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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）
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○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

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
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～
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
気象研究所
予報課
数値予報課
情報通信課
観測課

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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୰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

120

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
122

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
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