を使用し、予測には格子形式気温ガイダンスを
使用する。）

層別化処理の対象

降水量

備考

降水種別が「雨」の場合または、格子形式気温ガイダンスの地上気温が＋２℃以上の場
合には雪水比を０に補正する。

詳細は平成 21 年度数値予報研修テキスト第 2.1 節（p27~37）を参照のこと。
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降水種別ガイダンス
作成対象

5ｋｍ格子

作成方法

モデルや格子形式気温ガイダンスの予測値を用いた診断的方法

作成対象とするモデル

GSM,MSM

予報対象時間

３時間

予報期間と間隔

GSM：FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM：FT=3 から FT=33 まで 3 時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は FT=15 まで）

逐次学習の有無

無し

説明変数

格子形式気温ガイダンス・850ｈＰａ気温・地上相対湿度

層別化処理の対象

なし

備考

・降水の有無に関わらず降水種別を予測する。
・850ｈＰａ気温が＋1℃以上かつ、ガイダンス地形（5ｋｍ格子）が 1500m 以下の場合に
は、降水種別を「雨」に補正する。

格子形式気温ガイダンス（雪水比、及び降水種別ガイダンスに利用するのみで、直接的には予報作業に供していない）
作成対象

5km 格子

作成方法

アメダス地点毎に作成した係数を各格子に分配（高度補正あり）

作成対象とするモデル

GSM, MSM

予報対象時間

毎正時

予報期間と間隔

GSM：FT=3 から FT=84 まで１時間間隔
MSM：FT=1 から FT=33 まで 1 時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は 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

作成対象地点、予報対象時間

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 3を使用）

作成対象とするモデル

GSM

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 SSI2、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

作成対象地点、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。
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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 89 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

GSM, MSM

予報対象時間

毎正時

予報期間と間隔

GSM：FT=3 から FT=84 まで１時間間隔
MSM：FT=1 から FT=33 まで 1 時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は 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

作成対象地点、予報対象時間

最高・最低気温ガイダンス
作成対象

アメダス地点、国内 89 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

GSM, MSM

予報対象時間

予報期間（対象要素）

9 時間（最低気温 15-00UTC、最高気温 00-09UTC）
24 時間（週間予報用の明後日の最高・最低気温）
GSM：
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：
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
（「翌日」等は、日本時で初期時刻からみた日にちを示す）

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

作成対象地点、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 89 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

GSM, MSM

予報対象時間

毎正時、00UTC 基準に 3 時間毎正時

予報期間と間隔

アメダス地点（GSM）：FT=3 から FT=84 まで 3 時間間隔
アメダス地点（MSM）：FT=1 から FT=33 まで１時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は
FT=15 まで）
航空官署（MSM）：FT=2 から FT=33 まで１時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は
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

作成対象地点、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 89 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

GSM, 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 は FT=3 から FT=84 まで 3 時間間隔、MSM 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）：FT=2 から FT=33 まで１時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は
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

作成対象地点、予報対象時刻（１、3 時間ごと１日分）、風速（弱・中・強の 3 層）
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A.2.4

天気ガイダンス

作成対象

20km 格子（GSM）、5km 格子（MSM）、国内 89 空港（MSM）

作成方法

GSM、MSM：降 水 種 別 ガイダンス、降 水 量 ガイダンス、ニューラルネットによる日 照 率
MSM（航空官署）：フローチャート（お天気マップ方式） 5

作成対象とするモデル

GSM, MSM

予報対象時間

1 時間（MSM 航空官署）、3 時間（GSM、MSM）

予報期間と間隔

逐次学習の有無

説明変数

層別化処理の対象

日照率推定：作成対象格子及び作成対象地点、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（航空官署）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。アデスへは曇天率（1 から日照率を引いた値）
を配信。

A.2.5

5
6

GSM：FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM：FT=3 から FT=33 まで 3 時間間隔（00,06,12,18UTC 初期値は FT=15 まで）
MSM（航空官署）：FT=2 から FT=33 まで 1 時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は
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、MSM：
日照率推定：モデル予報値（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、降水種別ガイダンス
フローチャート：降水量ガイダンス、降水種別ガイダンス、日照率推定
MSM （ 航 空 官 署 ） ： モ デ ル 予 報 値 （ 降 水 量 ・ 上 中 下 層 雲 量 ・ 地 上 気 温 ・ 地 上 湿 度 ・
850hPa 気温）

お天気マップ

作成対象

20km 格子（GSM）、5km 格子（MSM）

作成方法

フローチャート

作成対象とするモデル

GSM、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。

6

詳細は平成 19 年度数値予報研修テキスト第 3.8 節（p91）、3.9 節（P94~97）を参照のこと。
詳細は平成 19 年度数値予報研修テキスト第 3.9 節（P94~97）を参照のこと。
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A.2.6

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

作成対象とするモデル

GSM, MSM

予報対象時間

3 時間

予報期間と間隔

GSM：FT=6 から FT=84 まで 3 時間間隔
MSM：FT=6 から FT=33 まで 3 時間間隔(00,06,12,18UTC 初期値は FT=15 まで）

逐次学習の有無

なし（2009 年 3 月までの約 2 年間で係数作成）

説明変数
層別化処理の対象

備考

A.2.7

7
8

モデル予報値（SSIなど 12 個の仮予測因子の中から格子毎に異なる 6 個の説明変数を
選択。そのうち 3 個は固定。） 9
35 区域、予報時間（GSM は FT=0-12,12-24,…,72-84 の 7 段階、MSM は FT=3-9,
9-15,15-21,21-27,27-33 の 5 段階）、-10℃高度（3km 未満、3-5km、5km 以上）、対象
時刻（-10℃高度が 5ｋｍ以上の場合に午前(12-03UTC)と午後(03-12UTC)に分ける）
・
目的変数は、LIDEN をレーダー観測を使って品質管理し、かつ飛行場実況通報と
一般気象官署の記事を含めて作成している。
・
目的変数は 20km 格子ごとに作成するが、対象とする 20km 格子を含む周辺 9 格
子（60km 四方）における発雷の有無としている。
・
予測は LAF（Lagged Average Forecast）および LAF なしの 2 つを作成している。
LAF は GSM では過去 2 初期値、MSM では過去 8 初期値を使って、重み付平均と
しており、古い初期値ほど重みを減らすようにしている。

雲ガイダンス

作成対象

国内 89 空港

作成方法

ニューラルネット（3 層：シグモイド関数 3）＋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

作成対象地点（国内 89 空港）、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。

詳細は平成 21 年度数値予報研修テキスト第 2.1 節（P39~43）を参照のこと。
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。
9 発雷確率ガイダンスの説明変数候補(仮予測因子)は以下 12 個のものから 6 個を選択するが、下線を引いたものは必ず
選択する。
SSI： ショワルターの安定指数
CAPE： 対流有効位置エネルギー（地上および 925hPa から持ち上げの高い方を選択）
前 3 時間降水量（20km 格子内の最大値）
鉛直シアー（850-500hPa）
500hPa の渦度（200km 平均）
気温が-10℃となる高度
下層風（700 hPa 以下）の X 軸成分
同 Y 軸成分
850 hPa 以下の気温減率
冬型降水の指数： 風向別降水率×850hPa 風速×（海面と下層温位の飽和比湿差）
可降水量
CAPE の前 3 時間変化量
7
8
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A.2.8

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 3、出力層は一次関数を使用）

作成対象とするモデル

GSM、MSM

予報対象時間

24 時間（15-15UTC）

予報期間と間隔

GSM00UTC：翌日、翌々日
GSM06UTC：翌日、翌々日、3 日後
GSM12UTC：翌日、翌々日、3 日後
GSM18UTC：翌日、翌々日
MSM09UTC：翌日
MSM15UTC：当日
MSM03UTC：翌日
（「翌日」等は、日本時で初期時刻からみた日にちを示す）

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

作成対象地点（気象官署）、夏期、冬期（4～9 月、10～3 月）

A.2.9

視程ガイダンス

作成対象

国内 89 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、雲水量、地上気温、地上風速、降水量）

層別化処理の対象
備考

作成対象地点（国内 89 空港）、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）
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。
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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、数値解析予報システム（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「配信資料に関する技術情報（気象編）第 269 号」
（平成 19 年 9 月 27 日）
及び「お知らせ（配信資料に関する技術情報（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 22 年 8 月 15 日）
プロダクトの種類

全球数値予報モデル

送信終了時刻

00UTC
06UTC
12UTC
延長プロダクト 12UTC
18UTC

台風アンサンブルモデル

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

1

0344
0944
1545
1827
2144

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

配信なし （本庁内利用のみ）
1959 UTC
0208/ 0521/ 0808/ 1121 UTC
1408/ 1722/ 2009/ 2322 UTC
毎時 25 分～67 分

30 分毎

毎時 19～20 分、49～50 分

A.3.2 部外に周知した送信時刻 （平成 22 年 8 月現在）
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 3 ）

送信時刻
00/06/12/18 UTC
延長ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 12 UTC
12

UTC

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

2

0～ 84 時間予報
90～192 時間予報
20

初期時刻 ＋4 時間以内
初期時刻 ＋7 時間以内

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

（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。

1
2
3

2010 年 12 月に「突風等短時間予測システム」への移行を予定している。
気象業務支援センターへの配信が完了する時刻である。
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。
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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

B.2 検証に用いた基本的な指標

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。

B.2.1 平均誤差、平方根平均二乗誤差、誤差の標
準偏差
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。

B.1 研修テキストで用いた表記について
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。

ME 

1
N

N

( xi  ai )

i 1

1
N

RMSE 

N

 (x  a )
i

i 1

ここで、 N は標本数、 xi は予報値、 ai 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。RMSEは最小値0に近いほど予報が実況に
近いことを示す。また、北半球平均等、広い領域で平均
をとる場合は、緯度の違いに伴う面積重みをかけて算
出する場合がある。
RMSEはMEの寄与とそれ以外を分離して、

B.1.2 解像度の表記について
全球モデルの解像度について、xxを水平方向の切
断波数、yyを鉛直層数として、”TxxLyy”と表記すること
がある。また、リニア格子（北川 2005）を用いる場合
は ”TLxxLyy” と 表 記 す る 。 TL959 は 約 20km 格 子 、
TL319は約60km格子,TＬ159は約120km格子に相当
する。

2

RMSE 2  ME 2  σ e

B.1.3 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。

2

σe 

1
N

N

 ( x  a  ME )
i

2

i

i 1

と表すことができる。 σ e はランダム誤差である。

B.2.2 アノマリー相関係数
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。

B.1.4 アンサンブル予報の表記について
アンサンブル予報では、複数の数値予報の集合（アン
サンブル）を統計的に処理し、確率予報等の資料を作
成する。このテキストでは数値予報の集合の平均を「ア
ンサンブル平均」、個々の予報を「メンバー」と呼ぶ。ま
た、摂動を加えていないメンバーを「コントロールラン」と
呼ぶ。

N

ACC 

 (X
i 1

N

 (X
i 1

i

 X )( Ai  A )
N

i

 X ) 2  ( Ai  A ) 2
i 1

（ 1  ACC  1 ）
ただし、

B.1.5 緯度、経度の表記について
緯度、経度については、アルファベットを用いて例え
ば「北緯40度、東経130度」を「N40°、E130°」、「南緯
40度、西経130度」を「S40°、W130°」などと略記した。
1

2

i

X i  xi  ci , X 

Ai  ai  ci , A 

氏家 将志
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1
N
1
N

N

 X
i 1

N

 A

i

i 1

i

である。ここで、 N は標本数、 xi は予報値、 ai は実況
値、 c i は基準値である。第2.9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
ノマリー相関係数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完
全に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
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

スプレッド 

N

 1

M

  M  ( x
i 1



m 1

mi

いほど予報の精度が高いことを示す。

B.3.3 空振り率
空振り率 

1
M


 xi ) 2 


B.3.4 見逃し率
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。

M

x
m 1

（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。

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、 xi は
xi 

FX
FO  FX

mi

で定義されるアンサンブル平均である。

B.3.5 捕捉率
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 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.3.1 分割表
表B.3.1 分割表。FO、FX、XO、XXはそれぞれの事
例数を表す。
実況
計
あり
なし
予報
計

あり

FO

FX

FO+FX

なし

XO
M

XX
X

XO+XX
N

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 と表す。

B.3.6 誤検出率
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
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  FX
M

（ 0  BI ）

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
FO  XX
適中率 
N
適中率は予報が適中した割合である。最大値1に近

2
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分母を M とする代わりに、 N として定義する場合もある。

る。

FO  XX  S
N S
ただし、

B.3.8 気候学的出現率
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。
M
Pc 
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。

Skill 

S  Pmc ( FO  FX )  Pxc ( XO  XX ) ,

Pm c 

B.4 確率予報に関する指標など
B.4.1 ブライアスコア
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。
BS 

B.3.10 エクイタブルスレットスコア
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）。
FO  S f
FO  FX  XO  S f

（

1
 ETS  1 ）
3

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）、 ai 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
Pc  M / N （第B.3.8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
BS c  Pc (1  Pc )

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。

ただし、

S f  Pc ( FO  FX ) , Pc 

M
X
, Px c 
N
N

である。ここで、 Pmc は「現象あり」、 Px c は「現象なし」
の気候学的出現率（第B.3.8項）、 S は現象の「あり」を
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.3.9 スレットスコア
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。
FO
TS 
( 0  TS  1 )
FO  FX  XO
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。

ETS 

（ 1  Skill  1 ）

M
N

である。ここで、 Pc は現象の気候学的出現率（第B.3.8
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。

B.4.2 ブライアスキルスコア
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、通常気候値予報を
基準とした予報の改善の度合いを示す。ブライアスコア

B.3.11 スキルスコア
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
141

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

不確実性 

（ BSS  1 ）

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的
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。

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  lL1 Nl ）、このうち実況が「現象あり」であ
った事例数を M l （ M  lL1 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）。

BSS 

分離度  信頼度
不確実性

B.4.4 確率値別出現率図
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。 P fcst 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）。

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 

2

L 
M M  Nl
分離度     l 
Nl  N
l 1  N

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。
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B.4.5 ROC面積スキルスコア
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)

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。

( 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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