➨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
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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
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㻌
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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
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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。
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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。
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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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㻟㻚㻡㻌 Ẽὶᣦᩘ䛾㛤Ⓨ㻝㻌

㻟㻚㻡㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
ᅜෆ⯟✵ᝏኳGPV࡛ࡣࠊᅜෆ✵ᇦᑐࡍࡿᝏኳ
ሗࡢసᡂࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢯࣔࢹࣝ㸦MSM㸧ࢆ
ඖẼὶࡸ╔ịࠊ✚㞼➼ࡢண ㈨ᩱࢆసᡂࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ╔ịࢆண ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆࡋ
࡚╔ịᣦᩘࡢ㛤Ⓨ㸦ᕤ⸨ 2008㸧ࢆࠊ✚㞼ࢆண
ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆࡋ࡚✚㞼㔞✚㞼㡬㧗ᗘࡢண
ᡭἲࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵⰋ㸦ᕤ⸨ 2007aࠊᕤ⸨ 2009a㸧ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊẼὶண ࡢࡓࡵࡢᣦᶆࡋ࡚㖄┤
࢘ࣥࢻࢩ࣮㸦VWS㸧ࡢ⟬ฟ㸦ᯘ࣭ᴬཎ 2000㸧
⟬ฟ᪉ἲࡢᨵⰋ㸦ᕤ⸨ 2007b㸧ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋVWS
ࡣᚑ᮶ࡽ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢩࣥࣉࣝ࡞ᣦᩘ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ド࡛ࡣࠊEllrodࡢᣦᩘ
㸦 Ellrod and Knapp 1992 㸧 ࡸ Dutton ࡢ ᣦ ᩘ
㸦Dutton 1980㸧ࠊỈᖹ࢘ࣥࢻࢩ࣮㸦HWS㸧ࡸ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥᩘࠊẼ ࡢỈᖹഴᗘ➼ࠊᅜ࡛ࡶࡼ
ࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᣦᩘẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊྠ➼௨ୖࡢண
ሗ⢭ᗘࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᯘ࣭ᴬཎ 2000ࠊ
ᕤ⸨ 2008ࠊᒣ⏣ 2008㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊVWS࡛ࡶ
Ẽὶࡢணሗ⢭ᗘࡣ༑ศࡣゝ࠼ࡎࠊணሗ⢭ᗘྥୖ
ࡢࡓࡵ᪂ࡋ࠸Ẽὶᣦᩘࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
VWSࡼࡿண ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸⌮⏤ࡣࡘ࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡣࠊVWSࡀᬕኳẼὶ㸦CAT㸧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍせ
ᅉ࡛࠶ࡿKelvin-Helmholtz㸦KH㸧Ᏻᐃࢆண ࡍ
ࡿᣦᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊKHᏳᐃ௨እࡢせᅉ࡛Ⓨ⏕ࡍ
ࡿẼὶࢆVWS࡛ண ࡍࡿࡇࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊKHᏳᐃࡼࡿ
Ẽὶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡢศゎ⬟ࡀ༑ศ
࡛࠶ࡿࡓࡵࠊண ࡀ༑ศ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ࠸࠺⌮
⏤࡛࠶ࡿࠋKHᏳᐃࡣẼὶࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿせ࡞
せᅉ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡶᵝࠎ࡞せᅉࡼࡗ࡚
ẼὶࡣⓎ⏕ࡍࡿࠋ࠼ࡤᑐὶ㞼ࡼࡿẼὶࡸࠊ
ᒣᓅἼ➼ࡢෆ㒊㔜ຊἼ㉳ᅉࡍࡿẼὶ㸦Scorer
1949; Lane and Sharman 2008㸧ࠊ୰ᒙ㞼ᗏ࡛ࡢ
Ẽὶ㸦ᕤ⸨ 2009b㸧➼ࡣKHᏳᐃ௨እࡢせᅉ࡛ࡶ
Ⓨ⏕ࡋࠊVWSࡔࡅ࡛ண ࡍࡿࡇࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ⯟✵ᶵᙳ㡪ࢆ࠼ࡿὶࡣᩘ10mࡽ1km
⛬ ᗘ ࡢࢫ ࢣ࣮ ࣝ ࢆᣢ ࡘ ゝ ࢃࢀ ࡚࠾ ࡾ ࠊ⌧ ᅾࡢ
MSMࡢศゎ⬟࡛ࡣࡇࢀࢆ┤᥋ⓗண ࡍࡿࡇࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊMSMࡢศゎ⬟ࡼࡾࡶᑠࡉ࡞
ࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢVWSࡢᙉࡲࡾࡼࡿKHᏳᐃࡢⓎ⏕
ࡣࠊࣔࢹ࡛ࣝࡢண ࡀ༑ศ࡞ࡿࠋVWSࡼࡿண
ࡀ༑ศ࡞Ẽὶࢆண ࡍࡿࡓࡵࠊEllrodࡢᣦ
ᩘࡸᐑ⭜㸦2003㸧ࡼࡿᣦᩘ➼ࠊᵝࠎ࡞ᣦᩘࡀᥦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊணሗ⢭ᗘࡋ࡚ࡣ࠸ࡎࢀࡶVWSࢆ
ࡁࡃୖᅇࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋVWSࢆୖᅇࡿࡓࡵࡣࠊ

1

ᕤ⸨῟

95

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
 ൌ

ȁ
ሬԦଷ െ 
ሬԦଶ ȁ
ଶ െ ଵ

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
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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
㻜㻚㻜㻜
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
㻜㻚㻝㻞

㼀㻿㻵
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻜
㻙㻜㻚㻝㻢
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻜㻣
㻙㻜㻚㻜㻣
㻜㻚㻝㻥
㻙㻜㻚㻜㻝
㻙㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻝㻡
㻜㻚㻝㻞
㻝㻚㻜㻜

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
0.5 ௨ୖ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ㟷࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻌
㻲㻸㻠㻝㻜
㻲㻸㻟㻥㻜
㻲㻸㻟㻣㻜
㻲㻸㻟㻡㻜
㻲㻸㻟㻟㻜
㻲㻸㻟㻝㻜
㻲㻸㻞㻥㻜
㻲㻸㻞㻣㻜
㻲㻸㻞㻡㻜
㻲㻸㻞㻟㻜
㻲㻸㻞㻝㻜
㻲㻸㻝㻥㻜
㻲㻸㻝㻣㻜
㻲㻸㻝㻡㻜
㻲㻸㻝㻟㻜
㻲㻸㻝㻝㻜
㻲㻸㻜㻥㻜
㻲㻸㻜㻣㻜
㻲㻸㻜㻡㻜
㻲㻸㻜㻟㻜

ษ∦
㻙㻣㻚㻞㻢
㻙㻣㻚㻝㻟
㻙㻢㻚㻤㻣
㻙㻢㻚㻤㻝
㻙㻢㻚㻢㻣
㻙㻢㻚㻡㻥
㻙㻢㻚㻣㻝
㻙㻢㻚㻠㻤
㻙㻢㻚㻟㻞
㻙㻢㻚㻟㻥
㻙㻢㻚㻞㻤
㻙㻢㻚㻝㻠
㻙㻡㻚㻥㻜
㻙㻡㻚㻠㻥
㻙㻠㻚㻤㻝
㻙㻠㻚㻢㻤
㻙㻠㻚㻢㻢
㻙㻠㻚㻣㻟
㻙㻠㻚㻢㻞
㻙㻠㻚㻡㻜

㻿㼃㻿
㻟㻚㻜㻤
㻞㻚㻥㻟
㻞㻚㻣㻝
㻞㻚㻤㻤
㻟㻚㻜㻢
㻟㻚㻜㻞
㻟㻚㻜㻣
㻞㻚㻥㻝
㻞㻚㻤㻞
㻟㻚㻜㻢
㻟㻚㻠㻤
㻟㻚㻡㻠
㻟㻚㻝㻥
㻞㻚㻥㻠
㻞㻚㻡㻥
㻞㻚㻡㻟
㻞㻚㻠㻤
㻞㻚㻡㻝
㻞㻚㻞㻟
㻞㻚㻝㻜

㻯㻻㻺㼂
㻜㻚㻣㻤
㻜㻚㻣㻟
㻝㻚㻜㻢
㻝㻚㻜㻠
㻝㻚㻞㻢
㻝㻚㻟㻟
㻝㻚㻡㻜
㻝㻚㻡㻥
㻝㻚㻟㻣
㻝㻚㻞㻝
㻝㻚㻝㻡
㻜㻚㻥㻠
㻜㻚㻥㻡
㻝㻚㻜㻠
㻜㻚㻤㻥
㻜㻚㻣㻝
㻜㻚㻠㻟
㻜㻚㻟㻢
㻜㻚㻟㻜

㼀㻿㻵
㻜㻚㻞㻞
㻜㻚㻝㻡
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻜㻤
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻝㻞
㻜㻚㻜㻥
㻙㻜㻚㻝㻠
㻙㻜㻚㻠㻜
㻙㻜㻚㻠㻞
㻙㻜㻚㻠㻡
㻙㻜㻚㻟㻥
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
㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻞㻟
㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻝㻡
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻝㻟
㻜㻚㻞㻥
㻜㻚㻟㻞
㻜㻚㻡㻜
㻜㻚㻡㻠
㻜㻚㻞㻟

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
3.5.3ࡼࡿࠊษ∦ࢆ㝖ࡅࡤࡢ㧗ᗘ࡛ࡶSWSࡢᐤ
ࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋCONVࡶࡰᒙ࡛᥇
⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊTBindexࡢᐤࡶẚ㍑ⓗࡁ࠸ࠋ
MTW1ࡣୗᒙࢆ୰ᚰࠊBASETBMTW2ࡣ୰ᒙࢆ
୰ᚰ᥇⏝ࡉࢀࠊ್ࡋ࡚ࡶẚ㍑ⓗࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸

㻾㻵

㻹㼀㼃㻝 㻮㻭㻿㻱㼀㻮 㻹㼀㼃㻞

㼀㻾㻭㼂
㻜㻚㻢㻡
㻜㻚㻡㻟
㻜㻚㻟㻡

㻌
㻌
㻌
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻢㻢
㻌
㻜㻚㻞㻞
㻙㻜㻚㻜㻤
㻜㻚㻠㻜
㻜㻚㻟㻥
㻌
㻙㻜㻚㻜㻡
㻞㻚㻜㻠
㻜㻚㻤㻤
㻜㻚㻟㻞
㻌
㻝㻚㻥㻟
㻝㻚㻝㻞
㻜㻚㻠㻞
㻙㻜㻚㻝㻢
㻝㻚㻡㻥
㻝㻚㻝㻜
㻜㻚㻣㻤
㻌
㻙㻜㻚㻝㻟
㻜㻚㻜㻣
㻝㻚㻠㻠
㻝㻚㻝㻣
㻜㻚㻣㻥
㻌
㻜㻚㻝㻜
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻡㻝
㻝㻚㻢㻤
㻜㻚㻥㻠
㻜㻚㻞㻤
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻣㻤
㻝㻚㻣㻠
㻜㻚㻤㻟
㻌
㻜㻚㻞㻠
㻜㻚㻢㻟
㻝㻚㻠㻡
㻝㻚㻠㻡
㻜㻚㻞㻢
㻜㻚㻢㻜
㻝㻚㻝㻢
㻝㻚㻠㻝
㻌
㻜㻚㻞㻥
㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻡㻥
㻜㻚㻣㻟
㻝㻚㻜㻣
㻌
㻜㻚㻞㻤
㻜㻚㻣㻞
㻜㻚㻞㻢
㻙㻜㻚㻜㻢
㻜㻚㻣㻤
㻌
㻜㻚㻢㻞
㻌
ࡿࠋTRAVࡘ࠸࡚ࡣୖᒙࢆ୰ᚰ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣⰋ࠸ࡀࠊTBindexࡢᐤࡋ࡚ࡣࡑࢀ
ࡁࡃࡣ࡞࠸ࠋTSIࠊTPIࡣࡰᒙ್࡛ࢆᣢࡗ࡚࠸
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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