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はじめに1
平成 23 年は、3 月に発生した東日本大震災の未曾有の被害の前に印象が霞みがちではあ
るが、気象分野でも顕著な災害が相次いだ。1 月には、福井県で記録的な大雪により、幹線
である国道 8 号線が 18 時間半にわたって通行不能になったほか、JR 北陸線等で 2 日間に
わたり運転が休止した。また、平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨では降り始めからの総雨量が
多いところでは 1000mm に達する豪雨が発生した。さらに、平成 23 年 9 月上旬には大型
の台風第 12 号が西日本をゆっくりと北上し、紀伊半島では広範囲で 1000mm を超える記
録的な大雨となり、土砂災害、浸水、河川のはん濫等により、多数の死者、行方不明者が
発生した。
このように極端現象が頻発する状況下、気象予報精度向上に対する要望はますます高く
なっている。今回の研修テキストでは、この 1 年間に実用化された、メソモデルへの衛星
輝度温度データの同化とレーダー3 次元反射強度データの同化について解説する。これらの
データは大気（気温や水蒸気）の 3 次元的な構造に関する情報を持っていることから、降
水の予報精度向上への寄与が大きい。特にレーダーデータについては、これまで降水域で
得られる風と降水強度の情報を利用してきたが、水蒸気の鉛直分布の情報も使うことによ
り、降水域の位置をより正確に数値予報モデルに反映させることができるようになった。
また、メソモデルを用いた、視程分布予想とガストガイダンスの開発についても紹介する。
摂動を与えた複数予報から得られる確率情報の形で提供される週間アンサンブル予報シ
ステムについては、初期摂動をより適正に扱うように改良が行われ、複数予報のばらつき
が予報の不確実性をより適切に表現するようになった。
さて、平成 22 年度の研修テキストでも紹介した、飛行場予報と防災情報作成支援の高度
化を目的とする局地モデルであるが、平成 22 年 11 月からの試験運用を通じて詳細な特性
調査を進めている。その結果、夏の午後の対流性降水の予報精度がメソモデルよりも大幅
に向上するなどの有効性が確認されたが、改善すべき点もまだ残っている。引き続き開発・
改良作業を行っているので、最終的なものでないことに留意しながら、ご一読願いたい。
気象庁では、東日本大震災の影響により当初予定よりは遅れるものの、平成 24 年にスー
パーコンピュータシステムを更新する計画である。局地モデルの運用開始を含む数値予報
モデルの刷新と観測データの利用強化を順次図ることにより、利用者の要望に応える計画
を進めている。本研修テキストでは次期計算機システムとその上で運用を予定している数
値予報システムや応用プロダクトについて紹介する。その他、最近注目されている省電力
GPU コンピューティングの数値予報への利用など、興味深い話題も掲載している。
数値予報資料の効果的利用の参考として、また、数値予報の様々な側面を識る糧として、
幅広い分野の方々に本研修テキストが活用されることを期待する。
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第１章 第8世代数値解析予報システムにおける最近の改善
1.1 最近の数値予報システムの改善のまとめ1
第8世代数値解析予報システムは2006年3月に導
入されて今年で6年目を迎えた。第3章で述べるよう
に、今後のさらなる数値予報資料の充実に向け、計
算機更新を伴う後継の第9世代のシステム構築に向
けた準備を進めている。一方で、現在のシステムに
ついての問題点や課題を抱えており、それらを解決
するための改善も、計算機移行作業の妨げにならな
い範囲で、並行して取り組んでいる。
本章では、昨年度の数値予報研修テキスト第2章
でまとめた改善以降、すなわち2010年11月から2011
年10月末まで（以下、この期間と呼ぶ）に行われた
数値解析予報システムの主な変更（予定を含む）に
ついて、数値予報プロダクトの利用者を対象にした
解説を行う。本節では、全球数値予報システム、メ
ソ・局地数値予報システム、および週間・台風アン
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
ついて簡単に解説する。なお、付録AおよびBに記述
した数値予報モデルおよびガイダンスの一覧表も
あわせて参照いただきたい。

全球解析のインナーモデル（解析値と第一推定値
の差を計算するために用いる低解像度モデル）の
80kmから60kmへの高解像度化およびそれに伴う
観測誤差の調整については、2011年10月に変更を実
施した。その効果等については別の機会に報告した
い。
本研修テキストでは、2011年2月に行ったMODIS
極域大気追跡風データの利用法改良について第1.4
節で解説を行う。

1.1.1 全球数値予報システムに関わる変更
全球数値予報システム（全球モデル・全球解析）
に関わる最近の変更を表1.1.1に示す。この期間、全
球モデルに関わる変更は行わなかったが、全球解析
と、全球モデルの下部境界条件として利用される積
雪深解析について、観測データの利用に関する様々
な変更を行った。
この期間、COSMIC衛星網GPS掩蔽観測データの
利用を開始した。GPS掩蔽観測では、高度約２万km
を飛行する約30機のGPS衛星から発せられる電波
を高度1000km以下の低軌道(LEO)衛星で受信し、
大気の影響による電波の遅延量を計測して大気の
状態を観測する。今回、6機のLEO衛星で構成され
るCOSMIC衛星網データの利用を開始した。
また、中国のSYNOP観測による積雪深データに
ついてその精度が確認できたため、利用を開始した。
外国の積雪深分布においてはこれまでも精度を確
認した上でSYNOPを利用してきたが、今回新たに
中国のデータも利用することにより、積雪深分布を
正しい状態に近づけることができる。ただし中国の
一部の地点のデータについては、その利用方法に課
題があることからメソモデルの結果に悪影響を及
ぼすことがわかったため、除外することにした。
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1.1.2 メソ・局地数値予報システムに関わる変更
メソモデル・メソ解析、および局地モデル・局地
解析に関わる最近の変更を表1.1.2に示す。この期間
は、メソ解析において衛星観測輝度温度データ、レ
ーダー反射強度データの利用を開始したほか、メソ
モデルの対流スキームの変更を行った。前項の全球
積雪深解析への中国SYNOPデータの利用について
は、その結果がメソの積雪域解析（メソモデルの下
部境界条件として利用される）にも反映されている。
局地モデルについては、2010年11月に試験運用を開
始したが、東日本大震災の影響による電力供給事情
を考慮しつつ、運用を行っている。
本研修テキストでは、衛星輝度温度データとレー
ダー反射強度データの利用開始について、それぞれ
第1.2節と第1.3節で解説を行う。また局地モデルに
ついては昨年度の研修テキストで概要や検証、今後
の計画について報告を行ったが、その後の最新の検
証結果について速報的に第2.1節で紹介する。
1.1.3 週間・台風アンサンブル予報システムに関
わる変更
週間・台風アンサンブル予報システムに関わる最
近の変更について、表1.1.3に示す。
この期間は、まずモデルアンサンブル手法の導入
を行った。従来は初期値に摂動を加える初期値アン
サンブルの手法のみでアンサンブルを構築してい
たが、予報モデルの不確実性を考慮するモデルアン
サンブル手法についても開発を行ってきており、今
般この手法が追加的に導入されたものである。また
週間アンサンブルの初期摂動について、振幅の大き
さの調整を行うとともに、従来は考慮していなかっ
た南半球における摂動を追加する変更を行った。こ
れについては第1.5節で述べる。

変更日
2010 年 11 月 1 日

2010 年 11 月 25 日
2011 年 2 月 2 日
2011 年 6 月 22 日
2011 年 10 月 25 日

変更日
2010 年 11 月 24 日
2010 年 11 月 30 日

2010 年 12 月 13 日
2011 年 6 月 9 日

表 1.1.1 全球数値予報システムに関わる変更
概要
理由・参考文献
COSMIC 衛星網 GPS 掩蔽観測データの 平成 22 年度数値予報研修テキスト第
利用開始
2.4 節、数値予報課報告・別冊第 57 号
第 2.3 節、配信資料に関する技術情報
（気象編）第 324 号
積雪深解析に中国の SYNOP データ利
用開始
MODIS 極域大気追跡風データの利用法 本研修テキスト第 1.4 節
改良
アルゼンチン RARS データ利用開始
入電開始

全球解析の水平解像度の高解像度
化

表 1.1.2 メソ・局地数値予報システムに関わる変更
概要
理由・参考文献
局地モデル試験運用開始
平成 22 年度数値予報研修テキスト第
1章
対流スキームの変更（メソモデル）
平成 22 年度数値予報研修テキスト第
2.7 節, 配信資料に関する技術情報（気
象編）第 329 号
衛星観測輝度温度の同化開始（メソ解 本研修テキスト第 1.2 節
析）
地上レーダー反射強度データ利用開始 本研修テキスト第 1.3 節
（メソ解析）

表 1.1.3 週間・台風アンサンブル予報システムに関わる変更
変更日
概要
理由・参考文献
2010 年 12 月 7 日（台風） モデルアンサンブル手法の導入
平成 22 年度数値予報研修テキスト第
2010 年 12 月 16 日（週間）
2.8 節
2011 年 3 月 29 日
初期摂動の振幅調整と南半球摂動追加 本研修テキスト第 1.5 節
（週間）
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1.2 メソ解析における衛星観測輝度温度データの同
化1
宇宙からのリモートセンシングでは、衛星搭載セ
ンサにより、地球の大気や地表面からの放射が観測
される。輝度温度とは、観測された放射輝度を温度
の 単位に変換 したもので ある。メソ 解析（本田
2010）では、衛星観測データとして、赤外サウンダ
（HIRS）、マイクロ波サウンダ（AMSU-A）から得
られる気温プロファイルデータ（多田 1999）やマ
イクロ波イメージャ（AMSR-E, TMI）の可降水量
データ（佐藤 2007a）が同化されてきた。これらの
気温・可降水量といった物理量は、センサによって
観測された輝度温度から、あるアルゴリズムを用い
て算出（リトリーブ）された量である。
メソ解析において、輝度温度から算出された気
温・可降水量を同化する代わりに、輝度温度を直接
同化するように処理を変更し、これまでのリトリー
ブ量同化との比較実験を行った。その結果、予報精
度の改善が確認できたことから、2010年12月13日よ
りメソ数値予報システムに輝度温度データの直接
同化を導入した。この輝度温度データを解析で直接
同化する手法は、全球解析に2003年5月に導入され
ている（計盛・岡本 2004）。
なお、今回の輝度温度データの同化は、雲や降水
の影響を受けていない輝度温度データが対象であ
り、雲・降水域では、マイクロ波イメージャの輝度
温度から算出される降水強度データを、これまで通
り利用している。
以下、第1.2.1項では、衛星観測の輝度温度データ
を解析で直接利用する利点について述べ、第1.2.2項
では、メソ解析へ輝度温度同化を導入する際に行っ
た変更点を示す。第1.2.3項では、新旧の比較実験で
見られた特徴的な事例を紹介し、第1.2.4項では、ま
とめと今後の課題を示す。

な関係式を使うため、得られる値に変換誤差が混
入する。
2. 別の衛星データ処理センターが作成したリトリ
ーブ量の場合、詳細な誤差特性が分からず、デー
タ提供側の都合でアルゴリズムが改変され誤差特
性が突然変わることがあり、現業システムで安定
的に利用するには望ましくない。
3. 物理量算出アルゴリズムの開発には時間がかか
り、衛星打ち上げ後も実データに基づいたチュー
ニングなどによりプロダクトリリースまで時間が
かかることが多く、早期利用が困難である。
一方、輝度温度データの直接同化には、以下の利
点がある。
1. 輝度温度データには、リトリーブ処理に起因する
誤差の混入がない。
2. 衛星データ処理センター作成のリトリーブ量は、
晴天域データなどの品質の良いものしか配信され
ないことが多いが、輝度温度データは、全観測デ
ータが配信され、使用不使用の選択を利用者側で
細かく設定可能である。これにより利用可能なデ
ータの分布が拡大する。
3. 気温・可降水量といった物理量算出のためのアル
ゴリズムを開発する必要がなくデータの早期利用
が可能である。
また、輝度温度データを同化するためには、衛星
が観測した輝度温度（観測輝度温度）とともに、モ
デルの大気や地表面からの放射を計算し、モデル上
端での輝度温度（計算輝度温度）を求める放射伝達
モデルが必要である。メソ解析での輝度温度データ
同 化では、全 球解析と同 じ高速放射 伝達モデル
RTTOV（Sounders et al. 2008）を用いる。

1.2.2 変更点
今回の変更では、サウンダの気温プロファイルデ
ータ及び、マイクロ波イメージャ（SSMI, TMI,
AMSR-E）の可降水量データの利用を中止し、代わ
りにそれらの元データである輝度温度を同化する
ことにした。また輝度温度を直接同化することによ
り、これまでメソ解析で利用していなかった米国軍
事気象衛星のDMSP衛星F-16, F-17のマイクロ波放
射計（SSMIS）、米国の気象衛星NOAAや欧州の気
象衛星Metopの水蒸気サウンダ（MHS）及び、静止
気象衛星MTSATの晴天放射輝度温度（CSR）デー
タも新規に利用することにした。
図1.2.1に、メソ解析に同化されるサウンダデータ
の分布の違いを示す。上段の2つの図は、輝度温度
データの分布（上段左がAMSU-A、 上段右がMHS）
で、下段がリトリーブ気温データの分布である。

1.2.1 衛星観測輝度温度データの直接同化
メソ解析で、これまで同化されてきた気温プロフ
ァイルデータは、米国環境衛星資料情報局のアルゴ
リズム（Reale 2001）と気象衛星センター（MSC）
のアルゴリズム（竹内 1991）で作成されたもので
ある。また、マイクロ波イメージャ可降水量データ
については、MSCのアルゴリズム（竹内・操野
1998）を使って解析前処理の段階で算出されたもの
である。これらのリトリーブ量の同化には、以下の
問題点がある。
1. 輝度温度から気温（あるいは、可降水量）といっ
た物理量に変換する際、回帰式等を用いて統計的
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ている。後者のバイアス補正式の説明変数の係数は、
全球解析の変分法バイアス補正（佐藤 2007b）によ
り求め、毎回更新する。この補正量は、全球の観測
輝度温度データを使って各センサのチャンネル毎
に見積もられたバイアス量である。メソ解析では、
スキャン位置に依存するバイアス補正は全球解析
と共通である。しかし、メソ解析では変分法バイア
ス補正で係数を見積もらず、直近の全球解析での変
分法バイアス補正で見積もられた係数を使うこと
にした。用いる説明変数は全球と同じである。メソ
図 1.2.1 輝度温度同化とリト
解析に入電する輝度温度データは、領域や時刻が限
リーブ同化で利用可能なデ
定されていることから、メソ解析本体でバイアスを
ータの分布の比較図。上段
が 輝 度 温 度 デ ー タ の 分 布 見積もった場合、データの偏りのために補正係数が
（左 AMSU-A、 右 MHS）。 適切に見積もられない可能性がある。全球データを
下段が、リトリーブ気温デ 使って見積もった補正係数の方がより安定してい
ータの分布。図中の色は衛 ると考えられる。実際に全球で見積もられた係数を
星の違いを表す。黒は品質
使ったバイアス補正後の観測輝度温度と計算輝度
管理の結果、使用されなか
温度の分布から、適切に補正が行われていることを
ったデータ。
確認した（図略）。
利用可能なリトリーブ気温データは、作成元で予め
1.2.3 比較実験の結果
選択配信された晴天域のデータのみであり、データ
分布が疎らである。一方、輝度温度データの直接同
メソ解析に衛星の輝度温度データを直接同化す
化では、雲・降水域でも、雲や降水粒子の影響を受
る手法を導入し、これまで利用していなかった輝度
けない上層の輝度温度データが利用できるため、利
温度データを追加した場合の影響調査のため比較
用可能なデータ分布が拡大する。また気温リトリー
実験を行った。コントロール実験は、それまでのル
ブ デ ー タ が 配 信 さ れ て い な か っ た Aqua 衛 星 の
ーチンと同じ仕様でリトリーブ量（気温・可降水量）
AMSU-AやNOAA-18,-19衛星のMHSの輝度温度デ
を同化する。テスト実験では、リトリーブ量同化に
ータが利用可能となる。
代えて、それらの元データの輝度温度データを同化
メソ解析の輝度温度同化では、基本的には全球解
し、新たにDMSP F-16,-17のSSMIS, NOAA-18, -19
析と共通の解析前処理プログラム、放射伝達モデル
のMHSの輝度温度データ、MTSATのCSRデータを
を使用するが、メソ解析の仕様に合わせて変更を行
追加した。降水域でSSMISの輝度温度から算出され
った。第一は、輝度温度データの間引き間隔である。
る降水強度データも、これまでのAMSR-E, TMIの
全球解析では、輝度温度データは水平方向に180〜
降水強度データと同様に利用する。その他の観測デ
250km間隔で間引かれて同化されているが、メソ解
ータの利用法については、テストとコントロールで
析では、同化に用いる予報モデル（インナーモデル）
同じである。
の水平解像度が15kmと全球解析の場合（水平解像
輝度温度データの直接同化により期待されるの
度は約80km）よりも高解像度であることから、
は、解析場、あるいは短期予報の場において、高度
45km間隔のデータ間引きとした。第二は、同化す
や気温の鉛直プロファイルの精度が向上すること
るデータの設定である。メソモデルでは最上層の高
である。例として図1.2.2に、ラジオゾンデ観測に対
さが約40hPaと全球モデルの0.1hPaに比べ低く、輝
する高度場予報のRMSEのプロファイルを示す。左
度温度計算に必要な上部成層圏のプロファイルが
図がコントロール、右図がテストの結果である。色
無いため、外挿して近似的に求めた値を用いて放射
は予報時刻の違いを表す。コントロールでは、FT=3
計算を行う。そのため、メソモデルの予報場から計
のRMSE（赤線）が対流圏下層でFT=9のRMSE（緑
算される輝度温度の精度が低い。特に成層圏中上層
線）よりも大きいが、テストでは、FT=3のRMSE
に感度のある輝度温度で計算精度の悪化が顕著で
がFT=9と同程度にまで改善し、予報初期での高度
あるため、それらは同化に用いないことにした。第
場の改善が顕著である。このラジオゾンデに対する
三として、輝度温度のバイアス補正である。全球解
検証結果を考察するにあたり、まず、コントロール
析では、バイアス補正を2段階に分けて行っている。
でFT=3のRMSEがFT=9より大きいという不自然
まずセンサのスキャン位置に依存するバイアスを
な状況の理由を考える。この実験で用いた予報は03
補正し、次に大気の場に依存するバイアスを補正し
シリーズ（03,09,15,21UTC初期値からの33時間予
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マイクロ波イメージャと同様に追加される。主に下
層水蒸気に感度のあるこれらのデータの利用方法
の変更・追加の影響は、解析における水蒸気場の違
いとなって現れると期待される。図1.2.3に示すのは、
2010年7月2日21UTCの解析の可降水量の比較であ
る。左上図はコントロール（リトリーブ量同化）、
右上図はテスト（輝度温度同化）での可降水量の分
布で、左下図はテストとコントロールの可降水量の
差である。この事例では、梅雨前線が中国大陸から
東シナ海を通って山陰にのびている（右下図）。テ
ストの可降水量は、前線の南側の東シナ海で5〜
10mm程度多く、特に南西諸島から九州南部にかけ
て70mmを超える領域（図中○印）がある。南西か
らの暖湿気塊の流入がテストの方が顕著であるこ
とがわかる。次に図1.2.4に、この事例での降水予想
について、テスト（上段）とコントロール（中段）
の比較を示す。左列の2010年7月2日21UTCを初期
値とする降水予想（FT=6）について、コントロー
ル（中段左図）では、九州南部から種子島にかけて、
ごく弱い降水が予想されているが、テスト（上段左
図）では、3時間で50mm程度の降水が予想され（図
中○印）、解析雨量（下段の図）により近いものと
なっている。図1.2.3で見られたテストの初期場にお
ける奄美大島の北海上から九州にかけての可降水
量の違いが、降水予想の違いになって現れたと考え
られる。別の初期時刻からの同時刻の予想結果（中
列、FT=12）をみると、九州南部から種子島にかけ
ての降水域は、テストの方がやや多いがFT=6ほど
の違いはなく、FT=18の結果（右図）は、この領域
での降水予想のテストとコントロールの差は小さ
い。別の初期時刻でも輝度温度データは同化されて
いることから、この結果は、輝度温度同化によるイ
ンパクトは、予報初期ほど顕著であることを示して
いる。これは図1.2.2でみたラジオゾンデ検証での高
度場の予報のRMSEの改善と同様の傾向である。

報）である。ラジオゾンデ観測があるのは、00,
12UTCであることから、FT=3として検証されるの
は、09、21UTC初期値の予報であり、FT=9として
検証されるのは、03, 15UTC初期値の予報である。
1. 中国のラジオゾンデがメソ解析で利用されるの
は、03, 15UTCであり、他の時刻では、中国のラ
ジオゾンデデータはない。このため03,15UTCの解
析値には、中国のラジオゾンデの情報が反映され
ている。
2. 03,15UTCのメソ解析は、それぞれ00,12UTC初
期値からの全球モデルの予報値を境界値として利
用しており、09,21UTCのメソ解析は、それぞれ
06,18UTC初期値の全球モデルの予報値を境界値
として利用している。00, 12UTC初期値の全球解
析の方が、他の時刻のものより観測データ、特に
地上観測データの利用数が多い。
上記の1と2より、このラジオゾンデ検証では、03,
15UTCのメソ解析の解析精度が他の時刻よりも良
いと言える。このことが、FT=9（03, 15UTC初期
値の予報）のほうがFT=3（09,21UTC初期値の予報）
よりRMSEが小さかった理由である。
これがテストでは、ラジオゾンデ観測（特に中国
のラジオゾンデ）のない時刻でも、衛星輝度温度デ
ータが同化され、陸域の対流圏中上層及び、海上の
対流圏下層で、これまで以上に観測の情報が反映さ
れるようになった。その結果、解析場の精度が向上
し、09, 21UTC初期値からの予報FT=3が改善し、
予報初期ほど誤差が小さいという自然な結果が得
られるようになった。
次に水蒸気場への影響をみる。これまでマイクロ
波イメージャTMI, AMSR-Eのデータは可降水量で
同化されていたが、輝度温度で同化されるようにな
り、加えてDMSP F-16,F-17のSSMISの輝度温度デ
ータが追加される。SSMISの降水強度データも他の
コントロール

テスト

[hPa]

[hPa]

RMSE [m]

RMSE [m]

図 1.2.2 2009 年 7 月 16 日 00UTC〜7 月 26 日 21UTC（11 日間)における 03, 09, 15, 21UTC 初期値から予報され
た高度場のラジオゾンデに対する RMSE。横軸が RMSE[m]、縦軸が気圧 [hPa]。検証対象時刻はラジオゾンデ
観測のある 00, 12UTC。左図がコントロール（リトリーブ量同化）、右図がテスト（輝度温度同化）
。赤色(FT=3)、
緑色(FT=9)、青色(FT=15)、ピンク(FT=21)、水色(FT=27)、茶色(FT=33)。
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テスト

コントロール

テスト-コントロール

図 1.2.3 2010 年 7 月 2 日 21UTC の解析の可降水量の比較。左上図はコントロール（リトリーブ量同化）
、右
上図はテスト（輝度温度同化）。左下図はテストとコントロールの可降水量の差。それぞれ単位は[mm]。
右下図は、2010 年 7 月 3 日 00UTC の地上天気図。

1.2.4 まとめと今後の課題
これまで利用してきたリトリーブ気温プロファ
イル、可降水量に代えて、元の輝度温度を直接同化
するようにメソ解析を変更し、未使用であった他の
衛星の輝度温度データを追加した。ルーチンメソ解
析への導入に先立って行った比較実験では、輝度温
度データの同化で、多くの輝度温度データが利用可
能となり、解析、予報の気温場、高度場、水蒸気場
にインパクトがあった。それらは、ラジオゾンデ検
証、降水予想分布の解析雨量との比較により改善で
あることが確認された。統計的にも降水予想のスコ
アが有意に改善することが確認されている（図略）
。
今後の課題として、静止気象衛星MTSATから得
られる高解像度CSRデータの利用高度化がある。現
在利用中のMTSATのCSRデータは、全球解析用に
作成されたもので、水平方向に約60km格子で平均
化されたデータである。より細かい観測情報を初期
値に取り込むためには、メソ解析の水平分解能に合

わせた高解像度CSRデータの利用が望まれる。また
静止気象衛星であるMTSATの高頻度データは、ど
の時刻の解析でも利用可能であるため、同化による
解析・予報への影響が大きいと期待される。
また、先に述べたように輝度温度データ同化では、
新規衛星データの早期利用が可能である。新規衛星
の輝度温度データをいち早く入手し、利用すること
が重要である。
更に、現在のメソ解析の輝度温度同化は、雲・降
水の影響を受けていない晴天域に限定され、降水域
ではマイクロ波イメージャの輝度温度からリトリ
ーブされた降水強度が同化されている。しかし、外
国数値予報センターでは、雲・降水域においても輝
度温度で直接同化する方が気温や水蒸気の情報を
より正確に引き出すことができると考えられてお
り、欧州中期予報センター（ECMWF）は、全球解
析でマイクロ波イメージャ（AMSR-E,TMI,SSMIS)
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テスト FT=06
7/2 21UTC 初期値

テスト FT=12
7/2 15UTC 初期値

コントロール FT=06
7/2 21UTC 初期値

コントロール FT=12
7/2 15UTC 初期値

テスト FT=18
7/2 09UTC 初期値

コントロール FT=18
7/2 09UTC 初期値

図 1.2.4 2010 年 7 月 3 日 03UTC を対象とした 3 時間積算降水量予想
[mm]。上段がテスト（輝度温度同化）
、中段がコントロール（リトリー
ブ量同化）。ともに左から FT=6, FT=12,FT=18 での予報結果。初期時刻
は、それぞれ 7 月 2 日 21UTC, 15UTC, 09UTC。下段は解析雨量による
3 時間積算値。図中の矢羽は、10m 高度の風[knot]、黒線コンターは海
面更正気圧[hPa]。

解析雨量
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ផቯ୯߆ࠄ࠳ᒝᐲࠍࠪࡒࡘ࠻ߔࠆޕ
ᰴߦߚࠇߐ࠻ࡘࡒࠪޔᒝᐲߣ᷹ⷰߐࠇߚ
ᒝᐲࠍ↪ߒߡ⋧ኻḨᐲࠍផቯߒ⇼ૃ᷹ⷰ࠺
࠲ࠍᚑߔࠆ⋧ޕኻḨᐲߩ⇼ૃ᷹ⷰߩᚑߦߪࡌޔ
ࠗ ࠭ ផ ቯ ߦ ၮ ߠ ߊ  ࠻   ࡉ ᚻ ᴺ Olson et al.
1996, Caumont et al. 2010 ࠍ↪ࠆޔߡߒߘޕផ
ቯߐࠇߚ⋧ኻḨᐲߩ⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲ߪຠ⾰▤ℂࠍ
⚻ߡᓥ᧪᷹ⷰߣห᭽ߦ㕖㕒ജቇ4ᰴరᄌಽᴺ
㧔JNoVA㧕
㧔ᧄ↰Ỉ↰ 2010㧕ߦࠃࠅ࠺࠲หൻߐ
ࠇࠆޕ࿑1.3.1ߪޔᒝᐲ࠺࠲ࠍ↪ߒߚࡔ࠰⸃
ᨆࠪࠬ࠹ࡓߩᵹࠇ࿑ߢࠆޕએਅߢߪޔᒝᐲ࠺
࠲ࠍ↪ߒߚ࠺࠲หൻᚻᴺߦ㑐ߒߡⷐࠍㅀ
ߴࠆޕ

㩿㪉㪀ຠ⾰▤ℂ㩷
 ߹ߕޔMAߦ߅ߌࠆᒝᐲ࠺࠲߆ࠄផቯߐࠇ
ߚ⋧ኻḨᐲߣ⸃ᨆ㔎㊂ߩ㑐ଥߦߟߡㅀߴࠆ⸃ޕᨆ
㔎㊂ߪޔ㜞ᐲ2000mઃㄭߩ࠳ᒝᐲߣ
㔎㊂⸘ߦࠃࠆ᷹ⷰ࠺࠲ࠍၮߦᚑߐࠇߚ࠺࠲
᳗↰ㄞ 2006 ߢࠅ1ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂᷹ⷰߣߒ
ߡหൻߐࠇࠆ⸃ޔࠅ߹ߟޕᨆ㔎㊂ߪ⪭ޔਅߒߚ᳓‛
⾰ߩ㧝ᤨ㑆Ⓧ▚୯ߢࠅหൻᤨೞߦ߅ߌࠆᄢ᳇ߩ
᳓‛⾰ಽᏓߩᖱႎ߇ᤋߐࠇߚ⋧ኻḨᐲߩ⇼ૃⷰ
᷹ߣߪၮᧄ⊛ߦ⇣ߥࠆ߽ߩߢࠆޔߒ߆ߒޕਔ⠪ࠍ
หᤨߦหൻߔࠆ႐วߦߪ⸃ޔᨆ㔎㊂ߣ⋧ኻḨᐲߩ⇼
ૃ᷹ⷰߦ߹ࠇࠆᒝᐲ࠺࠲ߩ᷹ⷰ⺋Ꮕᖱႎ
߇㊀ⶄߔࠆߎߣߢ⸃ᨆߦᖡᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣ߇ 
ᔨߐࠇࠆⷰૃ⇼ޔߚߩߘޕ᷹࠺࠲ߩផቯߦߪ⸃
ᨆ㔎㊂ߩᚑߢ↪ߐࠇߚ㜞ᐲ2000mઃㄭߩ
ᒝᐲ࠺࠲ࠍ↪ߒߡߥޕ
ᰴߦޔᒝᐲ࠺࠲ߩ↪ᴺߦߟߡㅀߴࠆޕ
᷹ⷰߐࠇࠆᒝᐲߪ〒ߩࠄ߆࠻ࠗࠨ࠳ޔ㔌
߇ᄢ߈ߊߥࠆߦᓥߞߡ᷹ⷰ⺋Ꮕ߽ᄢ߈ߊߥࠆߩߘޕ
ߚࠍ࠻ࠗࠨޔਛᔃߣߒߚඨᓘ200kmౝߩ࠺࠲
ߩߺࠍ⇼ૃ᷹ⷰߩផቯߦ↪ߒߡࠆޔߚ߹ޕផቯ
ߦ↪ߐࠇࠆᒝᐲ࠺࠲ߩ⸃ᐲߪޔേᓘᣇะ
ߦ500mޔⷺᣇะߦ360/512qߢࠆߥ߁ࠃߩߎޕ
ⓨ㑆⊛ߦ㕖Ᏹߦኒߥ࠺࠲ࠍᛒ߁ߚߦߪޔઍᕈ

㩿㪈㪀䊧䊷䉻䊷䉲䊚䊠䊧䊷䉺㩷
ᢙ୯੍ႎ⺖ߢߪޔᒝᐲ࠺࠲หൻߩ㐿⊒ߦ㓙
ߒⷰޔ᷹Ṷ▚ሶߩᓎഀࠍᨐߚߔ࠳ࠪࡒࡘ
࠲ࠍ㐿⊒ߒߚ࠳ޕᒝᐲߩࠪࡒࡘ࡚ࠪ
ࡦߪ⸃ޔᨆᤨೞߩ3ᤨ㑆೨ࠍೋᦼᤨೞߣߔࠆMSMߩ
੍ႎ୯ࠍ↪ߡⴕࠊࠇࠆޔߒߛߚޕMSMߪޔ㔎
㔐㔸㔕᳓㔕᳖ߩᷙวᲧߣ㔕᳖ߩᢙỚᐲࠍ੍ႎ


ᐞ↰ᵏ㉂
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࿑ 1.3.2 2009 ᐕ 7  24 ᣣ 12UTC ߩጟὐ
ߦ߅ߌࠆ࠱ࡦ࠺᷹ⷰߣ⇼ૃ᷹ⷰޕታ✢ߪ࠱ࡦ࠺
᷹ⷰߩ⋧ኻḨᐲࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ޔὐ✢ߪ 0͠㜞ᐲ
ࠍߔޕ٨ߣߪޔផቯߐࠇߚ⋧ኻḨᐲߛߚޕ
ߒߪޔផቯᤨߩຠ⾰▤ℂߦࠃߞߡ㒰ᄖߐࠇߚ
࠺࠲ࠍ␜ߔޕ

࿑ 1.3.3 ࠱ࡦ࠺᷹ⷰ TEMP ⥶ޔⓨᯏ᷹ⷰ PILOT ࠼ࡦࠖ࠙ޔ
ࡊࡠࡈࠔࠗ WPROF ࡊ࠶࠼ޔㅦᐲ DPR ߣ࠳
ᒝᐲ߆ࠄផቯߐࠇߚ⋧ኻḨᐲ REFRH ߩ࠺࠲ಽᏓޕᢙ
ሼߪ↪ߐࠇߚ࠺࠲ᢙޕ2011 ᐕ 5  12 ᣣ 00UTC ߩࡔ࠰
⸃ᨆߩޕ

ផቯߩା㗬ᐲ߇ૐߊߥࠆ႐ว߇ࠆ࠺ߥ߁ࠃߩߘޕ
࠲ߦߟߡ߽ຠ⾰▤ℂߦࠃߞߡ㕖↪࠺࠲ߦ
ಽ㘃ߐࠇࠆޕ
ຠ⾰▤ℂࠍㅢㆊߒMAߢ↪ߐࠇߚ⇼ૃ᷹ⷰ࠺
࠲ߩಽᏓࠍ࿑1.3.3ߦ␜ߔ࠲࠺ߩߎޕಽᏓ߆ࠄฬἑ
߿㕒ጟ࠳ߥߤߩ࠼࠶ࡊൻߐࠇߡߥ
࠳ࠨࠗ࠻ㄝߢ߽⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲߇ᚑߐ
ࠇหൻߐࠇߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߚ߹ޕ㑆ᒁ߆ࠇࠆ
࠺࠲ߪ᷹ⷰߐࠇࠆᒝᐲߩኒᐲ߿ࠄ߆࠻ࠗࠨޔ
ߩ᳓ᐔ〒㔌ߣ㜞ᐲߦࠃߞߡ⸳ቯߐࠇߚ᷹ⷰ⺋Ꮕߦ
ଐሽߔࠆߚޔหൻߐࠇࠆ⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲ߩ⟎ߪ
⸃ᨆߏߣߦ⇣ߥࠆޕ

⺋Ꮕࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇↢ߓࠆޕઍᕈ⺋Ꮕߦࠃࠆᓇ
㗀ࠍシᷫߒ᷹ⷰ࠺࠲ߩᖱႎࠍߔࠆߚߦ࠺ޔ
࠲ࠍMAߩࠗࡦ࠽⸃ᐲ15kmߣหߓ⸃ᐲߢ
ᐔဋൻߔࠆಣℂࠍⴕ߁ߩࠄࠇߘޔߦࠄߐޕᐔဋൻߐ
ࠇߚ࠺࠲ߪ࠲࠺ޔ㑆ߩ᳓ᐔ⺋Ꮕ⋧㑐߇චಽߦዊ
ߐߊߥࠆ⒟ᐲߦ㑆ᒁߊᔅⷐ߇ࠆߩߎޕ㑆ᒁ߈㑆㓒
ߪ⸘⛔ޔಣℂߩ⚿ᨐࠍၮߦ᳓ᐔᣇะߦ60kmޔ㋦⋥
ᣇะߦ500mߣߒߚޕ
ߥ߅ޔMSMߩ࿕㒠᳓ߦࠃࠆᒝᐲߦߪࡃࠗ
ࠕࠬ߇ࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡࠆ Eito and Aonashi
2009 ޔߚߩߘޕ㔐㔸߆ࠄផቯߐࠇߚ⇼ૃ᷹ⷰ
࠺࠲ߪຠ⾰▤ℂߦࠃࠅឃ㒰ߒ࠲࠺ޔหൻߦߪ
↪ߒߥޕᚑߐࠇߚ⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲ߪޔMAߩ࠺
࠲หൻ⓹ߩ3ᤨ㑆ߦ߅ߡ⸃ޔᨆᤨೞ FT=0 ⸃ޔ
ᨆᤨೞߩ1ᤨ㑆೨ FT=̄1 ⸃ޔᨆᤨೞߩ2ᤨ㑆೨
FT=̄2 ߩ1ᤨ㑆Ფߩ࠲ࠗࡓࠬࡠ࠶࠻ߢ࠺࠲หൻ
ߐࠇࠆ ࿑1.3.1 ޕ

㩿㪋㪀⇼ૃ᷹ⷰ䊂䊷䉺หൻ䈱ലᨐ㩷
⇼ૃ᷹ⷰߩ↪߇⸃ᨆߦਈ߃ࠆലᨐࠍ࿑1.3.4ߦ
␜ߔޕ࿑1.3.4 a ߪ৻╙ޔផቯ୯߆ࠄࠪࡒࡘ࠻
ߐࠇߚMSMߩೋᦼᤨೞߦ߅ߌࠆᒝᐲߢࠆޕ
หᤨೞߩ᷹ⷰ ࿑1.3.4 c ߣᲧセߔࠆߣᒝᐲߩ
ᭂᄢ୯ߩ⟎߇⇣ߥࠆޕ࿑1.3.4 b ߪⷰૃ⇼ޔ᷹ࠍ
↪ߒߚMAߦࠃߞߡᚑߒߚ⸃ᨆ୯߆ࠄࠪࡒࡘ
࠻ߒߚᒝᐲߢࠆ࠲࠺ޕหൻߦࠃߞߡ╙ޔ
৻ផቯ୯ ࿑1.3.4 a ߩ᷹ⷰ ࿑1.3.4 c ߦኻߔࠆ
⟎ߕࠇ⺋Ꮕ߇ᡷༀߐࠇߡࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ࠆޕ

㩿㪊㪀⋧ኻḨᐲ䈱⇼ૃ᷹ⷰ䊂䊷䉺㩷
⋧ኻḨᐲߩផቯߣߒߡ࠱ࡦ࠺᷹ⷰߣߩᲧセࠍ
࿑1.3.2ߦ␜ߔ⋧ޕኻḨᐲߩ⇼ૃ᷹ⷰߩ᳓ᐔ⟎ߪޔ
ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩᩰሶߦวࠊߖߡࠆߚ࠺ࡦ࠱ޔ
᷹ⷰὐߣ৻⥌ߒߥⷰ࠺ࡦ࠱ߢߎߘޕ᷹ὐࠍਛ
ᔃߣߔࠆ1ㄝ0.5ᐲߩᱜᣇ㗔ၞౝߢផቯߐࠇߚ⇼ૃⷰ
᷹ࠍᲧセኻ⽎ߣߒߡㆬࠎߛ⸃Ⲣޕጀࠃࠅጀߦߚ
ࠆ㜞ᐲ⚂6000mએߦ߅ߌࠆ⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲ߪޔ೨
ㅀߩߣ߅ࠅຠ⾰▤ℂߦࠃࠅ㒰ᄖߐࠇࠆ⋧ޔߚ߹ޕኻ
Ḩᐲផቯߦ↪ࠄࠇࠆ╙৻ផቯ୯ߩᒝᐲߩࠨ
ࡦࡊ࡞ᢙ߇ዋߥߥߤߩℂ↱߆ࠄⷰૃ⇼ޔ᷹࠺࠲

㪈㪅㪊㪅㪊㩷 ⸃ᨆ੍ႎ䉰䉟䉪䊦ታ㛎㩷
ᒝᐲ࠺࠲߆ࠄផቯߐࠇߚ⋧ኻḨᐲߩ⇼ૃ
᷹ⷰ࠺࠲หൻ߇ࡔ࠰ᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߦਈ߃ࠆ
ലᨐࠍ⏕ߔࠆߚ⸃ᨆ੍ႎࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ࠍⴕߞ
ߚޔߒߛߚޕ౻ቄߦ㑐ߒߡߪ⸃Ⲣޔጀࠃࠅጀߩ⇼
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(a)

(c)

(b)

(a)

(b)

ࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕ

ࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ

࿑1.3.4 2009ᐕ724ᣣ09UTCߩጟ࠳–0.7ᐲߩઔⷺߦ߅ߌࠆᒝᐲ࠺࠲หൻߩήߦࠃࠆᒝᐲ
Ყセ ޕa ╙৻ផቯ୯߆ࠄ⸘▚ߒߚᒝᐲ ޔb ࠺࠲หൻᓟߩ/5/ೋᦼ୯߆ࠄ⸘▚ߒߚᒝᐲߣ c ᷹ⷰߐࠇ
ߚᒝᐲޕ

࿑ 1.3.5 2009 ᐕ 7  19 ᣣ㨪26 ᣣߩᦼ㑆ߦ߅ߌࠆ MSM ߩኻ⸃ᨆ㔎㊂ߩ a ࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕߣ b
䊋䉟䉝䉴䉴䉮䉝ޕᮮゲߪ㑣୯ ೨ 3 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂㧕
߇✢✛ޕᓥ᧪੍ႎ Control ߢ߇✢⿒ޔᒝᐲ࠺࠲ࠍ
↪ߒߚ੍ႎ Test ޔߢߎߎޕᬌ⸽ߪ 20km ᩰሶߩ㗔ၞߢⴕޔᬌ⸽ᩰሶߩਛߩᐔဋ୯ࠍኻ⽎ߣߒߚ⸃ޔߚ߹ޕ
ᨆ㔎㊂ߩ㗔ၞߩ߁ߜ㒽ၞߣᶏጯ߆ࠄ 40km એౝࠍᬌ⸽ߦ↪ߚޕ

(a)

᳇ J2C 

᳇ J2C 

(b)

ᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ  

ᐔဋ⺋Ꮕ  

࿑ 1.3.6 2009 ᐕ 7  19 ᣣ㨪26 ᣣߩᦼ㑆ߦ߅ߌࠆ MSM ߩ 3 ᤨ㑆⋧ኻḨᐲ੍ႎߩࠫࠝ࠱ࡦ࠺ߦࠃࠆᬌ⸽❑ޕ
ゲ߇㜞ᐲ hPa ޔᮮゲ߇ a ᐔဋ⺋Ꮕ % ߣ b ᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ % ߇✢✛ޔᓥ᧪੍ႎ Control ߇✢⿒ޔ
ᒝᐲ࠺࠲ࠍ↪ߒߚ੍ႎ Test ޕ

࠴ࡦߩMAߣMSMࠍၮߦ᭴▽ߐࠇߚ߽ߩߢࠆޕ
ᒝᐲࠍ↪ߒߥ⸳ቯߩታ㛎ࠍControlߣߒޔ
ᒝᐲࠍ↪ߔࠆ⸳ቯߩታ㛎ࠍTestߣߔࠆޕ
㒠᳓㊂੍ႎߦኻߔࠆࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦ

ૃ᷹ⷰ࠺࠲ࠍ↪ߒߡߥߚ⸃ᨆߦਈ߃ࠆ
ᓇ㗀ߪ㕖Ᏹߦዊߐߎߣ߆ࠄߪߢߎߎޔᄐቄߩታ㛎
ᦼ㑆2009ᐕ719ᣣ߆ࠄ2009ᐕ726ᣣ߹ߢߩ⚿ᨐ
ߦߟߡ␜ߔޕታ㛎ⅣႺߪޔ2011ᐕ2ᤨὐߩ࡞
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(a)(b)(c)

ControlFT=12

TestFT=12

Obs 2009/07/26 03UTC

࿑ 1.3.7 㒠᳓੍ႎߩᡷༀޕ2009 ᐕ 7  25 ᣣ 15UTC ೋᦼ୯߆ࠄߩ 12 ᤨ㑆੍ႎߦ߅ߌࠆ೨ 3 ᤨ㑆㒠᳓㊂੍ᗐޕ
a ᓥ᧪੍ႎ Control  ޔb ᒝᐲ࠺࠲ࠍ↪ߒߚ੍ႎ Test  ޔc ᒰߔࠆᤨ㑆ߩ⸃ᨆ㔎㊂ ᷹ⷰ୯ ޕ

⍹Ꮉቱᐢ, ዊᴰ⠹, 2002: ࡔ࠰4ᰴరᄌಽᴺ. ᢙ୯੍
ႎ⺖ႎ๔ౠ╙48ภ, ᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ, 37̄59.
᳗↰ᒾ, ㄞ⼾, 2006: ⸃ᨆ㔎㊂߮㒠᳓⍴ᤨ㑆
੍ႎߩ․ᕈߣ↪ߩᵈᗧὐ㧚ᐔᚑ18ᐕᐲ㊂⊛੍
ႎ⎇ୃ࠹ࠠࠬ࠻, 9̄24.
ᷓየ৻㇢, ᵿᵤ੨ഥ, 2009: ᳇⽎ߣᄢ᳇ߩ࠳
ࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣ. ੩ㇺᄢቇቇⴚ ળ ,
502 pp.
ᧄ↰ᯏ, 2010: 㕖㕒ജቇࡔ࠰4ᰴరᄌಽᴺ. ᢙ୯੍
ႎ⺖ႎ๔ౠ╙56ภ, ᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ, 19̄20.
ᧄ↰ᯏ, Ỉ↰⻞, 2010: 㕖㕒ജቇࡔ࠰4 ᰴరᄌಽ
ᴺ. ᢙ୯੍ႎ⺖ႎ๔ౠ╙56 ภ, 7̄37.
ጊ↰⧐ೣ 2003: 㔕ߩ‛ℂㆊ⒟. ᢙ୯੍ႎ⺖ႎ๔
ౠ╙49ภ, ᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ, 52̄76.
Caumont, O., V. Ducrocq, É. Wattrelot, G. Jaubert,
S. Pradier-Vabre, 2010: 1D+3DVar assimilation
of radar reflectivity data: A proof of concept.
Tellus A, 62, 173–187.
Eito, H. and K. Aonashi, 2009: Verification of
Hydrometeor Properties Simulated by a
Cloud-Resolving Model Using a Passive
Microwave Satellite and Ground-Based Radar
Observations for a Rainfall System Associated
with the Baiu Front. J. Meteor. Soc. Japan, 87A,
425–446.
Olson, W. S., C. D. Kummerow, G. M. Heymsfield,
and L. Giglio, 1996: A method for combined
passive-active microwave retrievals of cloud
and precipitation profiles. J. Appl. Meteor., 35,
1763–1789.

ࠕ ࿑1.3.5 a ߢߪޔControlߣTestߩ㑆ߩᏅߪዊߐ
ߊ ࠕࠦࠬࠬࠕࠗࡃޔ࿑1.3.5 b ߢߪޔૐ㑣୯ߦ߅
ߡTestߩᡷༀ߇ߺࠄࠇࠆ੍ޕႎ㐿ᆎ3ᤨ㑆ᓟߩ⋧
ኻḨᐲߩ㋦⋥ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ߩᐔဋ⺋Ꮕ ࿑1.3.6 a
ߣᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ ࿑1.3.6 b ߢߪޔ700hPa
ઃㄭߦControlߦኻߒߡTestߩᡷༀ߇ࠄࠇࠆޕᄐ
ቄߦ߅ߡ⇼ૃ᷹ⷰ࠺࠲ߩᄙߊߪ700hPaઃㄭߢ
หൻߐࠇࠆߚߩߘޔലᨐ߇੍ႎߦ߅ߌࠆ⋧ኻḨᐲ
ߩࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ߩᡷༀߦነਈߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㒠᳓ಽᏓߩᡷༀࠍ࿑1.3.7ߦ␜ߔޕControlߩ㒠
᳓㊂ಽᏓߣ᷹ⷰߐࠇߚ㒠᳓㊂ಽᏓߦߪᄢ߈ߥᏅ߇
ߺࠄࠇࠆޔߒ߆ߒޕTestߩ㒠᳓㊂ಽᏓߪޔControl
ߣᲧセߒߡ᷹ⷰߩ㒠᳓㊂ಽᏓߦㄭߊޔᒝᐲ࠺
࠲ߩ↪ߦࠃߞߡ⟎ߕࠇ߇ୃᱜߐࠇ㒠᳓㊂੍ႎ
߇ᡷༀߐࠇߡࠆޕ
㪈㪅㪊㪅㪋㩷 䉁䈫䉄㩷
ᧄ▵ߢߪ2011ᐕ69ᣣ00UTCߦᬺൻߐࠇߚ
MAߦ߅ߌࠆᒝᐲ࠺࠲↪ߩⷐߣലᨐࠍㅀ
ߴ⸃ޔᨆ੍ႎࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ߩ⚿ᨐࠍၮߦޔᒝᐲ
߆ࠄផቯߐࠇߚ⋧ኻḨᐲࠍ࠺࠲หൻߔࠆߎߣߦ
ࠃߞߡޔ᳓⫳᳇ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞߿㒠᳓੍ႎ߇ᡷༀߔࠆ
ߎߣࠍ␜ߒߚޕ
ߥ߅ޔᢙ୯੍ႎ⺖ߢߪޔዪࡕ࠺࡞ߩೋᦼ୯ᚑ
ߩߚߩዪ⸃ᨆߦ߅ߡ߽࠳ᒝᐲ࠺
࠲↪ࠍ⸘↹ߒߡࠆߩߎޕዪ⸃ᨆߪ࠲࠺ޔ
หൻᚻᴺߣߒߡ3ᰴరᄌಽᴺࠍ↪ߒ⸃ᨆߩಽ⸃⢻
߽5kmߣޔMAߣߪᄢ߈ߊ⇣ߥࠆ⸃ᨆࠪࠬ࠹ࡓߣߥ
ࠆ੍ቯߢࠆޔߚߩߘޕዪ⸃ᨆߦㆡߒߚ࠳
ᒝᐲ࠺࠲หൻᚻᴺߩ⏕┙ࠍ⋡ᜰߒ㐿⊒ࠍ
ㅴߡࠆޕ
ෳ⠨ᢥ₂
⍹Ꮉቱᐢ, 2007: ࠼࠶ࡊ࠳࠺࠲ߩ↪.
ᐔᚑ19ᐕᐲᢙ୯੍ႎ⎇ୃ࠹ࠠࠬ࠻, ᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ,
102̄103.
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㪈㪅㪋㩷 ో⸃ᨆ䈮䈍䈔䉎㪤㪦㪛㪠㪪ᭂၞᄢ᳇ㅊ〔㘑䈱
↪ᴺ䈱ᡷ⦟㪈㩷

Aqua

Terra

60㫦N

Meteosat-9

㪈㪅㪋㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
ᄢ᳇ㅊ〔㘑㧔AMV㧦Atmospheric Motion Vector㧕
ߪㅪ⛯ߔࠆⶄᢙᨎߩ㕒ᱛ᳇⽎ⴡᤊ㧔15㨪60ಽ㑆㓒㧕
߽ߒߊߪᭂ゠ⴡᤊ㧔⚂100ಽ㑆㓒㧕ߢᓇߐࠇߚ↹
ࠍၮߦޔ㔕႙߿᳓⫳᳇ߩࡄ࠲ࡦߩ⒖േࠍㅊ〔ߒߡ
▚ߐࠇߚ㘑ࡌࠢ࠻࡞࠺࠲ߢࠆߩࠄࠇߎޕAMV
ߩ․ᓽ▚ᣇᴺ⸃ᨆ೨ಣℂߥߤߩ⚦ߪ⋓⸘ޔ
ਛ㧔2005㧕ޔጊਅ 㧔2007㧕߅ࠃ߮ጊਅਅ
㧔2011㧕ࠍෳᾖߐࠇߚޕ
ᧄ▵ߢߪޔ2011ᐕ22ᣣߦోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓ߳
ዉߐࠇߚMODISᭂၞAMVߩ↪ᣇᴺߩᡷ⦟ߦߟ
ߡㅀߴࠆోޕᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪޔ࿑1.4.1ߩ
ࠃ߁ߦ5ߟߩ㕒ᱛ᳇⽎ⴡᤊ߅ࠃ߮2ߟߩᭂ゠ⴡᤊ߆
ࠄᓧࠄࠇߚAMVࠍ↪ߒߡࠆ 2 ޕ࿁ኻ⽎ߣߥࠆ
AMVߪޔർ(ධ)✲60ᐲએർ(ධ)ߦಽᏓߔࠆᭂၞAMV
ߢࠆ☨ޔߪࠄࠇߎޕ࿖ߩ᷹ⷰⴡᤊTerra߅ࠃ߮
AquaߩMODIS3ࡦࠨࠍၮߦ▚ߐࠇߚ㘑ࡌࠢ࠻࡞
࠺࠲ߢࠆޕ
એਅ╙ޔ1.4.2㗄ߢߘߩᡷ⦟⋡⊛ࠍ⺑ߔࠆ╙ޕ1.4.3
㗄ߢߪߘߩᡷ⦟ߩ㓙ߦ↪ߔࠆᣂⷙᭂၞAMV㧔╙
1.4.2㗄ߢ⺑㧕ߣᧄᡷ⦟એ೨ߩ࡞࠴ࡦߢ↪ߐࠇ
ߚᭂၞAMV㧔એਅCIMSS_PAMVߣ߱㧕ߣࠍᲧセ
ߒߚ⺞ᩏ⚿ᨐࠍ␜ߒ╙ޔ1.4.4㗄ߢߪߘߩ⺞ᩏࠍ〯߹
߃ߚᡷ⦟ߩౝኈࠍ⺑ߔࠆ╙ޕ1.4.5㗄ߢߪᡷ⦟ᓟߩ
᷹ⷰࠪࠬ࠹ࡓታ㛎㧔OSE㧕ࠍႎ๔ߒ╙ޔ1.4.6㗄ߢߪ
ᧄᡷ⦟ߦࠃࠆ࠺࠲หൻߩലᨐࠍ⏕ߔࠆᦨޕᓟߦ╙
1.4.7㗄ߢ߹ߣߣᓟߩ⺖㗴ࠍㅀߴࠆޕ
㪈㪅㪋㪅㪉㩷 ᡷ⦟䈱⋡⊛㩷
ోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪޔ2004ᐕ߆ࠄCIMSS4ߦ
ࠃߞߡᚑߐࠇߚCIMSS_PAMVࠍࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻
࿁✢ߢขᓧߒ↪ߒߡࠆߩߎޔߒ߆ߒޕAMV㈩ା
߇ㆃߚోޔㅦႎ⸃ᨆᤨߦ㑆ߦวࠊߥߎߣ߇ᄙ
ߊࠍ࠲࠺ޔ↪ߢ߈ߥߣߞߚ㗴߇ߞߚޕ
ߘߩᓟޔ2004ᐕߦCIMSSߢ㐿⊒ߐࠇߚᭂၞAMV
ᚑࠕ࡞ࠧ࠭ࡓ߇NOAA 5 /NESDIS 6 ߳⒖ᬀ 7 ߐࠇޔ

30㫦N
0㫦
30㫦S

Meteosat-7

MTSAT-2

GOES-11

GOES-13

60㫦S

Terra
60㫦E

Aqua
120㫦E

180㫦

120㫦W

60㫦W

࿑ 1.4.1 2011 ᐕ 7  11 ᣣ 00UTC ోࠨࠗࠢ࡞⸃
ᨆᤨߦ↪ߐࠇߚ AMV ߩಽᏓޕᭂၞߦ⸥ߒߚਅ
✢ߟ߈ᢳሼߩⴡᤊฬߪᭂ゠ⴡᤊࠇߘޔએᄖߪ
㕒ᱛ᳇⽎ⴡᤊޕMTSAT-2 ߪ ࠅࠊ߹߭ޔ7 ภޕ
 1.4.1

Ea ߅ࠃ߮ Da ߩർᭂၞߦ߅ߌࠆ 3 ߟߩᭂ

ၞ AMV ߩ㔚⁁ᴫޕฦᢙ୯ߪ 2010 ᐕ 4  9 ᣣ㨪
8  11 ᣣߩ㧝⸃ᨆߚࠅߩᐔဋ㔚ᢙࠍ␜ߔޕEa
ߩ㔚₸ߪ Da ߩ㔚ᢙߦኻߔࠆ Ea ߩ㔚ᢙߩഀ
ว㧔㧑㧕ߢ␜ߒߚ߽ߩߢࠆޕ
Ea

Da

Ea䈱㔚₸䋨䋦䋩

CIMSS_PAMV

3971

16250

24

NESDIS_PAMV

870

12402

7

CIMSS_DPAMV

5274

12310

43

GTS8 ࿁✢߳ߩᭂၞAMV㧔Ԙ㧕ߩ㈩ା߇㐿ᆎߐࠇߚޕ
߹ߚޔCIMSSߢߪ࠺࠲ᚑ߆ࠄ㈩ା߹ߢߩᤨ㑆߇
⍴ߣ߁ㅦႎᕈࠍ㊀ⷞߒߡޔർධᭂၞߩฃାዪ߆
ࠄ⋥ធⴡᤊ࠺࠲ࠍฃାߒޔAMV㧔ԙ㧕ࠍᚑ㈩ା
ߔࠆࠪࠬ࠹ࡓߩㆇ↪ࠍ2006ᐕߦ㐿ᆎߒߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⢛᥊߆ࠄޔ೨ㅀߩԘߣԙߩAMVࠍ↪ߔ
ࠆߎߣߦࠃࠅޔᭂၞAMV㈩ା߇ోㅦႎ⸃ᨆᤨߦ㑆
ߦวࠊߥߣ߁㗴ߩ⸃ᶖߣోㅦႎࠨࠗࠢ࡞⸃
ᨆᤨߩᭂၞAMV࠺࠲ಽᏓߩᄢ߇ᦼᓙߐࠇࠆߐޕ
ࠄߦޔCIMSSߣNESDIS߇⋧ߦ࠺࠲ࠍቢߔࠆ
ߎߣߢᭂၞAMVࠍቯ⊛ߦ↪ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄޔᭂ
ၞߩ⸃ᨆ♖ᐲߩߐࠄߥࠆᡷༀ߇ㄟ߹ࠇࠆޕએਅޔ೨
ㅀԘߩAMVࠍNESDIS_PAMVߪNESDIS
ᭂၞ
AMV ޔหԙߩAMVࠍCIMSS_DPAMVߪCIMSS
⋥ធฃାᭂၞAMVߣ߮ࠄࠇߎޔ2ߟߩAMVࠍᣂ
ⷙᭂၞAMVߣ߱ޕ

㪈㪅㪋㪅㪊 㩷 ᣂ ⷙ ᭂ ၞ 㪘㪤㪭 䈫 䊦 䊷 䉼 䊮  ↪ ਛ 䈱 ᭂ ၞ
㪘㪤㪭㩷 䋨㪚㪠㪤㪪㪪㪶㪧㪘㪤㪭䋩䈫䈱Ყセ㩷
䋨㪈䋩㩷 㔚ᢙ䈫䊂䊷䉺ಽᏓᲧセ㩷
1.4.1ߦޔ3ߟߩᭂၞAMVߩ2010ᐕ49ᣣ㨪811

ጊਅᶈผ
2 ࡔ࠰ᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪޔMTSAT ߩ AMV ߩߺࠍ
↪ߒߡࠆޕ
3 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer㧔ਛ
⸃ᐲ↹ಽశ⸘㧕
4 Cooperative Institute for Meteorological Satellite
Studies㧔☨࿖࠙ࠖࠬࠦࡦࠪࡦᄢቇߩ᳇⽎ⴡᤊ⎇ⓥห⎇
ⓥᚲ㧕
5 National Oceanic and Atmospheric Administration
㧔☨࿖ᶏᵗᄢ᳇ᐡ㧕
6 National Environmental Satellite Dataޔand
Information Service㧔ⅣႺⴡᤊ⾗ᢱᖱႎዪ㧕
1

7 CIMSS ߩᭂၞ AMV ᚑࠕ࡞ࠧ࠭ࡓߪ⒖ᬀᓟߦࠕ࠶
ࡊ࠺࠻ߐࠇߡ߅ࠅޔNESDIS ߢ▚ߐࠇࠆ߽ߩߣߪ⇣
ߥࠆޕ
8 Global Telecommunication System㧔ో᳇⽎ㅢାࠪࠬ
࠹ࡓ㧕

13

࿑ 1.4.2 3 ߟߩᭂၞ AMV ߩർᭂၞߦ߅ߌࠆ࠺࠲ಽᏓߩ㧔2011 ᐕ 7  23 ᣣ 00UTC ߩ Da㧕ޕᏀ߆ࠄޔ
CIMSS_PAMV, NESDIS_PAMV, CIMSS_DPAMV ߢࠆ ࠆߡࠇߐ࠻࠶ࡠࡊޕAMV ߪ⿒ޔ㧦⿒ᄖޔ㕍㧦᳓⫳
᳇✛ޔ㧦᥍ᄤၞ᳓⫳᳇ࡦࠨ߆ࠄ▚ߐࠇߚ߽ߩޕCIMSS_PAMV ߩ᳓⫳᳇ AMV ߦߪޔ᥍ᄤၞ᳓⫳᳇ AMV ߽
߹ࠇࠆޕ

䋨10067䋩
䋨10945䋩
䋨6983䋩

࿑ 1.4.3 3 ߟߩᭂၞ AMV ߩ㘑ㅦ D ୯ࡅࠬ࠻ࠣࡓޕ
2010 ᐕ 7 ߩർᭂၞ⿒ᄖጀ㧔400hPa ࠍጀ㧕
ߩ⚿ᨐࠍ␜ߔޕᮮゲߪ㘑ㅦ D ୯㧔m/s㧕
❑ޔゲߪࠨࡦ
ࡊ࡞ᢙࠍฦ AMV ߩࠞ࠶ࠦౝߩᦨᄢᢙߢⷙᩰൻߒߚ
୯ߢࠆޕ
 1.4.2 3 ߟߩᭂၞ AMV ߩ♖ᐲޕ࿑ 1.4.3 ߩ D ୯⛔
⸘⚿ᨐࠍ ME (m/s) ߅ࠃ߮ STD (m/s) ߢ␜ߔޕ
ME (m/s)

STD (m/s)

CIMSS_PAMV

-0.37

3.59

NESDIS_PAMV

-0.30

3.71

CIMSS_DPAMV

-0.24

3.52

ᣣߩ1⸃ᨆߚࠅߩᦼ㑆ᐔဋߩ㔚⁁ᴫࠍోㅦႎ⸃
ᨆ㧔Ea㧕߅ࠃ߮ోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆ㧔Da㧕ߦߟߡޔ
␜ߒߚ߽ߩߢࠆޕᣣ੍ߩޘႎߢ⋥ធ㑐ࠊࠆ੍ႎࡊࡠ
࠳ࠢ࠻ߪޔEaࠍࡌࠬߣߒߚో੍ႎ㧔Ef㧕ߢࠅޔ
Eaߢ㜞ຠ⾰࠺࠲ࠍᄙߊ↪ߔࠆ߶ߤ੍ޔႎ♖ᐲะ
 ߦ ߟ ߥ ߇ ࠅ ߿ ߔ    ޕ1.4.1 ߆ ࠄ  ޔEa ߢ ߪ
NESDIS_PAMV ߩ  㔚 ᢙ ߇ ዋ ߥ  ৻ ᣇ ޔ
CIMSS_DPAMVߪ㔚ᢙ߇ᄙޕDaߢߪޔᣂⷙᭂၞ
AMV ߪ ฦ  ߷ ߶ ޘဋ ╬ ߥ ഀ ว ߢ  㔚 ߒ ߡ  ࠆ ߇ ޔ
CIMSS_PAMVߦᲧߴ߿߿ዋߥޔߚ߹ޕ3ߟߩᭂၞ
AMV ߩ ࠺  ࠲ ಽ Ꮣ Ყ セ 㧔 ࿑ 1.4.2 㧕 ߢ ߪ ޔ
CIMSS_PAMV߅ࠃ߮NESDIS_PAMVߪ߶߷ห᭽ߥ
ಽᏓߢࠆߩߦኻߒޔCIMSS_DPAMVߢߪઁߩ2ߟߩ

ᭂၞAMVߢߪ▚ߐࠇߥ㗔ၞߢ▚ߐࠇߡࠆޕ
CIMSS_DPAMVߪᡷ⦟⋡⊛ߩㅦႎᕈ࠺࠲ಽᏓߩ
ᄢߦㆡߒߚ࠺࠲ߣߥߞߡࠆޕ

䋨㪉䋩㩷 ᣂⷙᭂၞ㪘㪤㪭䈱♖ᐲ㩷
ᣂⷙᭂၞAMVࠍኻ⽎ߦ㘑ㅦD୯㧔᷹ⷰ୯–╙৻ផቯ
୯㧕ߩᐔဋ⺋Ꮕ㧔ME㧕ޔᮡḰᏅ㧔STD㧕ߦࠃࠆ♖
ᐲ⺞ᩏࠍⴕޔCIMSS_PAMVߣߩᲧセࠍⴕߞߚ⚿ޕ
ᨐߩ৻ㇱࠍ࿑1.4.3߿1.4.2ߦ␜ߔ৻╙ߚߒ↪ޕផ
ቯ୯ߪ࡞࠴ࡦߩGSM6ᤨ㑆੍ႎ୯ޔᲧセᦼ㑆ߪ2010
ᐕ7ߩ৻ࡩ㑆ߢޔQI୯609એߩ࠺࠲ࠍኻ⽎ߣ
ߒߚ৻╙ߚߒ↪ޔ߅ߥޕផቯ୯ߦߪޔCIMSS_PAMV
ߩലᨐ߇ᤋߐࠇߡࠆߚޔCIMSS_PAMVߦߟ
ߡߪઁߩᭂၞAMVߦᲧߴ⦟⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇ߿ߔߎ
ߣߦ⇐ᗧ㗿ߚޕ
ᭂၞAMVߩࡅࠬ࠻ࠣࡓᲧセߢߪޔ3ߟߩᭂၞAMV
ߪߦ✚ߓߡࠟ࠙ࠬಽᏓߦㄭᒻ⁁ߢࠆ10ޕSTDߢ
ࠆߣᣂⷙᭂၞAMVߪߦਛጀ㘑3~4m/sߩ▸࿐
ౝߢጊਅ 㧔2007㧕ߩ⺞ᩏߣ߶߷ห╬ߩ․ᕈ߇
ߺ ࠄ ࠇ ࠆ ߇  ޔCIMSS_PAMV ߣ Ყ ߴ ࠆ ߣ
CIMSS_DPAMVߩSTDߪዊߐߊޔNESDIS_PAMV
ߩSTDߪᄢ߈ะߢࠆޔߚ߹ޕMEߪో⊛ߦ߿
߿⽶ࡃࠗࠕࠬะ߇ࠄࠇߚ߇ޔCIMSS_PAMVߣᲧ
ߴࠆߣᡷༀ߇ࠄࠇࠆ㧔࿑⇛㧕ޕ
䋨㪊䋩㩷 㪨㪠୯䈮ኻ䈜䉎㘑ㅦ㪛୯䈱㪤㪜䈍䉋䈶㪪㪫㪛㩷

9

EUMETSAT㧔European Organization for the
Exploitation of Meteorological Satellites: ᰷Ꮊⴡᤊ㐿⊒
ᯏ᭴㧕߇ឭ໒ߔࠆ 0~100 ߹ߢߩ Quality Indicator㧔ຠ⾰
▤ℂᜰᮡ㧕ߢ୯߇ᄢ߈߶ߤࠃ㧔Holmlund 1998㧕ޕ
QI ୯ 60 ߪ࡞࠴ࡦߩຠ⾰▤ℂߢ↪ߔࠆ㑣୯ߢࠆޕ
10 ᳇⽎ᐡ߇ోࡔ࠰⸃ᨆߢណ↪ߒߡࠆ 4 ᰴరᄌಽᴺ
ߢߪ⺋ߩ࠲࠺ࠆߔ↪ޔᏅ߇ࠟ࠙ࠬಽᏓߦᓥ߁ߎߣࠍ
ቯߒߡ߅ࠅޔD ୯߇ࠟ࠙ࠬಽᏓࠍߥߔ᷹ⷰߪหൻ↪ߦㆡ
ߒߚ࠺࠲ߢࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
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2 ߩ Terra ⴡᤊ߆ࠄ▚ߐࠇߚർᭂၞਛጀ᳓⫳᳇ AMV ߩ⛔⸘୯ޕฝ࿑ߪޔ2008 ᐕ 1 ߩ Terra ⴡᤊ߆ࠄ▚
ߐࠇߚർᭂၞ⿒ᄖਛጀ AMV ߩ⛔⸘୯ޕਛጀߪ 400hPa ߆ࠄ 700hPa ߩጀࠍߔߪ✢⿒ޕᐔဋ㘑ㅦ㧔m/s㧕
✢✛ޔ

⸃ᨆᤨೞᏅ䋨hours)

ߪ㘑ㅦ D ୯ STD㧔m/s㧕ޔ㕍✢ߪ㘑ㅦ D ୯ ME㧔m/s)ޔ㤛✢ߪ࠺࠲ᢙߢࠆޕ
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 1.4.3 㘑ㅦ D ୯⋧㑐ߩᄢ߈ AMV ࠬ࠻ޕጀߪ
400hPa ࠍጀࠍߔޕਛጀߪ࿑ 1.4.4 ߦหߓޕ
ᚑర䈱㪘㪤㪭䈱⒳㘃

࿑ 1.4.5 㘑ㅦ D ୯⋧㑐ߦࠃࠆ᷹ⷰ⺋Ꮕ⋧㑐ߩ⺞ᩏ⚿
ᨐޕTerra ⴡᤊ߆ࠄ▚ߐࠇߚ CIMSS_PAMV ߩ⿒
ᄖਛጀ AMV ߩ࡞࠴ࡦ GSM ߦኻߔࠆ D ୯ᐔဋ⋧
㑐ࠍ␜ߒߡࠆ⺞ ޕᩏᦼ㑆ߪ 2010 ᐕ 4  10 ᣣ㨪5

㪘㪤㪭䈱ၞ䊶㜞䈘䊶⒳㘃

㪚㪠㪤㪪㪪㪶㪧㪘㪤㪭
䋨䊦䊷䉼䊮↪ਛ䈱ᭂၞ㪘㪤㪭䋩

ർᭂၞ⿒ᄖਛጀ㪘㪤㪭

㪚㪠㪤㪪㪪㪶㪛㪧㪘㪤㪭
䋨㪚㪠㪤㪪㪪㩷 ⋥ធฃାᭂၞ㪘㪤㪭䋩

ർᭂၞ᥍ᄤၞ᳓⫳᳇ਛጀ㪘㪤㪭

㪥㪜㪪㪛㪠㪪㪶㪧㪘㪤㪭
䋨㪥㪜㪪㪛㪠㪪㩷 ᭂၞ㪘㪤㪭䋩

ർᭂၞ⿒ᄖ䊶᳓⫳᳇ጀ㪘㪤㪭
ർᭂၞ᳓⫳᳇ਛጀ㪘㪤㪭
ධᭂၞ᳓⫳᳇ጀ㪘㪤㪭
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࿑1.4.4ߪޔNESDIS_PAMV ߦ߅ߌࠆQI୯ߣᐔဋ㘑 ߿߿ഠࠆߎߣ⿒ޔᄖAMVߩQI୯߇ઁߩᭂၞAMVߦߪ
ㅦޔ㘑ㅦD୯ߩME߅ࠃ߮STDߩ㑐ଥࠍ␜ߒߚ߽ߩߢ ࠄࠇߥਇ⥄ὼߥ․ᕈࠍᜬߟߎߣߥߤઁߩᭂၞ
ࠆޕ3ߟߩᭂၞAMVߪޔએਅߩࠃ߁ߥะ߇ࠄࠇ AMVߦᲧߴߡࡀࠟ࠹ࠖࡉߥ․ᓽ߇ࠄࠇߚߚߩߘޕ
ߩઁޔᭂၞAMVࠃࠅఝవᐲࠍਅߍߡ↪ߔࠆߎߣ
ࠆ㧔࿑1.4.4Ꮐ࿑㧕
ޕ
ߣߒߚޔ߅ߥޕCIMSS_PAMVߣCIMSS_DPAMVߪޔ
ᐔဋ㘑ㅦ߇ᄢ߈߶ߤQI୯߇㜞ޕ
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࠺࠲ᢙߪQI୯߇ૐ߶ߤᄙޕ
㘑ㅦD୯ߩME߿STDߩᄢ߈ߥᄌേߪߤߩQI୯ߢ
㩷
߽ࠄࠇߥޕ
䋨㪉䋩㩷 㘑ㅦ㪛୯⋧㑐䈱ᄢ䈐䈇㪘㪤㪭䈱㒰㩷
߹ߚޔNESDIS_PAMVߩർᭂၞ⿒ᄖਛ㨪ਅጀ߅ࠃ߮
AMVߥߤߩⴡᤊߦࠃࠆ᷹ⷰߪ㨮න৻ࡦࠨߢᐢ㗔
ධᭂၞߩ⿒ᄖጀAMVߢߪޔએਅߩࠃ߁ߥ⇣ߥߞߚ ၞࠍኒߦ᷹ⷰߔࠆߚ㨮㓞ធߔࠆ᷹ⷰߦߪ⺋Ꮕߩ⋧㑐
․ᓽ߇ࠄࠇࠆ㧔࿑1.4.4ฝ࿑㧕
ޕ
߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕߩోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹
QI୯76-84߅ࠃ߮96એߢᐔဋ㘑ㅦߩᷫዋߣ㘑ㅦ  ࡓߢߪ᷹ⷰ⺋Ꮕ⋧㑐ࠍ⠨ᘦߒߡߥߚⷰޔ᷹⺋Ꮕ
D୯ߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߅ࠃ߮STD߇ᄢ߈ޕ
⋧㑐ߩࠆ࠺࠲ࠍߘߩ߹߹ోߡ↪ߒߚ႐ว⸃ޔ
ߎߩ․ᓽߪർධᭂၞߦ౻ߦࠄࠇࠆޕ
ᨆ੍ႎ୯߇ഠൻߔࠆ߅ߘࠇ߇ࠆ㧔ጊਅਅ 2011㧕ޕ
ߘߩߚޔ3ߟߩᭂၞAMVߦߟߡⷰޔ᷹⺋Ꮕ⋧㑐ߦ
㪈㪅㪋㪅㪋㩷 ᡷ⦟䈱ౝኈ㩷
㑐ߔࠆ⺞ᩏ㧔㘑ㅦD୯⋧㑐ߢઍ↪㧕ࠍⴕߞߚޕ㘑ㅦD
╙ 1.4.3 㗄 ߩ ․ ᓽ ࠍ 〯 ߹ ߃  ޔᣂ ⷙ ᭂ ၞ AMV ࠍ ୯⋧㑐ߩᄢ߈ߣߒߡCIMSS_PAMVߩർᭂၞ⿒
CIMSS_PAMVߦㅊടߔࠆᒻߢ↪ߔࠆޕ↪ߔࠆߦ ᄖਛጀAMVߦߟߡ࿑1.4.5ߦ␜ߔ⚿ߩߘޕᨐޔ
ߚࠅޔએਅߩ5ߟߩ㗄⋡ߩᡷ⦟߽ߒߊߪຠ⾰▤ℂ 1.4.3ߦ␜ߒߚ࠺࠲ߦߟߡߪ㘑ㅦD୯⋧㑐߇ᄢ߈
ߣߒߡ⸃ޔᨆߦߪ↪ߒߥࠃ߁ߦߒߚ11ޕ
㧔QC㧕ߩᒝൻࠍⴕߞߚޕ
D ୯ߦߪ᷹ⷰ⺋Ꮕߣ╙৻ផቯ୯ߩ⺋Ꮕߩᖱႎ߇߹ࠇ
ࠆߩߢޔ෩ኒߥᗧߢ᷹ⷰ⺋Ꮕߣ╙৻ផቯ୯ߩ⺋Ꮕ⋧㑐ߩ
ಽ㔌ߪ࿎㔍ߢࠆߢߎߘޕห৻㜞ᐲߦ߅ߌࠆࡦࠨᲤ㧔⿒
ᄖ᳓⫳᳇ߥߤ㧕ߩ AMV ߩ㘑ㅦ D ୯⋧㑐ߩ․ᓽࠍᲧセ
ߔࠆ ߪߢࠨࡦࠆޔ߫߃ޕD ୯⋧㑐߇ 0.2 ߣߥࠆ〒

11

䋨㪈䋩㩷 䊂䊷䉺䈱↪ఝవᐲㆬᛯ㩷
╙1.4.3㗄߆ࠄNESDIS_PAMVߪEaߦ㑆ߦว߁࠺
࠲ᢙ߇ઁߩᭂၞAMVߣᲧߴߡዋߥߎߣ♖ߩߘޔᐲ
ߪ㘑ㅦD୯ߩME߿STD߆ࠄઁߩᭂၞAMVߣᲧߴߡ
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࿑ 1.4.6 ᭂၞ AMV ߩ᳇ቇ⊛࠴ࠚ࠶ࠢߢࠫࠚࠢ࠻ߐࠇࠆ㗔ၞ㧔Ἧ⦡ߩႣࠅߟ߱ߒ㧕
ޕ
㧔ᣥ㧕ߪ 2011 ᐕ 2  2 ᣣ
ࠃࠅ೨ߩ⸳ቯࠍ␜ߔޔߪࠇߎޕECMWF ߩታ㛎⚿ᨐࠍෳ⠨ߦᚑߐࠇߚ߽ߩޕ
㧔ᣂ㧕ߪ 2011 ᐕ 2  2 ᣣએ㒠ߩ⸳
ቯߢޔ2008 ᐕߩ 3 ߟߩᭂၞ AMV ߩ㘑ㅦ D ୯⛔⸘⚿ᨐࠍෳ⠨ߦᚑߒߚ߽ߩࠇߙࠇߘޕฦࡦࠨߩ AMV ߦ
␜ߒߡࠆޕ

㩷
䋨㪊䋩㩷 ╬〒㔌㑆ᒁ䈐㩷
ᭂၞAMVߩ⸃ᨆ೨ಣℂߢߪ࠲࠺ޔ㑆ᒁ߈▫12ࠍ
ߨ150kmᲤߦ↪ᗧߒߩߘޔฦߩ▫ߩޘਛߦ1ߟߩAMV
߇ᱷࠆࠃ߁ߥ㑆ᒁ߈ಣℂ㧔╬〒㔌㑆ᒁ߈ߣ߱㧕ࠍⴕ
ߞߡࠆߩ▫ޔߒ߆ߒޕਛᄩߦ㧝ߟߩAMV߇ᱷࠇ߫
㗴ߪߥ߇ޔᔅߕߒ߽▫ߩਛᄩߦᱷࠆߣߪ㒢ࠄߥޕ
ߘߩߚޔ㑆ᒁ߈ᓟߩ㓞ធ▫ߩAMV〒㔌߇150kmᧂ
ḩߦߥࠆߎߣ߇ࠅᧄޔᡷ⦟೨ߢߪߘߩ߹߹หൻߐࠇ
ߡߚᧄޕᡷ⦟ᤨߦߪⷰޔ᷹⺋Ꮕ⋧㑐ࠍ⠨ᘦߒߡޔ㓞
ធ▫ߩAMV〒㔌߇150kmᧂḩࠍኻ⽎ߦ ᣇߩ㑆ᒁ߈
▫࠺࠲ࠍ㒰ߔࠆಣℂࠍㅊടߔࠆߎߣߣߒߚ13ޕ
㩷
䋨㪋䋩㩷 ᳇ቇ⊛䉼䉢䉾䉪㩷
᳇ቇ⊛࠴ࠚ࠶ࠢߪ⸃ޔᨆ೨ಣℂߩQCߩ৻ߟߢޔ
᳇ቇ⊛ߦᅷᒰߥ୯߇ႎߓࠄࠇߡࠆ߆ࠍ࠴ࠚ࠶ࠢ
ߒޔࠄ߆ߦ⇣Ᏹߣ್ᢿߢ߈ࠆࠃ߁ߥ⺋Ꮕߩᄢ߈࠺
࠲ࠍ㒰ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆ㧔ᄢ㊁ᧁ 1997;
ጊਅ 2007㧕ޕᓥ᧪ߩᭂၞAMVߩ᳇ቇ⊛࠴ࠚ
࠶ࠢߪޔECMWFߩታ㛎⚿ᨐ㧔Bormann et al. 2002㧕
ࠍෳ⠨ߦ᭴▽ㆇ↪ࠍⴕߞߡ߈ߚޕ࿁ߩᡷ⦟ߢߪޔ
2008ᐕࠍኻ⽎ߣߒߡታᣉߒߚ3ߟߩᭂၞAMVߩD୯
⛔⸘⚿ᨐࠍෳ⠨ߦߒߡޔ㕒ᱛⴡᤊAMVߦㆡ↪ߒߡ
ࠆME߅ࠃ߮STD⸵ኈၮḰ㧔ጀSTD㧦5m/sޔਛጀ
STD㧦4m/sޔਅጀSTD㧦2m/sޔMEߪߘࠇߙࠇ2m/s

㔌߇ 150km ߢޔࡦࠨߢߪ࿑ 1.4.5 ߩࠃ߁ߦ 500km ࠍ
߃ࠆࠃ߁ߥ႐วߪޔࡦࠨߦ᷹ⷰ⺋Ꮕ⋧㑐ⷰޔ᷹ࡃ
ࠗࠕࠬ߅ࠃ߮╙৻ផቯ୯ߩ⺋Ꮕߩߕࠇ߆ߩᓇ㗀߇ᄢ߈
ߣ್ᢿߒ⸃ޔᨆߦߪ↪ߒߥߎߣߣߒߚޕ
12 ᭂၞ AMV ߢߪ 150km㧔⚻ᐲᣇะ㧕150km㧔✲ᐲᣇ
ะ㧕100hPa㧔㜞ߐᣇะ㧕
ޔ㕒ᱛⴡᤊ AMV ߢߪ 200km
200km100hPa ߩ▫ߩߎߣߢࠆޕ
13 㕒ᱛⴡᤊ AMV ߦߪߔߢߦዉᷣߺߢࠆޕ

ࠍ⸵ኈ㧕㧔ጊਅ 2007㧕ࠍㆡ↪ߒޔ᳇ቇ⊛࠴
ࠚ࠶ࠢߩᡷ⦟ࠍⴕߞߚ㧔࿑1.4.6㧕ޕ࿁ߩᡷ⦟ࠍⴕߞ
ߚߎߣߦࠃߞߡޔਥߦਛਅጀ㘑ߩ↪ᄢ߇ߥߐࠇ
ߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߘߩઁޔ೨ㅀߩ࠺࠲↪ఝవᐲㆬᛯߢߩઁޔᭂၞ
AMV ߦ ߪ ߥ  QI ୯ ․ ᕈ ߇ ⏕  ߐ ࠇ ߚ
NESDIS_PAMVࠍ↪ߔࠆ႐วߪޔ㘑ㅦD୯ߩ⽶ࡃ
ࠗࠕࠬߩ㗼⪺ߥㇱಽ㧔QI୯76-84߅ࠃ߮96એ㧕ߪ
↪ߒߥߎߣߣߒߚޕ
㩷
䋨㪌䋩㩷 ᷹ⷰ⺋Ꮕ䈱⸳ቯ
ᭂၞAMVࠍ↪ߔࠆ㓙ߦߪޔQI୯߇ૐߊߥࠆ߶ߤ
᷹ⷰ⺋Ꮕ߇ᄢ߈ߊߥࠆࠃ߁ޔㆡᒰߥଥᢙࠍ᷹ⷰ⺋Ꮕߦ
ਸ਼ߓࠆߎߣߢ᷹ⷰ⺋Ꮕ⺞ᢛ14ࠍⴕߞߡ߈ߚޔߒ߆ߒޕ
ᭂၞAMVߩQI୯߇ዊߐ႐ว㧔NESDIS_PAMVࠍ㒰
ߊ㧕ߢ߽⋡┙ߞߚ㘑ㅦD୯ߩME߿STDߩᖡൻߪࠄ
ࠇߥߚޔ㕒ᱛⴡᤊAMVߣห᭽ߦ᷹ⷰ⺋Ꮕ⺞ᢛࠍ
ᑄᱛߒߚޕ

㪈㪅㪋㪅㪌㩷 ᷹ⷰ䉲䉴䊁䊛ታ㛎䋨㪦㪪㪜䋩㩷
╙1.4.4㗄ߩᡷ⦟ߦࠃࠆ⸃ᨆ੍ႎ♖ᐲߩ⹏ଔࠍⴕ߁
ߚߦޔർඨߩᄐ౻ߘࠇߙࠇߩ৻ࡩ㑆ᒝߩOSE
ࠍⴕߞߚޕታ㛎ߩⷐࠍ1.4.4ߦ␜ߔޕ
䋨㪈䋩㪦㪪㪜䈱⹏ଔᣇᴺ㩷
╙1.4.4㗄ߩᡷ⦟ߦࠃࠆᭂၞAMVߩ࠺࠲หൻࠍⴕ
ߞߚ߽ߩࠍTESTޔหᡷ⦟ߥߒࠍCNTLߣߒߡ⹏ޔଔ
ࠍⴕߞߚޔ߅ߥޕบ㘑ߩ⹏ଔߪ᳇⽎ᐡᄥᐔᵗบ㘑ࡦ
࠲ߢᚑߐࠇߚบ㘑⸃ᨆ୯߆ࠄߩᐔဋบ㘑ㅴ〝੍
ႎ⺋Ꮕࠍ↪ߚޕ

QI ୯ 60ޔ100 ߩ႐วⷰޔ᷹⺋Ꮕߪ࠹ࡉ࡞⸳ቯ୯ߩߘ
ࠇߙࠇ 2 ޔ0.88 ޕ
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࿑ 1.4.7 ධඨߩ࠱ࡦ࠺ߦኻߔࠆ౻㧔Ბ㧕ᄐ㧔ਅᲑ㧕
ታ㛎ߩ⸃ᨆ╙৻ផቯ୯ߩ᧲ᚑಽ㘑ㅦߩ ME㧔m/s㧦
Ꮐ㧕
RMSE㧔m/s㧦ฝ㧕ߩ㋦⋥ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ޕฦ
✢ߪ TEST ⸃ᨆ(⿒)ޔCNTL ⸃ᨆ(ᯍ)ޔTEST ╙৻
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䋨㪉䋩㪦㪪㪜䈱⚿ᨐ㩷
㽲䉹䊮䊂䈮ኻ䈜䉎⸃ᨆ䊶╙৻ផቯ୯䈱ᐔဋ⺋Ꮕ
䋨㪤㪜䋩䊶ᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ䋨㪩㪤㪪㪜䋩㩷
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ቯ୯ߩ᧲ᚑಽ㘑ㅦߩMEޔRMSEࠍ࿑1.4.7ߦ␜ߔޕ
౻ታ㛎ߢߪޔ200㨪500hPaઃㄭߢ╙৻ផቯ୯ߩ⽶ࡃࠗ
ࠕࠬߩ⸃ᶖะߣ300hPa߆ࠄਅጀߢRMSEߩᡷༀ
ะ߇ࠄࠇࠆ৻ޕᣇޔ300hPaࠃࠅጀߩRMSEߢߪ
߿߿ᡷᖡะ߇ࠄࠇࠆޕ300hPaࠃࠅጀߩ࠺࠲
ࠍ↪ߒߥᓇ㗀߇ߡࠆ߆߽ߒࠇߥޕᓟߩᦝ
ᣂᤨߦߎࠇࠄߩ⏕ࠍⴕޔᔅⷐߦᔕߓߡ⸃ᨆ೨ಣℂ
ߩୃᱜࠍⴕ߁੍ቯߢࠆߩઁߩߘޕ㗔ၞޔ㘑એᄖߩⷐ
⚛߮ࠃ߅ޔᄐታ㛎ߢߪޔᄢ߈ߥᄌൻߪࠄࠇߥ߆ߞߚ
㧔࿑⇛㧕ޕ
㽳ೋᦼ୯䈮ኻ䈜䉎੍ႎ㪩㪤㪪㪜ᡷༀ₸㩷
੍ႎೋᦼ୯ߦኻߔࠆ౻ᄐߩ੍ႎRMSEᡷༀ₸ࠍ࿑
1.4.8ߦ␜ߔޕ౻ታ㛎ߢߪޔߨߤߩⷐ⚛ߦߟߡ߽3
ᣣ⋡એ㒠ߩ੍ႎߩᡷༀ㧔CNTLߦᲧߴTESTߩ੍ႎ⺋
Ꮕ߇ᷫዋߒߚߎߣࠍߐߔ㧕߇ࠄࠇࠆߦ․ޕ3㨪4ᣣ੍
ႎߩධඨߢߪ250hPa㘑ㅦࠍ㒰ߊߤߩⷐ⚛ߢ߽ᗧ
ߥᡷༀߣߥߞߡࠆ৻ޕᣇޔᄐታ㛎ߢߪߦ⚛ⷐߩߤޔ
ߟߡ߽߶߷CNTLߣหߓ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߡࠆޕ5ᣣ
⋡એ㒠ߩ850hPa㘑ㅦએᄖߩⷐ⚛ߩ੍ႎߪޔᾲᏪ߿ධ
ඨߢߪᡷༀߔࠆะߛ߇ޔർඨߢߪㅒߦᡷᖡߔࠆ
ะ߇ߺࠄࠇࠆߦ࠺ࡦ࠱ޔߒ߆ߒޕኻߔࠆ᧲ᚑಽ㘑
ㅦ߿᳇᷷㜞ᐲ႐ߩ㋦⋥ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞㧔࿑⇛㧕ߢߪ
CNTLߣ߶߷หߓߥߒᡷༀߔࠆะ߇ࠄࠇߚޕർ
ඨߩᡷᖡะߩ⚿ᨐߪᗧߣߪ߃ߕ࠺ࡦ࠱ޔᬌ⸽
⚿ᨐ߆ࠄ߽ᄢ߈ߥ㗴ߪߥ߽ߩߣ್ᢿߒߚޕ

࿑ 1.4.8 ੍ႎೋᦼ୯ߦኻߔࠆ 1~9 ᣣ੍ႎߩ౻ᄐታ㛎ߩ੍ႎ RMSE ᡷༀ₸((CNTL-TEST)/CNTL)ޕᲑ߇౻ታ㛎
㧔2010 ᐕ 1 㧕ޔਅᲑ߇ᄐታ㛎㧔2010 ᐕ 8 㧕ޕฦⷐ⚛ߪᰴߦ␜ߔߣ߅ࠅޕPsea㧦ᶏ㕙᳇ޔT850㧦850hPa ᳇᷷ޔ
Z500㧦500hPa 㜞ᐲ႐ޔWspd850㧦850hPa 㘑ㅦޔWspd250㧦250hPa 㘑ㅦޕᮮゲߪ੍ႎᤨ㑆❑ޕゲߪᡷༀ₸ߢᱜ
ߩ୯㧔㤛⦡㗔ၞ㧕߇ᄢ߈߶ߤ⦟ߊߩ⽶ޔ୯㧔Ἧ⦡㗔ၞ㧕߇ᄢ߈߶ߤᖡߎߣࠍߔޕTEST ߣ CNTL ߩ㆑ߦ
ኻߒޔᗧ᳓Ḱ 0.025 ߢ

ᬌቯࠍⴕޔᗧߣ߃ࠆ႐วߦਣශࠍઃߌߡࠆޕ
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࿑ 1.4.9 บ㘑ᐔဋㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕ㧔km㧦❑ゲ㧕ޕᄐታ㛎ᦼ㑆ਛ㧔บ㘑╙ 4 ภ㨪╙ 10 ภ߹ߢ㧕ߩ 00, 06, 12, 18UTC
ฦೋᦼ୯ࠍኻ⽎ޕᮮゲߪ੍ႎᤨ㑆ࠍ␜ߒߡࠆޕTEST ߇⿒ޔCNTL ߇㕍࡞ࡊࡦࠨޔᢙ߇⿒ὐߢ␜ߐࠇߡࠆޕ
ࠛࡃߪ⺋Ꮕߩ⊒↢߇ᱜⷙಽᏓߦᓥ߁ߣቯߒߚ႐วߩ 95%ା㗬㑆ࠍߔޕ࿑ਛߩ✛ߩٕߪਔታ㛎ߩᏅ߇
ᗧߢࠆߎߣࠍ␜ߔ㧔Ბߪ࠺࠲♽ߩ⋧㑐ࠍ⠨ᘦޔਅᲑߪ⠨ᘦߥߒ㧕
ޕ

࿑ 1.4.10 ᭂၞ AMV ߩർඨ੍ႎ߳ߩᓇ㗀ޕ2010 ᐕ 12  1 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯੍ႎߩᭂၞ AMV ↪ߩήߦࠃࠆ
300hPa 㜞ᐲ੍ႎᏅ㧔㨙㧕ࠍ⦡ߩႣࠅߟ߱ߒߢ␜ߒߡࠆޕᲑߪޔ300hPa 㜞ᐲ႐੍ႎߩᏅޔਅᲑߪޔᲑߩർ
✲ 40 ᐲ✢ߩ㋦⋥ᢿ㕙࿑ࠍ␜ߒߡࠆޕ㕍⍫ශߪᭂၞ AMV ↪ߦࠃࠆᓇ㗀߇વ៝ߔࠆߣߺࠄࠇࠆᣇะࠍ␜ߒߡ
ࠆޕᲑߩ╬㜞✢ߪᭂၞ AMV ↪ࠅߩ 300hPa 㜞ᐲߢ㑆㓒ߪ 120㨙ߢࠆᧄޕᢥਛߩࠫࠚ࠶࠻᳇ᵹߪ╬ޔ㜞
✢ߩᷙࠎߛㇱಽߦ⋧ᒰߔࠆޕ

㽴บ㘑ㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕ㩷
࿑1.4.9ߦᄐታ㛎ᤨߦ⊒↢ߒߚบ㘑╙4ภ㨪╙10ภ߹
ߢߩ7ߟߩบ㘑ߦ߅ߌࠆᐔဋบ㘑ㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕߩ⚿ᨐ
ࠍ␜ߔޕ48ᤨ㑆੍ႎએ㒠ߢߪTESTߪCNTLߦᲧߴޔ
߿߿ᡷༀߔࠆะ߇ࠄࠇࠆޕ㩷

ߣߢߨ⏕ߢ߈ࠆ⸃ޕᨆ੍ႎ߳ߩࠗࡦࡄࠢ࠻ߪޔ
ᰴߩA~Bߦࠃߞߡ↢ߓࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
A: ർ(ධ)✲60ᐲએർ(ධ)ߩർ(ධ)ᭂၞߦᭂၞAMV
ࠍหൻߔࠆߎߣߦࠃࠅߩߘޔᖱႎ߇⸃ᨆ႐ߦᤋ
ߐࠇࠆ㧔࿑1.4.10ߩೋᦼ୯Ꮕࠃࠅ㧕ޕ
B: Aߩലᨐ߇੍ႎߦ߽ᤋߐࠇࠆޕਥߦᭂၞ߿ਛ✲
ᐲᏪߩࠫࠚ࠶࠻᳇ᵹߦᴪߞߡߩߘޔലᨐ߇વ៝ߔ
ࠆ㧔࿑1.4.10ߩೋᦼ୯߮2ᣣ੍ႎߩ㕍⍫ශࠃࠅ㧕
ޕ
߹ߚޔኻᵹ╬ࠍㅢߓߡਅጀ߽߳વ៝ߔࠆޕ㧔․ߦ

㪈㪅㪋㪅㪍㩷 䊂䊷䉺หൻ䈪ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ㩷
ᭂၞAMVߩ↪ᴺߩᡷ⦟ߦࠃࠆലᨐߪޔᭂၞAMV
↪ߩήߦࠃࠆ⸃ᨆ੍ႎᏅ㧔࿑1.4.10㧕ࠍࠆߎ
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࿑1.4.10ߩ4ᣣ੍ႎ߅ࠃ߮6ᣣ੍ႎߩർ✲40ᐲ✢
ߩ㋦⋥ᢿ㕙࿑ߩ੍ႎᏅࠃࠅ㧕ޕ
ᣣᧄߥߤߩਛ✲ᐲᏪߢߪޔᭂၞAMVߪ4ᣣ⋡ߚࠅ
߆ࠄߩ੍ႎߦᓇ㗀ࠍ߽ߚࠄߔ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆౕޕ⊛
ߦߪޔਛ✲ᐲᏪ࠻ࡈ࠶ࠫߩ⒖േㅦᐲߩᏅߣߥߞ
ߡࠇࠆޔ߇ࠇߘޕ㜞ૐ᳇ߩ⊒↢⒖േ⊒㆐ߦ
ᓇ㗀ࠍਈ߃ޔᄤ᳇ᄌൻ㧔․ߦ㒠᳓ߩᒝߐࠣࡦࡒࠗ࠲ޔ㧕
߿㘑Ꮺߩบ㘑ߩ⒖േߦ߽ᓇ㗀ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ߐߖࠆߦߪLEO/GEO_AMVߪ㊀ⷐߥ࠺࠲ߢࠆޕ
ߎߩ࠺࠲ߪߔߢߦࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢ㐿ߐࠇߡ
߅ࠅޔNRL16ߢߪ2010ᐕ11߆ࠄᢙ୯੍ႎߦ↪ߐ
ࠇߡࠆోޕᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߚ2ㅳ㑆⒟ᐲ
ߩOSEߢߪޔኻᵹߩਛ㜞✲ᐲߢߩ3㨪5ᣣ੍ႎߩ㘑
ߩ႐ߩᡷༀ߇⏕ߐࠇߡࠆ㧔࿑⇛㧕ޕ
ߎࠇࠄߩAVHRR_AMV߅ࠃ߮LEO/GEO_AMVߪޔ
ߦᢙ୯੍ႎ♖ᐲ⛽ᜬะ߇⏕ߐࠇࡦࠦࡄࠬޔ
ࡇࡘ࠲ࠪࠬ࠹ࡓߩᦝᣂ߇⚳ੌᰴ╙ోޔᢙ୯੍ႎࠪ
ࠬ࠹ࡓߦᤋߐߖࠆ੍ቯߢࠆޕ
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୯੍ႎ⺖ႎ๔ౠ╙51ภ, ᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ, 76-81.
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1.5 週間アンサンブル予報における初期摂動作成
手法の改良1
1.5.1 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、51
メンバー（50の摂動ランと1つのコントロールラン）
からなるアンサンブル予報を行い、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利用されている
（林・川上 2006）。本節では、2011年3月に現業化
したWEPSの初期摂動作成手法の改良について述
べる。なお、メンバーやアンサンブル平均といった
アンサンブル予報特有の用語やその定義式につい
ては、付録B.1.4,B.2.3に説明がある。アンサンブル
予報の基礎については、山根（2002）や高野（2002）
などを参照されたい。また、最新のWEPSの仕様を
付録A.1.3に記載したが、仕様全体の解説は、これま
での改良を報告した文献（経田・山口 2006; 酒井
2008; 米原 2008; 米原 2009; 米原 2010等）を参
照されたい。

2

熱帯
ターゲット領域
（30°S–30°N）

南半球
ターゲット領域
（90°S–30°S）

摂動の算出

摂動の算出

摂動の算出

振幅（T500
の RMS）の
規格化

振幅（T850
の RMS）の
規格化

規格値 0.3K

振幅（T500
の RMS）の
規格化
規格値 0.3K

初期摂動

初期摂動

初期摂動

規格値 0.3K

重ね合わせ

初期摂動

図 1.5.1 WEPS の初期摂動作成手法の概略。今回の改
良で変更のあった箇所を赤色斜体文字で強調した。
0.6
0.55

規格値[K]

0.5

1.5.2 初期摂動作成手法の改良
WEPSでは、予報の不確実性の原因の一つである
初期値誤差を考慮するため、初期値に摂動（初期摂
動）を加えたものを摂動ランの初期値として用いて
いる。今回の初期摂動作成手法の改良では、初期摂
動の振幅の調整と、南半球中高緯度への初期摂動の
導入が施された。これらの変更により、スプレッド
の大きさが適正化され、週間アンサンブル予報の精
度の向上が期待される。なお、変更点は初期摂動の
みであることから、摂動を加えていないコントロー
ルランの予報結果は変わらない。アンサンブル平均、
スプレッド、確率予報への影響は、第1.5.3項で述べ
る。
改良後のWEPSについて、初期摂動作成手法の概
略を図1.5.1に示す。WEPSの初期摂動は、全球を複
数の緯度帯（北半球・熱帯・南半球ターゲット領域）
に区分し、ターゲット領域毎に初期摂動を計算した
後、それらを重ね合わせて作成される。各ターゲッ
ト領域の初期摂動は、特異ベクトル法（Buizza and
Palmer 1995）に基づき算出2された摂動の振幅を規
格化したものである。規格化の条件はターゲット領
域毎に設定している。図1.5.1のように北・南半球／
熱 帯 タ ー ゲ ッ ト 領 域 に お い て は 、 摂 動 の 500 ／
850hPa面（相当のモデル面）気温（T500／T850）
の平方根平均二乗（RMS）を規格値0.3Kへスケーリ

1

北半球
ターゲット領域
（30°N–90°N）

山口 春季
詳細は酒井（2008）等を参照されたい。
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OLD:TR(T850)
NEW:NH(T500),TR(T850),SH(T500)

0.2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

図 1.5.2 初期摂動の振幅調整に用いられる規格値の年
間時系列。赤線は北半球ターゲット領域、緑線は熱
帯ターゲット領域の旧規格値、また青線は新規格値
である。

ングしている。以下、今回の改良で変更した点を説
明する。

（1）初期摂動の振幅の調整
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は統計的にほぼ同じであることが
望ましく（高野 2002）、両者に大きな乖離がある状
態は、アンサンブル平均や確率予報の精度を損なう
要因となりうる。今回の改良前のWEPSでは冬季の
予報前半で北半球中高緯度のスプレッドが過剰な
傾向が顕著であったことから、この状態を改善する
ため、初期摂動の振幅の決定方法を見直して、初期
摂動の振幅を調整した。
改良前においては、初期摂動の振幅に気候学的な
季節変化を与えていたが、最近の研究成果（Miyoshi
et al. 2007）に基づき解析誤差の季節変化は小さい
と仮定して、一定値で代表するよう変更した。これ
らの振幅の調節は、振幅の規格化に用いる規格値に
よって行っている。北半球／熱帯ターゲット領域に
おける改良前後の規格値を図1.5.2に示す。旧規格値
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図 1.5.3 1 月実験と 9 月実験の、北半球中高緯度 500hPa 面高度場 [m]のアンサンブル平均の
RMSE とスプレッド。それぞれ実験期間で平均してある。横軸は予報時間[時]。
（左）1 月実験、
（右）9 月実験である。緑線と赤線の●は、それぞれ CNTL と TEST のアンサンブル平均の
RMSE、黄線と青線の○は、それぞれ CNTL と TEST のスプレッドである。

は、北半球／熱帯ターゲット領域においてT500／
T850の気候学的変動量の12%／24%3であり、冬季
に大きく夏季に小さいという季節変化があった。一
定値である新規格値は、改良後の予報においてスプ
レッドとアンサンブル平均のRMSEの関係がより
適正となるように調整し、いずれのターゲット領域
でも0.3Kとした。これにより、冬季の初期摂動の振
幅が縮小され、また最近の予報・解析の精度向上を
反映して、通年で初期摂動の振幅が小さくなった。

ゲット領域のものと同様とした。これに伴い熱帯タ
ーゲット領域の南限を20°Sから30°Sに変更した。

（2）南半球中高緯度の初期摂動導入
今回の改良前のWEPSでは、20°S以北でのみ初期
摂動を考慮し、南半球中高緯度の初期摂動の算出を
省略することで、北半球中高緯度の予報精度を確保
しつつ割当計算資源の圧縮を図ってきた。今回の改
良では、WEPSの予報結果の日本域に限らない全球
的な利活用性の向上を図るため、割当計算資源を増
加させ、南半球中高緯度でも初期摂動を算出するこ
ととし、初期摂動を考慮する領域を全球へ拡大した。
これにより南半球中高緯度において、スプレッドが
過小であるという利活用上の難点が改善され、アン
サンブル予報の精度向上も期待される。
改良前においては、北半球ターゲット領域（30°N
–90°N）と熱帯ターゲット領域（20°S–30°N）で算
出した初期摂動を重ね合わせて初期摂動を作成し
ており、南半球中高緯度の初期摂動を考慮していな
かった。改良後は、南半球中高緯度の初期摂動を、
新たに設けた南半球ターゲット領域（90°S– 30°S）
で算出する。南半球ターゲット領域の緯度帯と特異
ベクトルの計算条件（付録A.1.3参照）は北半球ター
3

2007年11月のWEPS更新において、熱帯ターゲット領
域における規格値にT850の気候学的変動量の28%を採
用し、2010年12月のWEPS更新において24%に変更し
た。
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1.5.3 改良による予報への影響
今回の改良による予報精度の変化を、改良前後の
WEPSによる予報実験結果の比較で示す。実験対象
期間は、2009年1月1日～31日（1月実験）および2009
年9月1日～30日（9月実験）である。以降、改良前
のWEPSによる実験結果をCNTL、改良後のWEPS
による実験結果をTESTと呼ぶ。北半球中高緯度
（20°N以北）、熱帯（20°N– 20°S）、南半球中高緯
度（20°S以南）のそれぞれにおける検証結果を示す。
（1）北半球中高緯度
図1.5.3に、北半球中高緯度における500hPa面高
度場のアンサンブル平均のRMSEとスプレッドの
実験期間平均を示す。
1 月 実 験 で は 、 予 報 中 盤 で CNTL よ り TEST の
RMSEが小さく、アンサンブル平均の予報精度が改
善したことが示されている。また、予報期間全体で
TESTはCNTLよりスプレッドが小さい。これは
TESTの初期摂動の振幅をCNTLのそれより小さく
したためで期待通りの結果である。スプレッドと
RMSEの大小関係をみると、CNTLではスプレッド
が全体的にRMSEに比べて過大だが、TESTではス
プレッドはRMSEと同程度かやや小さく、冬季のス
プレッドの過剰を改善したことが示されている。
9月実験では、TESTとCNTLのRMSEの差は予報
中盤でもわずかであり、予報精度はおおむね同等で
ある。また1月実験同様、予報期間全体でTESTは
CNTL よ り ス プ レ ッ ド が 小 さ い 。 ス プ レ ッ ド と
RMSEの大小関係をみると、CNTLでは予報前半に
スプレッドがRMSEに比べ過大であるが、TESTで
は改善されている。一方で、予報後半ではスプレッ
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図 1.5.4 1 月実験の、北半球中高緯度 850hPa 面気温の平年偏差が気候学的分布の標準偏差の 1.5 倍以上の
正偏差／以下の負偏差となる確率予報の BSS と ROC 面積スキルスコア。それぞれ実験期間で平均して
ある。横軸は予報時間[時]。
（上段）負偏差となる確率予報の BSS（左）と ROC 面積スキルスコア（右）、
（下段）上段に同じ、但し正偏差となる確率予報。緑線と赤線はそれぞれ CNTL と TEST である。

ドはRMSEに比べ過小であり、TESTでより顕著と
なっているが、予報精度の悪化には至っていない。
このように、北半球中高緯度では今回の改良によ
り、スプレッドが減少する。また冬季を中心に、ア
ンサンブル平均のRMSEに対するスプレッドの過
剰が改善し、アンサンブル平均の予報精度が向上す
る。
北半球中高緯度の確率予報の検証として、
850hPa面気温の平年偏差が、気候学的分布の標準
偏差σに対して-1.5σ以下および1.5σ以上となる
確率4予報のブライアスキルスコア（BSS）とROC
面積スキルスコアを、図1.5.4に1月実験の結果につ
いて示す。BSSとROC面積スキルスコアは、値が大
きいほど良い確率予報であることを意味し、定義を
付録B.4に記載した。予報時間後半を中心に両スコ
アともTESTはCNTLより大きく、TESTはCNTLよ
りも確率予報としての精度が良い。一方、9月実験
では同様の検証による結果から、TESTとCNTLの
確率予報としての精度はおおむね同等であった（図
略）。このように、北半球中高緯度の確率予報につ
いても冬季に改善傾向がみられる。

ンブル平均のRMSEとスプレッドの実験期間平均
を示す。
1月実験では、CNTLとTESTのRMSEの差は小さ
く、アンサンブル平均の予報精度はおおむね同等で
ある。スプレッドは、TESTの初期摂動の振幅が
CNTLのそれより小さいため、予報初期からCNTL
よりTESTのスプレッドが小さい。スプレッドと
RMSEの大小関係を見ると、予報初期を除きスプレ
ッドはRMSEに比べ過小であり、TESTでより顕著
となっているが、予報精度の悪化には至っていない。
9 月 実 験 で は 、 予 報 後 半 で CNTL よ り TEST の
RMSEが小さく、アンサンブル平均の予報精度は改
善したことが示されている。スプレッドは、予報初
期ではCNTLとTESTは同程度だが、TESTの方がス
プレッドの増大率が大きく、予報時間が進むにつれ
CNTLよりTESTのスプレッドが大きくなる。スプ
レッドの増大率が大きくなったのは、南半球中高緯
度におけるスプレッドが増大し、その影響が熱帯に
波及したためである。スプレッドとRMSEの大小関
係を見ると、1月実験と同様にスプレッドはRMSE
より過小であるが、TESTではその傾向が緩和され
ている。
このように、熱帯では今回の改良により、初期摂
動の振幅の変更幅が小さい期間において、スプレッ
ドの増大率が大きくなり、アンサンブル平均の予報
精度は改善傾向を示している。また、それ以外の期

（2）熱帯
図1.5.5に、熱帯における850hPa面気温のアンサ
4

平年偏差が正規分布すると仮定した場合、その気候学的
出現確率は約6.7%である。
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図 1.5.5 図 1.5.3 に同じ、ただし熱帯の 850hPa 面気温[K]。
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図 1.5.6 図 1.5.3 に同じ、ただし南半球中高緯度。

間においては、改良前後の予報精度はおおむね同等
である。
確率予報については、北半球中高緯度と同様の検
証による結果から、1月・9月実験ともCNTLとTEST
の予報精度はおおむね同等であった（図略）。

（3）南半球中高緯度
図1.5.6に、南半球中高緯度における500hPa面高
度場のアンサンブル平均のRMSEとスプレッドの
実験期間平均を示す。
1 月 実 験 ・ 9 月 実 験 と も 予 報 後 半 で CNTL よ り
TESTのRMSEが小さく、アンサンブル平均の予報
精度が改善したことが示されている。CNTLのスプ
レッドは、南半球中高緯度の初期摂動が考慮されて
いないために、予報初期からかなり小さい。一方
TESTでは、初期摂動が考慮されているため、スプ
レッドがCNTLよりも著しく増大しRMSEにより近
づいている。
確率予報についても、北半球中高緯度と同様の検
証による結果から、1月実験・9月実験ともTESTは
CNTLより確率予報としての精度が改善した（図略）
。
このように、今回の改良により南半球中高緯度で
は、アンサンブル平均と確率予報の精度が向上した。

23

1.5.3 まとめ
WEPSでは、2011年3月に初期摂動作成手法の改
良が現業化された。今回の改良による予報精度の変
化を、予報実験の結果により示した。北半球中高緯
度の予報では、スプレッドが減少し、冬季を中心に
アンサンブル平均および確率予報がおおむね改善
した。熱帯の予報では、初期摂動の振幅の変更幅が
小さい期間において、スプレッドの増大率が大きく
なり、アンサンブル平均の予報精度は改善傾向を示
した。南半球中高緯度の予報では、これまで不足し
ていたスプレッドが著しく増大し、アンサンブル平
均および確率予報が改善した。
週間アンサンブル予報では、中緯度の総観規模擾
乱の予報の不確実性を把握する上で初期摂動の果
たす役割は大きい。そのため、これまでのWEPSの
開発では初期摂動作成手法の改良を重ねてきた。今
後も、次期計算機上におけるWEPSの高度化（第3.2
節参照）の一環として、初期摂動作成手法の高度化
に取り組み、週間アンサンブル予報の精度向上を図
る計画である。
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㪈㪅㪍㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
ᢙ୯੍ႎ⺖ߢߪޔMSMࠍ↪ߒߚⷞ⒟ಽᏓ੍ᗐ
㧔એਅⷞޔ⒟D㧕ࠍ㐿⊒ߒߚⷞޕ⒟Dߪᐔ㕙⊛ߦⷞ
⒟ࠍ੍ᗐߔࠆߚ੍⥸৻ޔႎߦ߅ߡߪ㒽߿ᶏ
ߩ㔵ߩ੍ᗐߦ⥶ޔⓨ੍ႎߦ߅ߡߪὐ੍ᗐߢࠆ
㘧ⴕ႐੍ႎะߌߩⷞ⒟ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔㜞↰㧔2010㧕ޕ
એਅⷞޔ⒟G㧕ࠍቢߔࠆ⾗ᢱ߅ࠃ߮ⓨ᷼એᄖߩ
ὐߦ߅ߌࠆⷞ⒟ߩ⸃⺑⾗ᢱߣߒߡߩ↪߇ᦼᓙߐ
ࠇࠆⷞޕ⒟DߢߪMSMߩࡕ࠺࡞㕙੍ႎ୯ࠍߞߡ⸻
ᢿ⊛ߦⷞ⒟ࠍ᳞ߡ߅ࠅޔMSMߣหߓ੍ႎ㗔ၞޔ
੍ႎᤨ㑆ޔ᳓ᐔ⸃ᐲߢᓧࠄࠇࠆޕૉߒޔᐳᮡߪ
ࡦࡌ࡞࠻ᐳᮡ߆ࠄ✲ᐲ⚻ᐲᐳᮡߦᄌ឵ߒߡࠆߎޕ
ߎߢߪޔᚑᚻᴺߦߟߡ⸃⺑ߒߚᓟޔᬌ⸽⚿ᨐߣ
↪ߩ⇐ᗧὐߦߟߡㅀߴࠆޕ

Vc

㪈㪅㪍㪅㪉㩷 ᚑᚻᴺ㩷
ⷞ⒟DߢߪޔMSMߩࡕ࠺࡞㕙੍ႎ୯ߩ㒠᳓㊂ޔ㒠
㔐㊂ޔ㔕᳓㊂⋧ޔኻḨᐲޔ㘑ㅦ߆ࠄశߩᶖᢔ₸㧔శ
ᶖᢔଥᢙ㧕ࠍ᳞ⷞࠍࠇߘޔ⒟ߦᄌ឵ߒߡࠆޕ
ⷞ⒟⸘ߢ᷹ⷰߒߡࠆⷞ⒟ߪ⦡ޔ᷷ᐲ2700Kߩ⊕ᾲ
Ἦߩᐔⴕࡆࡓ߇ᄢ᳇߿ᄢ᳇ਛߦᶋㆆߔࠆ☸ሶߦ
ࠃߞߡᢔੂๆߐࠇߡޔᾖᐲE߇ᷫዋߒߡరߩ୯ߩ
5%ߦߥࠆ߹ߢߩ〒㔌ߢࠆޕᾖᐲEߩ〒㔌rߦኻߔ
ࠆᷫ₸ߪࠍ↪ߡએਅߩᑼߢߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

dE dr

V E
exp( V r )

ߣߥࠅⷞޔ⒟V㧔km㧕ߪE߇5%ߦߥࠆ߹ߢߩ〒㔌ߥ
ߩߢޔ

V

 ln 0 .05 V | 3 V

ߣߥࠆޕ
ߪޔⓨ᳇ਛߦᶋㆆߒߡࠆᶋㆆႲޔ㔕☸㧔㔵㧕ޔ
㔎☸ޔ㔐ߦࠃࠆశᶖᢔଥᢙ㧔pޔcޔrޔs㧕ߩߢ
ਈ߃ࠄࠇࠆޕ

V

V p Vc Vr Vs

ᶋㆆႲߦࠃࠆశᶖᢔଥᢙpߪޔጤୖጟ↰㧔1999㧕
ߥߤࠍෳ⠨ߦߔࠆߣߣ߽ߦ⚂ޔ10ᐕ㑆ߩቯᤨ߅ࠃ߮
․㘧ⴕ ႐ታᴫ᷹ⷰ 㧔METAR/SPECI㧕ߩⷞ⒟ 2
㧔10kmᧂḩߩߺ㧕ߣ⋧ኻḨᐲߩ㑐ଥ߆ࠄᚑߒߚޔ
એਅߩㄭૃᑼࠍ↪ࠆޕ
 Vp

0.23 1  RH

0 .9

ߎߎߢޔQCߪࡕ࠺࡞㕙ᄢ᳇ᦨਅጀ߆ࠄ4ጀಽ㧔㜞
ᐲ⚂20㨪200m㧕ߩ㔕᳓㊂ߩߣߒߡࠆޕᄢ᳇ᦨ
ਅጀߩߺߢߥߊ4ጀಽࠍߞߡࠆߩߪޔᄢ᳇ᦨਅ
ጀߩߺߢߪ㔕᳓㊂߇ዋߥߊޔ㔵ߩᝒ₸߇ૐ߆ߞߚ
ߚߢࠆޔ߅ߥޕଥᢙ9.0ߪMETAR/SPECIߩⷞ
⒟ߣQCߣࠍᲧセߒޔ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆡಾߦߥࠆࠃ
߁ߦቯߒߡࠆޕ
㔎☸ߦࠃࠆశᶖᢔଥᢙrߪޔ㋈ᧁ㧔1963㧕ߥߤฎ
ߊ߆ࠄᄙߊߩ⺞ᩏ߇ߐࠇߡ߅ࠅޔ1ᤨ㑆㒠᳓㊂R
㧔mm㧕ࠍߞߡએਅߩࠃ߁ߦㄭૃߔࠆޕ

Vr

0 . 6 u R 0 .55

ߎߎߢޔଥᢙ0.6ߪ2ᐕ㑆ߩMETAR/SPECIߩⷞ⒟
ߣࡕ࠺࡞ߩ1ᤨ㑆㒠᳓㊂ߩ㑐ଥߦࠃࠅቯߒߚޕ
㔐ߦࠃࠆశᶖᢔଥᢙsߪ⮮ޔศ߶߆㧔1983㧕ߥߤ
ࠍෳ⠨ߦޔ1ᤨ㑆㒠㔐㊂SNOW㧔mm㧕ޔ㘑ㅦFF㧔m/s㧕
ࠍߞߡએਅߩࠃ߁ߦㄭૃߔࠆޕ

Vs

4 .8 u SNOW

0 .7

 0 .07 u FF

ߎߎߢޔଥᢙ4.8, 0.07ߪ㔎ߣห᭽ߩᣇᴺߢቯߒ
ߚޕ㘑ㅦߩ㗄ࠍઃടߒߚߩߪ็㔐ߩലᨐࠍขࠅࠇ
ࠆߚߢࠅޔSNOW߇0.1mmએ੍ᗐߐࠇߟ߆ޔ
㔎߇੍ᗐߐࠇߡߥ႐วߦ㒢ߞߡઃടߔࠆޔ߅ߥޕ
FFߪࡕ࠺࡞㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߩ㘑ㅦߣߔࠆޕ
⸥ߩᚑᚻᴺ߆ࠄࠊ߆ࠆࠃ߁ߦޔ㔎ޔ㔐ߦࠃࠆ
శᶖᢔଥᢙߪࡕ࠺࡞ߩ੍ႎ୯ࠍ↪ߡߡ߅ࠅޔ
ⷞ⒟ߩ੍ႎ♖ᐲߪMSMߩ㒠᳓㊂ߩ੍ႎ♖ᐲߦᄢ߈
ߊଐሽߔࠆߚ߹ޕ㔵ߩ੍ᗐߪޔMSM߇ઃㄭߦ
㔕᳓㊂ࠍ੍ᗐߔࠆ߆ุ߆ߦࠃࠆޕ㔵ޔ㔎ޔ㔐ߩ⽎
߇ߥ႐วߪޔᶋㆆႲߩߺߦࠃࠆⷞ⒟ᖡൻߣߥࠆ߇ޔ
⋧ኻḨᐲࠍ85%એਅߦ㒢ߒߡࠆߚߦߛࠇߘޔ
ߌߢ5kmᧂḩࠍ੍ᗐߔࠆߎߣߪߥޕᶋㆆႲߦࠃࠆ
ⷞ⒟ᖡൻߪߩߘޔỚᐲࠍ⠨ᘦߒߡߥߎߣ߆ࠄޔ
⋧ኻḨᐲߦኻᔕߒߚᐔဋ⊛ߥⷞ⒟ࠍ␜ߒߡࠆޕ

ǻࠍᐔဋ୯ߣߔࠆߣޔ

E ( r ) E (0)

9 . 0 u QC

㪈㪅㪍㪅㪊㩷 ⛔⸘ᬌ⸽㩷
ߎߎߢߪߕ߹ޔ㘧ⴕ႐ߩ᷹ⷰߦࠃߞߡᬌ⸽ߒⷞޔ
⒟GߣᲧセߔࠆߎߣߦࠃߞߡⷞޔ⒟Dߩ♖ᐲߣ․ᕈ
ࠍ␜ߔޕᰴߦᶏߩ㔵ߩ♖ᐲࠍߺࠆߚߦߩ⥾⦁ޔ

0.5

ⷞ⒟Dߢ੍ᗐߔࠆ㓙ߪޔRHߪࡕ࠺࡞㕙ᄢ᳇ᦨਅጀ
⮮ ᥓผ
ታᴫߩⷞ⒟ߪ 1 ᤨ㑆ౝߩᦨૐ୯ߣߒߡࠆߪࠇߎޕ㔵ޔ
㔎ޔ㔐ߦ߅ߡ߽ห᭽ߢࠆޕ
1

߅ᄤ᳇ࡑ࠶ࡊߣหߓߊޔ㔎߇ 0.1mm/hޔ㔐߇ 0.03mm/h
એߩ႐วߣߔࠆޕ

2

3

25

࿑ 1.6.1 ⷞ⒟ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔ⷞ⒟ G㧕ߣⷞ⒟ಽᏓ੍ᗐ㧔ⷞ⒟ D㧕ߩ೨ 3 ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟ߩ㑣୯ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ
㧔TS㧕ߣࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕ㧔BI㧕
ޕᬌ⸽ὐߪ੍ࠧ࠹ࠞޔᗐࠍⴕߞߡࠆ 66 ⓨ᷼ߢޔᬌ⸽ߒߚೋᦼ୯ߪ 2010
ᐕ 7 㨪2011 ᐕ 6 ߩ 1 ᐕಽ੍ޔႎᤨ㑆ߪ 6–33 ᤨ㑆ޕ

࿑ 1.6.2 ฦᄤ᳇ߩⷞ⒟ G ߣⷞ⒟ D ߩ೨ 3 ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟ߩ TS㧔㧕ߣ BI㧔ਅ㧕ޕᬌ⸽ὐߥߤߪ࿑ 1.6.1 ߣหߓޕ

㒰ߒฦᄤ᳇ߦ߅ߌࠆⷞ⒟੍ᗐߩ♖ᐲߩߺࠍߔ
ࠆߚߦޔᄤ᳇ߩ੍ᗐ߇ㆡਛߒߚߩߺߢᬌ⸽ߒ
ߡࠆޕή㒠᳓ߩ⚿ᨐࠍߺࠆߣⷞ⒟DߩTSߪⷞ⒟G
ࠃࠅ߿߿ഠࠆ߇ޔᖡⷞ⒟ߩ੍ႎ♖ᐲߪห⒟ᐲߢࠆޕ
BIߪ1600, 800mߩ੍ᗐߢߪⷞ⒟Dߩᣇ߇ታᴫߩⷰ
᷹㗫ᐲߦㄭⷞߪࠇߎޕ⒟Dߣⷞ⒟Gߢߪหߓ⺑
ᄌᢙࠍߞߡࠆ߇ޔ㔕᳓㊂ߩଥᢙ߇ⷞ⒟Dߩᣇ߇
ᄢ߈ߊޔᖡⷞ⒟ߩ੍ᗐ㗫ᐲ߇Ⴧ߃ࠆߚߢࠆޕ㔎
ߩ႐วߪⷞޔ⒟DߩTS߇ⷞ⒟Gࠃࠅᖡޔߪࠇߎޕ
BIࠍߺߡࠊ߆ࠆࠃ߁ߦⷞޔ⒟Dߩᖡⷞ⒟ߩ੍ႎ㗫ᐲ
߇ዋߥߩߢޔᖡⷞ⒟ߩㆡਛ߽ዋߥߊߥࠆߚߢ
ࠆޕᬌ⸽ᦼ㑆ߢMSMߩ1ᤨ㑆㒠᳓㊂ߣ⥶ⓨࠕࡔ࠳ࠬ
ߩ᷹ⷰ୯ࠍᲧセߔࠆߣޔMSMߪᒝ㔎ߩ੍ႎ㗫ᐲ
߇ታᴫࠃࠅዋߥ߆ߞߚ㧔࿑⇛㧕ߚߩߎޕMSM㒠᳓

᷹ⷰߦࠃߞߡᬌ⸽ߒߚ⚿ᨐࠍ␜ߔޕ

㩿㪈㪀㩷 㘧ⴕ႐䈱᷹ⷰ䈮䉋䉎ᬌ⸽㩷
࿑1.6.1ߪ೨3ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟߇5000, 3200, 1600,
800mᧂḩߣߥࠆ႐วߩࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔TS㧕ࠗࡃޔ
ࠕࠬࠬࠦࠕ㧔BI㧕ߢࠆޕ㘧ⴕ႐ߩࠞ࠹੍ࠧᗐࠍ
ⴕߞߡࠆ66ⓨ᷼ࠍኻ⽎ߣߒ੍ޔႎᤨ㑆FT=6–33ޔ
2010ᐕ7–2011ᐕ6ߩ1ᐕ㑆ߢᬌ⸽ߒߚޕ࿑߆ࠄ
ⷞ⒟DߩTS߅ࠃ߮BIߪⷞ⒟Gࠃࠅ߿߿ഠࠆ߽ߩߩޔ
ⷞ⒟Gߦㄭࠬࠦࠕߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޔࠅ߹ߟޕ
ὐ੍ᗐߢࠆⷞ⒟Gߦㄭ♖ᐲߢޔᐔ㕙⊛ߥⷞ⒟
੍ᗐ߇ⴕ߃ࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
ᰴߦޔฦᄤ᳇㧔ή㒠᳓ޔ㔎ޔ㔐㧕ߦ߅ߌࠆᬌ⸽⚿
ᨐࠍ࿑1.6.2ߦ␜ߔޕᄤ᳇ߩᄖࠇߦࠃࠆ♖ᐲૐਅࠍឃ
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㊂ࠍ⋥ធߞߚⷞ⒟Dߩᖡⷞ⒟ߩ㗫ᐲ߽ዋߥߊߥߞ
ߚⷞޕ⒟Gߪ㗫ᐲࡃࠗࠕࠬᱜ4ࠍⴕߞߡޔᖡⷞ⒟ߩ
㗫ᐲࠍߍߡࠆߚߦޔᖡⷞ⒟ࠍࠆ⒟ᐲ੍ᗐߢ
߈ޔTSࠍะߐߖߡࠆޕ㔐ߩ႐ว߽ⷞ⒟Dߩᣇ߇
♖ᐲ߇ᖡߊߦ․ޔᖡⷞ⒟ߩ੍ᗐߢ㗼⪺ߢࠆޕ800m
ߢⷞ⒟DߩBI߇ૐߩߪޔ㔎ߣห᭽ߦMSMߩᒝ㔐
ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ዋߥߚߢࠆޕ
 ߩ㔵ߩ੍ႎ♖ᐲࠍߺࠆߚߦޔή㒠᳓ᤨߦ೨
3ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟߇1600mᧂḩߣߥࠆ႐วߩߩTS
ߣBIࠍ࿑1.6.3ߦ␜ߔޕᬌ⸽ኻ⽎ⓨ᷼ᦼޔ㑆ߪ࿑1.6.1
ߣหߓߢࠆޕ࿑߆ࠄᥦᦼߩBI߇1એߢ㔵ߩ੍
ႎ㗫ᐲ߇߿߿ㆊߣߥߞߡࠆߪࠇߎޕᓟㅀߔࠆࠃ
߁ߦ᧲ޔᣣᧄᴪጯၞߢߩ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊᄢߢࠆ
ߎߣ߇ਥߥේ࿃ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕኙᦼߦ߅ߡߪޔ
ㅒߦBI߇0ߦㄭߊ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊዋߣߥߞߡࠆߎޕ
ࠇߪޔኙᦼߦᄙ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊዋߢࠆ

࿑ 1.6.3 ⷞ⒟ D ߩή㒠᳓ᤨߦ೨ 3 ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟߇
1600m ᧂḩߣߥࠆ႐วߩ TS ߣ BIޕᬌ⸽ὐ╬
ߪ࿑ 1.6.1 ߣหߓޕ

࿑ 1.6.4 㘧ⴕ႐੍ႎ(TAF)⊒ⓨ᷼ߦ߅ߌࠆޔή㒠᳓ᤨߦ೨ 3 ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟߇ 1600m ᧂḩߣߥࠆ႐วߩ TS㧔Ꮐ㧕
ߣ BI㧔ฝ㧕
ޕᬌ⸽ᦼ㑆╬ߪ࿑ 1.6.1 ߣหߓޕ

࿑ 1.6.5 ⷞ⒟ D ߩ 3 ᤨ㑆ߏߣ㧔00,03,̖,21UTC㧕ߩ੍ᗐࠍ⦁⥾ߩ᷹ⷰߢᬌ⸽ߒߚ⚿ᨐޕή㒠᳓ᤨߦⷞ⒟߇
1000m,500m ᧂḩߣߥࠆ႐วߩ TS㧔Ꮐ㧕ߣ BI㧔ਛ㧕ߢޔᬌ⸽ᦼ㑆ߪ 2011 ᐕ 6 ߹ߢߩ 1 ᐕ㑆ߢࠆࠇߙࠇߘޕ
ߩᶏၞߩ⦡ಽߌߪฝ࿑ߦኻᔕߒߡ߅ࠅޔฝ࿑ౝߩᢙሼߪޔᬌ⸽ᦼ㑆ߢⷞ⒟߇ 1000m ᧂḩ(ή㒠᳓)ߣߥߞߚ᷹ⷰᢙߢ
ࠆోޕၞߪ 25-45N 120-150Eޔർᶏߪ 40-45N 140-150Eޔਃ㒽㑐᧲ߩධ᧲ߪ 30-40N 140-150Eޔᣣᧄᶏߪ
35-45N 130-140E㧔৻ㇱᄥᐔᵗ߇ࠆ߇㒰ߚ㧕
ޔ྾࿖᧲ᶏᴒߪ 30-35N 130-140E㧔৻ㇱᣣᧄᶏ߇ࠆ߇㒰
ߚ㧕
ޔ㤛ᶏᎺߪ 30-40N 120-130E࠽ࠪ᧲ޔᶏߪ 25-30N 120-130E ߣߒߚޕ
߃߫ޔ1600m ᧂḩߩᖡⷞ⒟ߩ੍ႎ㗫ᐲߣ᷹ⷰ㗫ᐲࠍ
หߓߦߔࠆᱜߩߎߣޕ

4
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ะ߇ࠆޕBIࠍߺࠆߣోޔၞߢߪ1⒟ᐲߢㆡಾߥ
੍ႎ㗫ᐲߣߥߞߡࠆ߽ߩߩޔർᶏߥߤߪ੍ႎ㗫
ᐲ߇ㆊߢ࠽ࠪ᧲ޔᶏߥߤߪ੍ႎ㗫ᐲ߇߿߿ዋߥޕ
ߥ߅ޔ྾࿖᧲ᶏᴒ㧔1000m㧕ߩBI߇ᄢ߈߇ߎޔ
ࠇߪᢙ߇ዋߥߚߣᕁࠊࠇࠆޕ

ߎߣ߇ਥߥේ࿃ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
࿑1.6.4ߪ㘧ⴕ႐੍ႎ㧔TAF㧕ࠍ⊒ߒߡࠆฦⓨ
᷼ߢߩᬌ⸽⚿ᨐߢޔή㒠᳓ᤨߦ೨3ᤨ㑆ᦨዊⷞ⒟߇
1600mᧂḩߣߥࠆ႐วߩTS㧔Ꮐ㧕ߣBI㧔ฝ㧕ߢ
ࠆޕTSߢߺࠆߣᣂජᱦޔบޔᚑ↰⨙ޔၔߥߤߢⷞ
⒟Dߩ♖ᐲ߇ⷞ⒟Gࠍ࿁ߞߡࠆߩࠄࠇߎޕⓨ᷼
ߩBIࠍߺࠆߣⷞޔ⒟Gߢߪ1ࠃࠅૐߩߦኻߒⷞޔ⒟
Dߪ1એߢ੍ႎ㗫ᐲ߇ᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠆߚ߹ޕ
⺞ᩏ߆ࠄ߽᧲ᣣᧄߩᄥᐔᵗᴪጯߦ߅ߡޔ㔵ߩ੍ᗐ
߇ㆊߩะ߇ߞߚ߅ߥޕTS߇0ߩⓨ᷼ߪᬌ⸽ᦼ
㑆ߦ੍ᗐㆡਛ߇ή߆ߞߚⓨ᷼ߢޔBIߩ୯߇ߥⓨ᷼
ߪ㔵ߩ᷹ⷰ߇ή߆ߞߚⓨ᷼ߢࠆޕ

㪈㪅㪍㪅㪋㩷 ᬌ⸽㩷
㩿㪈㪀㩷㪉㪇㪈㪇ᐕ㪉㪉㪌ᣣ㩷 ⠀↰ⓨ᷼䈱Ớ㔵㩷
 2010ᐕ225ᣣᦺߦ⠀↰ⓨ᷼ߢỚ㔵߇᷹ⷰߐࠇޔ
ᤤ೨߹ߢ⛮⛯ߒߚࠍ⚫ߔࠆޕᒰᣣߪᣣᧄߩ᧲
ᶏߦਛᔃࠍ߽ߟ㜞᳇ߦⷒࠊࠇߡ߅ࠅޔධ߆ࠄᵹ
ࠇㄟࠎߛᥦḨⓨ᳇߇ᶏߢ಄߿ߐࠇ᧲ޔ੩ḧ߆ࠄ⨙
ၔ⋵ᴒߦ߆ߌߡỚ㔵߇⊒↢ߒߚޕ2010ᐕ224ᣣ
09UTCೋᦼ୯ߩⷞ⒟Dߩ੍ᗐࠍ࿑1.6.6ߦ␜ߔޕᲑ
߇ⷞ⒟Dߩ੍ᗐޔਛᲑ߇ኻᔕߔࠆⷞ⒟ߩ᷹ⷰ୯ޔਅ
Ბ߇ⴡᤊ↹ߢࠆⷞޕ⒟Dߪ25ᣣ00JSTߦජ⪲⋵
ߩർㇱ߅ࠃ߮᧲ᶏߢ㔵߇⊒↢ߒ߇ࠇߘޔ09JSTߦ
߆ߌߡㄝߦᐢ߇ࠅޔᐢ▸࿐ߩ㔵ߣߥࠆߎߣࠍ੍ᗐ
ߒߡࠆޕታᴫߣᲧߴࠆߣޔߦᐢ߇ࠅㆊ߉ߩ
ะ߇ࠆ߇ޔᄢะߥߤߨ੍ᗐߢ߈ߡࠆޕ㔵
ߩ⸃ᶖߦߟߡߪޔ11ᤨߩ੍ᗐߣታᴫࠍᲧߴࠆߣޔ

㩿㪉㪀㩷 ⦁⥾䈱᷹ⷰ䈮䉋䉎ᬌ⸽㩷
ᰴߦⷰߩ⥾⦁ޔ᷹ࠍޔᶏߩ㔵ߩ♖ᐲᬌ⸽ࠍⴕ
ߞߚޕ࿑1.6.5ߪ25–45N,120–150Eߩ㗔ၞߩ⦁⥾ߩ
᷹ⷰࠍߞߡޔ㔵㧔ή㒠᳓ᤨߦⷞ⒟߇1000,500mᧂ
ḩ㧕ߩ♖ᐲᬌ⸽ࠍⴕߞߚ⚿ᨐߢࠆోޕၞߩTSߪ⚂
0.3ߢࠅޔ࿑1.6.2ߩ㘧ⴕ႐ߩᬌ⸽⚿ᨐࠃࠅ㜞♖
ᐲߣߥߞߡࠆޕ㗔ၞߢߺࠆߣޔർᶏޔ㤛ᶏ
Ꮊ߇㜞♖ᐲߣߥߞߡ߅ࠅޔධ߶ߤ♖ᐲ߇ૐ

  00JST(FT=6)      03JST(FT=9)      09JST(FT=15)     11JST(FT=17)

࿑ 1.6.6 2010 ᐕ 2  24 ᣣ 09UTC ೋᦼ୯ߩⷞ⒟ D㧔㧕ߣኻᔕߔࠆⷞ⒟ታᴫ㧔ਛ㧕߅ࠃ߮ⴡᤊ↹㧔ਅ㧕ⷞޕ⒟ታ
ᴫߪ⋡ⷞ᷹ⷰߦട߃ޔᢔੂ⸘ߦࠃࠆ⥄േ᷹ⷰ㧔METAR AUTO⥄ޔേ SYNOP㧕߽ขࠅࠇߡࠆⴡޕᤊ↹ߪ
00,03JST ߪ 3.7Ǵm Ꮕಽ↹ޔ09,11JST ߪนⷞ↹ߢޔਅጀ㔕㔵ၞߥߤࠍ⊕⦡ߢ␜ߔޕ
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㧔ⷞ⒟ &㧕    㧔㔵㧕     㧔㔎㧕    㧔㔐㧕    㧔ታᴫ㧕

࿑ 1.6.7 2009 ᐕ 12  5 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯ FT=12㧔ኻ⽎ᤨೞ 12  6 ᣣ 00JST㧕ߩⷞ⒟ D ߩ੍ᗐߣታᴫޕ㔵ߪ㔕᳓
ߣᶋㆆႲߦࠃࠆశᶖᢔଥᢙ߆ࠄ᳞ߚⷞ⒟ޔ㔎ߪ㔎☸ߩశᶖᢔଥᢙ߆ࠄ᳞ߚⷞ⒟ޔ㔐ߪ㔐ߩశᶖᢔଥᢙ߆ࠄ᳞
ߚⷞ⒟ࠍ␜ߔޕ

⠀↰ⓨ᷼ߥߤ᧲੩ḧߢ1ᤨ㑆߶ߤᣧߊ⸃ᶖߐߖߡ
ࠆ߇ⴡޔᤊ↹ߣߪߨ৻⥌ߒߡࠆޕએߪධ㑐
᧲ߩ⁁ᴫߢࠆ߇ߩઁߩߘޔၞߩ⁁ᴫࠍߺࠆߣޔ
ችၔ⋵ઃㄭߢߪ㔵߇ౝ㒽߹ߢࠅㆊ߉ߡࠆޔߚ߹ޕ
ਃ㊀⋵ઃㄭߩ㔵ߩ੍ᗐߦ㑐ߒߡߪⴡޔᤊ↹ߢߪਅ
ጀ㔕߆㔵ၞ߇ᐢ߇ߞߡࠆ߽ߩߩⷰޔ᷹ߢߪ㊁㘧
ⴕ႐ߩᦨዊⷞ⒟߇2000mߦ⇐߹ߞߡ߅ࠅ߿߿ޔㆊ
ߣߥߞߡࠆࠃ߁ߢࠆޕ

㩿㪉㪀㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ㪈㪉㪍ᣣ㩷 ᣣᧄᶏർㇱ䉕ૐ᳇ർ᧲ㅴ㩷
2009ᐕ126ᣣߪᣣᧄᶏർㇱࠍ⊒㆐ߒߚૐ᳇߇
ർ᧲ㅴߒߚߢࠆޕ࿑1.6.7ߪⷞ⒟Dߩ2009ᐕ12
5ᣣ03UTCೋᦼ୯FT=12ߩ੍ᗐߢޔ㔵㧔ᶋㆆႲ
㧕ޔ㔎ޔ㔐ߦࠃࠆⷞ⒟ᖡൻߦಽߌߡ␜ߒߡࠆޕ
ⷞ⒟Dߪർᶏਛㇱ㨪ᣣ㜞ጊ⣂ߦᖡⷞ⒟ࠍ੍ᗐߒߡ
ࠆ߇ߪࠇߎޔਥߦ㔐ߦࠃࠆⷞ⒟ᖡൻߢࠆߎߣ߇
ࠊ߆ࠆޔߚ߹ޕർᶏධㇱ߆ࠄ᧲ർᄥᐔᵗᴪጯ
ߩⷞ⒟ᖡൻߪ㔎ߦࠃࠆ߽ߩ⨙ޔၔ⋵ධㇱߩᖡⷞ⒟ߪ
㔵ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆࠇߙࠇߘޕታᴫߣ
Ყߴߡߨㆡᱜߦ੍ᗐߢ߈ߡࠆޕ
㪈㪅㪍㪅㪌㩷 䉁䈫䉄䈫↪䈱⇐ᗧὐ㩷
MSMߩࡕ࠺࡞㕙੍ႎ୯ࠍ↪ߡⷞޔ⒟ࠍಽᏓߢ
੍ᗐߔࠆⷞޟ⒟ಽᏓ੍ᗐࠍޠ㐿⊒ߒߚ੍ߩߎޕᗐࠍ
ᬌ⸽ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔએਅߩ․ᕈ߇⏕ߐࠇߚޕ
 ♖ᐲߪⷞ⒟ G ࠃࠅ߿߿ഠࠆߦ․ޕᖡⷞ⒟ߩ♖ᐲ
ߩᏅ߇ᄢ߈ޔߪࠇߎޕMSM ߢᒝ㔎߿㔐ߩ
੍ႎ㗫ᐲ߇ዋߥߚߢࠆޕ
 ᥦᦼߪ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊᄙߣߥࠆะ߇
ࠆߪࠇߎޕਥߦ᧲ᣣᧄᄥᐔᵗߩ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ
߇ᄙߎߣߦࠃࠆޕㅒߦኙᦼߪ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊ
ዋߣߥࠆะ߇ࠆߪࠇߎޕኙᦼߦᄙ
㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ዋߥߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ᶏߩ㔵ߩ♖ᐲߪ㒽㧔ⓨ᷼㧕ߦᲧߴߡ㜞ߊޔ
․ߦർ߶ߤ㜞ޔߚ߹ޕධ߶ߤ㔵ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇
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ዋߥߊ♖ޔᐲ߽⪭ߜࠆะ߇ࠆޕ
߹ߚޔᚑᚻᴺ╬߆ࠄ⠨߃ࠄࠇࠆ↪ߩ⇐ᗧὐ
ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
 ⷞ⒟ D ߪ 5km ᧂḩߩⷞ⒟ࠍ࠲ࠥ࠶࠻ߣߒߡ
ࠆߦ․ޕή㒠᳓ߩᶋㆆႲߦࠃࠆ੍᷹ᑼߩଥᢙ
ߪ㘧ⴕ႐ታᴫ᷹ⷰߩ 10km ᧂḩࠍ↪ߡߡ
߅ࠅޔታᴫ୯ߦ⛔⸘⊛ߥ㒢୯߇ࠆߚޔ
5–10km ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ㆊߦߥߞߡࠆޕ5km
એߩ੍ᗐߪ↪ߒߥߢ㗂߈ߚޕ
 ⷞ⒟ D ߢߪޔᒻᕈߦࠃࠆ㔵߿ૐ㔕߇ጊ
ጪㇱߢ㗫❥ߦ੍ᗐߐࠇࠆޔߪࠄࠇߎޕ↪⋡⊛
ߦࠃߞߡߪኻ⽎ߣߒߥ႐ว߽ࠆߩߢޔᔅⷐ
ߦᔕߓߡ㒰ߡ↪㗿ߚޕMSM ߩᒻߣ
ᥦḨ᳇ᵹࠍߺࠇ੍߫ޔᗐߐࠇߚ㔵߇ᒻᕈ
ߦࠃࠆ߆ุ߆ߪ್ᢿߢ߈ࠆߣᕁࠊࠇࠆߩߢޔ
MSM ߩᒻࠍߡ್ᢿࠍߒߡ᰼ߒޕ

ෳ⠨ᢥ₂㩷
ጤୖ㪃㩷 ጟ↰⩵ᄦ㪃㩷 㪈㪐㪐㪐㪑㩷 ᧲੩࿖㓙ⓨ᷼ߦ߅ߌࠆථ
ⷞ⒟ߩ⋧ኻḨᐲଐሽᕈ㪅㩷 ᳇⽎⎇ⓥᚲႎ๔㪃㩷 㪌㪇㪃㩷
㪏㪈㵨㪐㪇㪅㩷
㋈ᧁᒎᐘ㪃㩷㪈㪐㪍㪊㪑㩷 ⷞ⒟ߣ㒠㔎㧔㔐㧕ᒝᐲߩ㑐ଥ㪅㩷 ⎇ⓥ
ᤨႎ㪃㩷㪈㪌㪃㩷㪋㪏㪊㵨㪋㪏㪎㪅㩷
㜞↰િ৻ⷞ⒟ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᡷ⦟ᐔᚑ㪉㪉ᐕ
ᐲᢙ୯੍ႎ⎇ୃ࠹ࠠࠬ࠻᳇⽎ᐡ੍ႎㇱ㩷
⮮ศᐽᔒ㪃㩷 ⧯ᵿ㇢㪃㩷 ㆙⮮ㄖ㓶㪃㩷 Ꮉ⌀ℂ㪃㩷 ዊ
ਯ㪃㩷 ┻ౝᄦ㪃㩷 㪈㪐㪏㪊㪑㩷 ᧅᏻߦ߅ߌࠆ৻౻㑆ߩ㒠㔐
ᒝ ᐲ ߣ ⷞ ⒟ ߩ ห ᤨ ⷰ ᷹ 㪅 ૐ ᷷ ⑼ ቇ ‛ ℂ ✬ 㪃㩷 㪋㪉㪃㩷
㪈㪋㪎㪄㪈㪌㪍㪅㩷
Gultepe, I, M.D. Muller, and Z. Boybeyi, 2006: A
New Visibility Parameterization for Warm-Fog
Applications in Numerical Weather Prediction
Models. Journal of Applied Meteorology and
Climatology, 45, 1469-1480.㩷

㪈㪅㪎㩷 䉧䉴䊃䉧䉟䉻䊮䉴䈱㐿⊒㪈㩷

1.7.1ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ⺑ᄌᢙ
⺑ᄌᢙ
㘑ㅦߩ೨1ᤨ
㑆ᦨᄢ୯㧔㘑
ㅦᦨᄢ୯㧕
Ⴚ⇇ጀᦨᄢ㘑ㅦ

㪈㪅㪎㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
 ᢙ୯੍ႎ⺖ߢߪޔ㘧ⴕ႐੍ႎߦ߅ߌࠆࠟࠬ࠻2ߩ੍
᷹ߦ⾗ߔࠆߚߩࠬࡦ࠳ࠗࠟ࠻ࠬࠟޔ㐿⊒ࠍⴕߞߡ
ࠆߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔߪߢ▵ᧄޕ᭽ߣᬌ⸽⚿ᨐޔ
↪ߩ⇐ᗧὐߦߟߡ⸃⺑ߔࠆޕᓟࠦࡄࠬޔ
ࡦࡇࡘ࠲ࠪࠬ࠹ࡓߩᦝᣂࠬࠤࠫࡘ࡞ࠍ⠨ᘦߒߟ
ߟޔᣧᦼߩᬺൻࠍ⋡ᜰߔޕ
㪈㪅㪎㪅㪉㩷 䉧䉟䉻䊮䉴䈱᭽㩷
 㐿⊒ਛߩࠟࠬ࠻ࠟࠗ࠳ࡦࠬߦߪ⊒߇࠻ࠬࠟޔ
↢ߔࠆน⢻ᕈࠍ੍᷹ߔࠆࠬࠟߣޠ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޟ
࠻ߩ㘑ㅦࠍ੍᷹ߔࠆ࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩޠ2
⒳㘃߇ࠆ࠻ࠬࠟޔߚ߹ޕ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߦߪ੍᷹
ᚻᴺߩ⇣ߥࠆ࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬAࠬࠟޟߣޠ
࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬBߩ࡞࠺ࡕࠍࠄࠇߎޔࠅ߇ޠ
㘑ㅦߦࠃߞߡಽߌߡࠆޕ
 ߕࠇߩࠟࠗ࠳ࡦ߽ࠬMSMࠍరߦᚑߒߡࠆޕ
䋨㪈䋩㩷 䉧䉴䊃⊒↢⏕₸䈱᭽㩷
 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߪޔ࿖ౝ88ⓨ᷼ࠍኻ⽎ߣߒߡὐ
ߏߣߦ੍ႎኻ⽎ᤨೞߩ೨3ᤨ㑆ౝߦࠟࠬ࠻߇⊒↢ߔ
ࠆน⢻ᕈࠍ੍᷹ߔࠆޕ
 ੍ ႎ ኻ ⽎ ᤨ ೞ ߪ  ޔMSM ߩ ੍ ႎ ᤨ 㑆 ߦ ᔕ ߓ ߡ
00,06,12,18UTC ೋ ᦼ ୯ ߢ ߪ FT=1 㨪 15 ߹ ߢ ޔ
03,09,15,21UTCೋᦼ୯ߢߪFT=1㨪33߹ߢߩᲤᤨ
ߢࠆޕ
 ੍᷹ᑼߪ⋡⊛ᄌᢙ߇ࠟࠬ࠻ߩߣޠߒߥࠅޟ
ߞߚ2୯࠺࠲ߢࠆߚࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࠫࡠޔ࿁Ꮻᑼ
ࠍណ↪ߒߚޕ

ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸

1
1 e

( c0 c1x1 c2 x2 }cn xn )

u 100ޓޓ
(1.7.1)

᳓ᐔ㘑ߩ㋦⋥ࠪ
ࠕ

SSI
925hPa ㋦ ⋥ p ㅦ
ᐲ㧔925hPaȁ㧕

ౝኈ
ࡕ࠺࡞߇੍ᗐߒߚ10mߩ㘑ㅦ㧔
㘑ㅦ㧕ߣੂᵹߦࠃࠆ㘑ㅦߩᄌേߩ೨
1ᤨ㑆ᦨᄢ୯ߩޕ
Ⴚ⇇ጀߦ߹ࠇࠆ᳇㕙㘑ㅦߩᦨᄢ
୯ޕႺ⇇ጀࠍޟ߆ࠄጀ߹ߢߩᄢ
᳇߇ᷙวߒ߁ࠆ㗔ၞߣޠቯ⟵ߒޔ
߆ࠄ╬᷷߹ߚߪਇቯߢࠆጀࠍ
್ቯߒߡႺ⇇ጀߩ㜞ߐࠍ᳞ࠆޕ᳇
㕙ߩ㒢ߪ500hPaߣߔࠆޕ
㘑ߣႺ⇇ጀᦨᄢ㘑ߣߩᏅಽࡌࠢ
࠻࡞ߩ㘑ㅦࠍ1000ftᒰߚࠅߦ឵▚ߒ
ߚ୯ޕߣᦨᄢ㘑ߩ᳇㕙ߣߩ㜞ᐲ
Ꮕ߇1000ftᧂḩߩ႐วߪޔᏅಽࡌࠢ࠻
࡞ߩ୯ߣߔࠆޕ
࡚ࠪࡢ࡞࠲ߩቯᜰᢙޕ
925hPa㕙ߩ㋦⋥pㅦᐲޕ

 ⺑ᄌᢙߪޔ㘑ㅦߩ೨1ᤨ㑆ᦨᄢ୯㧔એਅޔ
㘑ㅦᦨᄢ୯ߣߔࠆ㧕
ޔႺ⇇ጀᦨᄢ㘑ㅦޔ᳓ᐔ㘑ߩ
㋦⋥ࠪࠕޔSSIޔ925hPa㋦⋥pㅦᐲ㧔એਅޔ925hPa
ȁߣߔࠆ㧕ߢࠆ㧔⚦ߪ1.7.1ࠍෳᾖ㧕ޕฦὐ
ߩ੍᷹ᑼߪߩࠄࠇߎޔਛ߆ࠄ3ߟએߩ⺑ᄌᢙࠍ
ㆬᛯߒߡᚑߒߡࠆޕ㘑ㅦᦨᄢ୯ޔႺ⇇ጀᦨ
ᄢ㘑ㅦޔ925hPaȁߪోߡߩὐߢㆬᛯߐࠇࠆޕ᳓ᐔ
㘑ߩ㋦⋥ࠪࠕߣSSIߦߟߡߪޔଥᢙߩ╓ภߦࠃ
ࠅޟ㋦⋥ࠪࠕ߇ᄢ߈ߊߥࠆ߶ߤࠟࠬ࠻߇⊒↢ߒߦ
ߊޟߪࠆޠᄢ᳇ߩ⁁ᘒ߇ਇቯߦߥࠆ߶ߤࠟ
ࠬ࠻߇⊒↢ߒߦߊ․߁ߣޠᕈߣߥߞߚὐߢߪ
⺑ᄌᢙߦߪ↪ߥߢ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޔߪࠇߎޕ
ߪႺ⇇ጀߢߩੂᵹᷙวߦࠃߞߡ⊒↢ߔࠆࠟࠬ࠻ࠍ࠲
ࠥ࠶࠻ߣߒߡ߅ࠅੂޔᵹᷙวߪ᳓ᐔ㘑ߩ㋦⋥ࠪࠕ
߇ᄢ߈߶ߤޔߚ߹ޔႺ⇇ጀߩᄢ᳇ߩ⁁ᘒ߇ਇ
ቯߥ߶ߤᵴ⊒ߛ߆ࠄߢࠆޕ

䋨㪉䋩㩷 䉧䉴䊃㘑ㅦ䉧䉟䉻䊮䉴䈱᭽㩷
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߪޔ࿖ౝ88ⓨ᷼ࠍኻ⽎ߣߒ
ߡὐߏߣߦ੍ႎኻ⽎ᤨೞߩ೨1ᤨ㑆ౝߩࠟࠬ࠻ߩ
ᦨᄢ୯ࠍ੍᷹ߔࠆޕ
 ੍ ႎ ኻ ⽎ ᤨ ೞ ߪ  ޔMSM ߩ ੍ ႎ ᤨ 㑆 ߦ ᔕ ߓ ߡ
00,06,12,18UTC ೋ ᦼ ୯ ߢ ߪ FT=1 㨪 15 ߹ ߢ ޔ
03,09,15,21UTCೋᦼ୯ߢߪFT=1㨪33߹ߢߩᲤᤨ

c0ߪࡃࠗࠕࠬ㗄ޔxnߪ⺑ᄌᢙޔcnߪxnߩ࿁Ꮻଥᢙ
ߢࠆߩ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ୯ߪ0㨪100%ߩ▸࿐ߣߥ
ࠆޕ୯߇ᄢ߈⒟ࠆߔ↢⊒߇࠻ࠬࠟޔน⢻ᕈ߇㜞
ߎߣࠍ␜ߔޕ
 ੍᷹ᑼߩଥᢙߪޔ2007ᐕ12㨪2010ᐕ1߹ߢߩ
MSMߩ੍ႎ୯ߣ᷹ⷰ୯ࠍ↪ߡὐߏߣߦᚑߒ
ߚޕଥᢙߩㅙᰴᦝᣂߪⴕࠊߥޔߚ߹ޕ㘑ะߦࠃࠆ
ࠟࠬ࠻ߩ⊒↢㗫ᐲߩࠅߦኻᔕߔࠆߚ੍ޔ᷹ᑼߩ
ଥᢙࠍ8ᣇ㧔ർޔർ᧲ޔ᧲ޔධ᧲ޔධޔධޔޔ
ർ㧕ߢጀൻߒߚޕ

ࠆᐔဋ㘑ㅦߩំࠄ߉ CugnV u ߩߎߣߢࠆޕ

Vu

1

 ߎߎߢ ޔzi

ዊᴰᑧ
ߎߎߢߩࠟࠬ࠻ߣߪ⥶ޔⓨ᷹ⷰ᳇⽎ႎ㧔METAR,SPECI,
SCAN,METAR AUTO㧕ߢㅢႎߐࠇࠆࠟࠬ࠻ࠍᜰߔޕ
3ੂᵹߦࠃࠆ 10m 㘑ㅦߩᄌേߣߪᰴߩᑼߢቯ⟵ߐࠇ
1
2

ᡂㅦᐲ u*
2009㧕ޕ

30

1 zi 3
) ,1.0], ޓCugn 7.71 
24 L
1000m ޔLߪMonin-Obukov㐳 ޔu* ߪ

2.29u*  max[(1 

2

2

1

(u ' w'  v' w' ) 4 ߢࠆ㧔Bechtold and Bidlot

ߢࠆޕ
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߦߪޔ㘑ㅦᦨᄢ୯ࠍ
ᱜߔࠆ࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬAߩ࡞࠺ࡕߣޠ
㘑ࠍᱜߔࠆ࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬBޔࠅ߇ޠ
㘑ㅦߢ2ߟࠍಽߌߡࠆޕ
࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ
࠳ࡦࠬAోߪޠ⊛ߥ♖ᐲߪ⦟߇30KTએߩ
ߢߪ♖ᐲ߇ᖡߊߥࠆߩߦኻߒޔ
࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬBޔߪޠ㘑ߩᒙߢߪ♖ᐲ߇ᖡ߇30KTએ
ߩߢߪࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬAࠃࠅ♖ᐲ߇⦟
ߣ߁․ᕈ߇ࠆ੍ޔࠄ߆ߣߎߩߎޕႎኻ⽎ᤨೞߩ
ࡕ࠺࡞ߩ㘑ㅦ߇10m/s㧔19.4KT㧕ᧂḩߩ႐วߪ
࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬAޔޠ10m/s㧔19.4KT㧕એ
ߩ႐วߪ࠻ࠬࠟޟ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬBࠍޠណ↪ߒࠟޔ
ࠗ࠳ࡦࠬߩ♖ᐲࠍะߐߖߡࠆޕ

࿑1.7.1 ోὐࠍኻ⽎ߣߒߚࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ㑣୯
ߩࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔TS㧕
ޔⓨᝄࠅ₸ޔㅏߒ₸ޕᮮゲ
ߪ್ߣޠࠅ࠻ࠬࠟޟቯߔࠆࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ㑣୯ޕ

䋨㪸䋩㩷 䉧䉴䊃㘑ㅦ䉧䉟䉻䊮䉴㪘䈱᭽㩷
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬAߪޔ㘑ㅦᦨᄢ୯ߣⷰ
᷹ߐࠇߚࠟࠬ࠻ߣߩᏅࠍ⋡⊛ᄌᢙߣߒ⚿ߩߘޔᨐ߆
ࠄࠟࠬ࠻ߩ㘑ㅦࠍ੍᷹ߔࠆޕ
 ੍᷹ᑼߪ✢ᒻ㊀࿁Ꮻᑼߢ੍ޔ᷹ᑼߩଥᢙߪࠞ࡞ࡑ
ࡦࡈࠖ࡞࠲ߦࠃߞߡㅙᰴᦝᣂߐࠇࠆޕଥᢙߪࠟࠬ
࠻߇᷹ⷰߐࠇߚ႐วߩߺᦝᣂߐࠇࠆޕ
 ੍᷹ᑼߩଥᢙߪޔὐޔೋᦼᤨೞ੍ޔႎኻ⽎ᤨೞ
㧔3ᤨ㑆නޔ㧝ᣣಽ㧕ߢጀൻߒߡࠆޕ
 ⺑ᄌᢙߪޔ㘑ㅦᦨᄢ୯ޔ㘑ㅦޔႺ⇇ጀ
ᦨᄢ㘑ㅦߢࠆ㧔ฦ⺑ᄌᢙߩౝኈߪࠟࠬ࠻⊒↢⏕
₸ߣหߓޕ1.7.1ࠍෳᾖ㧕
ޕ

࿑1.7.2 ⠀↰ⓨ᷼㧔RJTT㧕ߩࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ㑣୯
ߩࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔TS㧕
ޔⓨᝄࠅ₸ޔㅏߒ₸ޕ

䋨㪹䋩㩷 䉧䉴䊃㘑ㅦ䉧䉟䉻䊮䉴㪙䈱᭽㩷
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬBߪߩ࡞࠺ࡕޔ㘑ߣⷰ
᷹ߐࠇߚࠟࠬ࠻ߣߩᏅࠍ⋡⊛ᄌᢙߣߒ⚿ߩߘޔᨐ߆
ࠄࠟࠬ࠻ߩ㘑ㅦࠍ੍᷹ߔࠆߩ࡞࠺ࡕޕ㘑ߣ᷹ⷰ
ߐࠇߚࠟࠬ࠻ࠍUᚑಽ㧔㘑㧕
ޔVᚑಽ㧔ධ㘑㧕ߦಽ
ߌߩࠇߙࠇߘޔᏅ߆ࠄࠟࠬ࠻ߩUᚑಽޔVᚑಽࠍ᳞
ࠆޕਔᚑಽࠍวᚑߒߚ߽ߩ߇ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢࠆޕ
 ੍᷹ᑼߪ✢ᒻ㊀࿁Ꮻᑼߢ੍ޔ᷹ᑼߩଥᢙߪࠞ࡞ࡑ
ࡦࡈࠖ࡞࠲ߦࠃߞߡㅙᰴᦝᣂߐࠇࠆ੍ޔߚ߹ޕ᷹
ᑼߢ᳞ߚ⚿ᨐࠍ㗫ᐲࡃࠗࠕࠬᱜߦࠃࠅᱜߒߡ
ࠆޕଥᢙߣ㗫ᐲࡃࠗࠕࠬᱜߩࡄࡔ࠲ߪࠟࠬ
࠻߇᷹ⷰߐࠇߚ႐วߦᦝᣂߐࠇࠆޕ
 ੍᷹ᑼߩଥᢙߪޔὐޔೋᦼᤨೞ੍ޔႎኻ⽎ᤨೞ
㧔3ᤨ㑆නޔ㧝ᣣಽ㧕ޔ㘑ะ㧔4ᣇޔർ᧲ޔ
ධ᧲ޔධޔർ㧕ߢጀൻߒߡࠆޕ
 ⺑ᄌᢙߪޔ㘑Uᚑಽߣ㘑Vᚑಽߢࠆޕ

࿑1.7.3 ࿑1.7.2ߣหߓޔߒߛߚޕਛㇱⓨ᷼㧔RJGG㧕ߩ
߽ߩޕ

ߦࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇߚ႐วࠍޟㆡਛߡߒߣޠಽഀ
ࠍᚑߒޔ㑣୯ߦࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕޔⓨᝄࠅ₸ޔ
ㅏߒ₸ࠍ▚ߒߚޕᬌ⸽ᦼ㑆ߪ2010ᐕ6߆ࠄ2011
ᐕ5߹ߢߢޔೋᦼᤨೞ03UTCߩFT=7㨪30ߦߟߡ
ᬌ⸽ߒߚޕ
 ోὐࠍኻ⽎ߣߒߚᬌ⸽⚿ᨐࠍ࿑1.7.1ߦ␜ߔޕ㑣
୯ࠍ10%߆ࠄߍߡߊߣⓨᝄࠅ߇ᷫߞߡࠬ࠶࠻
ࠬࠦࠕ߇ߒޔ㑣୯40%ߢࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ߇ᦨᄢ
(0.49)ߣߥߞߚޕ㑣୯ࠍߐࠄߦߍࠆߣㅏߒ߇ᄙ
ߊߥࠅࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕߪᷫዋߒߚࠕࠦࠬ࠻࠶ࠬޕ
ߪޔ㑣୯20%߆ࠄ70%߹ߢߩ▸࿐ߢ0.4ࠍ࿁ߞߡ߅
ࠅޔ㑣୯ࠍᄌ߃ߡ߽♖ᐲߩ⦟⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߡࠆ
ߣ⸒߃ࠆޕ

㪈㪅㪎㪅㪊㩷 ⛔⸘ᬌ⸽㩷
䋨㪈䋩㩷 䉧䉴䊃⊒↢⏕₸䈱ᬌ⸽㩷
 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߪޔ
್ߣޠࠅ࠻ࠬࠟޟቯߔࠆ㑣୯
ࠍ⸳ቯߒߡᬌ⸽ࠍⴕߞߚ੍ࠆޕႎኻ⽎ᤨೞߩࠟࠬ
࠻⊒↢⏕₸߇㑣୯એߢߞߚߣ߈ߦ೨3ᤨ㑆એౝ
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߈߆ߞߚޕTS߇ᦨ߽ᄢ߈ߊߥࠆ㑣୯ߪోߡߩቄ▵ߢ
40%ߢߞߚޕ
 ࿑1.7.5ߦోὐࠍኻ⽎ߣߒߚࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ
ା㗬ᐲᦛ✢ࠍ␜ߔޕ࿑ߩPfcstߪࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ޔPobs
ߪࠟࠬ࠻ߩ₸ߢࠆޕା㗬ᐲᦛ✢ߪޔPobs=Pfcst
ߣߥࠆℂᗐ⋥✢߆ࠄ㔌ࠇߡ߅ࠅ↢⊒࠻ࠬࠟߦ⥸ోޔ
⏕₸ߪࠟࠬ࠻ߩ₸ࠃࠅ߽߿߿ᄢ߈ߥ୯ߣߥࠆ
ะ߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ࿑1.7.6ߦቄ▵ߩା㗬ᐲᦛ
✢ࠍ␜ߔޕቄ▵ߩቯ⟵ߪ࿑1.7.4ߣหߓߢࠆޕᤐߣ
౻ߪ߶߷หߓା㗬ᐲᦛ✢ߣߥߞߡߚ߇ޔ⑺ޔᄐߩ
㗅ߦା㗬ᐲᦛ✢ߪℂᗐ⋥✢߆ࠄࠃࠅ㔌ࠇߡߚߎޕ
ߩቄ▵ߦࠃࠆା㗬ᐲߩ㆑ߪࠟࠬ࠻ߩ᷹ⷰ㗫ᐲߩ㆑
ߦ㑐ଥ߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆⷰߩ࠻ࠬࠟޕ᷹㗫ᐲߪᄙ
ᣇ߆ࠄ౻㧔ᢙߪ28244㧕ޔᤐ㧔20387㧕ޔ
⑺㧔15233㧕ޔᄐ㧔7757㧕ߩ㗅ߢⷰߩ࠻ࠬࠟޔ
᷹㗫ᐲ߇ዋߥ߶ߤା㗬ᐲᦛ✢߇Pfcst>Pobsߣߥࠆᣇ
ߦ㔌ࠇߡߚ߇₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޔࠄ߆ߣߎߩߎޕห
ߓ୯ߩ႐วⷰߩ࠻ࠬࠟޔ᷹㗫ᐲ߇ዋߥቄ▵ߪࠟࠬ

࿑1.7.4 ቄ▵ߩࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ㑣୯ࠬࠦࠕోޕ
ὐࠍኻ⽎ޕ߆ࠄTSޔⓨᝄࠅ₸ޔㅏߒ₸ޕ

 ࿑1.7.2ߦ⠀↰ⓨ᷼㧔RJTT㧕ޔ࿑1.7.3ߦਛㇱⓨ᷼
㧔RJGG㧕ߩᬌ⸽⚿ᨐࠍ␜ߔޕ⠀↰ⓨ᷼ߢߪࠬ࠶
࠻ࠬࠦࠕߪ㑣୯40%ߢᦨᄢߣߥࠅߩߘޔ୯ߪ0.45ߢ
ߞߚ߇ޔਛㇱⓨ᷼ߢߪో⊛ߦㅏߒ߇ᄙߊࠬޔ
࠶࠻ࠬࠦࠕߪ㑣୯20%ߢᦨᄢߣߥࠅߩߘޔ୯ߪ
0.26ߢߞߚⷰߩ࠻ࠬࠟߪ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ᷹㗫ᐲ
߇ዋߥὐߢߪㅏߒ߇ᄙߊߥߞߡ♖ᐲ߇ᖡߊߥ
ࠆะ߇ࠆ㧔ᬌ⸽ᦼ㑆ߦ߅ߡࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇ
ߚᢙߪ⠀↰ⓨ᷼߇775ޔਛㇱⓨ᷼ߪ278ߢ
ߞߚ㧕
ޔߚߩߎޕὐߦࠃߞߡ♖ᐲߩᏅ߇ᄢ߈ߊߥ
ߞߚ㧔࿑⇛㧕
ޕ
 ࿑1.7.4ߪోὐࠍኻ⽎ߣߒߚࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩ
ቄ▵ߩ㑣୯ࠬࠦࠕߢࠆޕฦቄ▵ߪ2010ᐕ6㨪8
ࠍᄐޔ9㨪11ࠍ⑺ޔ12㨪2011ᐕ2ࠍ౻ޔ2011
ᐕ3㨪5ࠍᤐߣߒߡࠆޕ౻ߪోߡߩ㑣୯ߢߤߩቄ
▵ࠃࠅ߽TS߇⦟ߊޔⓨᝄࠅ₸ޔㅏߒ₸߽ᦨ߽ࠃ߆
ߞߚޕኻᾖ⊛ߦᄐߪోߡࠬࠦࠕ߇ઁߩቄ▵ࠃࠅᖡ߆
ߞߚޕᤐߣ⑺ߪߘߩਛ㑆ߩࠬࠦࠕߢߞߚ߇ޔⓨᝄ
ࠅ₸ߪ㑣୯ߩዊߐ㗔ၞߢᤐࠃࠅ߽⑺ߩᣇ߇ᄢ߈ߊޔ
ㅏߒ₸ߪ㑣୯ߩᄢ߈㗔ၞߢ⑺ࠃࠅ߽ᤐߩᣇ߇ᄢ
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࿑1.7.5 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩା㗬ᐲᦛ✢ޕPfcstߪࠟࠬ࠻⊒
↢⏕₸㧔%㧕
ޔPobsߪࠟࠬ࠻ߩ㗫ᐲ㧔%㧕ߢࠆޕ
Pcߪ᳇୯੍ႎߢޔᬌ⸽ᦼ㑆ߦ߅ߡߪPc=14.5%ߢ
ߞߚޕ

࿑1.7.6 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߩቄ▵ߩା㗬ᐲᦛ✢ޕ

࠻ߩ᷹ⷰ㗫ᐲ߇ᄙቄ▵ߦᲧߴߦߒ↢⊒߇࠻ࠬࠟޔ
ߊะ߇ࠆߣ⸒߃ࠆߩߎޕะߪᄐߦᦨ߽ᒝߊ
ߥߞߡࠆ߇ߪࠇߎޔ㑣୯ߩⓨᝄࠅ₸߇ᄐߦᦨ߽
ᄢ߈ߊߥߞߚߎߣߣ⍦⋫ߒߥ⚿ᨐߢࠆޕ

䋨㪉䋩㩷 䉧䉴䊃㘑ㅦ䉧䉟䉻䊮䉴䈱ᬌ⸽㩷
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߪⷰ߇࠻ࠬࠟޔ᷹ߐࠇߚ
ࠍኻ⽎ߦᬌ⸽ࠍⴕߞߚޕᬌ⸽ᦼ㑆ߪ2010ᐕ6߆
ࠄ2011ᐕ5߹ߢߢޔೋᦼᤨೞ03UTCߩFT=7㨪30
ߦߟߡᬌ⸽ߒߚޕ
 ోὐࠍኻ⽎ߣߒߚࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᐔဋ⺋Ꮕޔᐔᣇ
ᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ㧔RMSE㧕⺋ޔᏅ߇5KTએਅ߅ࠃ߮
10KTએߩᢙߣഀวࠍ1.7.2ߦ␜ߔߩޕᏀ
ߪࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇߚోߡߩޔฝߪࠟࠗ࠳
ࡦࠬ߹ߚߪ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩ㘑ㅦ߇25KTએߩ
ߦߟߡߩ⚿ᨐߢࠆߩߡోޕߦߟߡߩ
ᐔဋ⺋Ꮕߪ+0.15KTޔRMSEߪ4.89KTߢߞߚࠟޕ
ࠬ࠻ߩ᷹ⷰߐࠇߚߩ߁ߜ75%ߪ⺋Ꮕ߇5KTએਅ
ߢࠅޔ4%ߪ⺋Ꮕ߇10KTએߩߢߞߚࠟޕ
ࠬ࠻ߩ㘑ㅦ߇25KTએߩߦߟߡߪߩߡోޔ
ߦߟߡߩ⚿ᨐߣᲧߴࠆߣᐔဋ⺋Ꮕ߇–0.10KT
ߣ߿߿ዊߐߊߥࠅޔRMSEߪ߿߿ᄢ߈ߊߥߞߚޕ࿑
1.7.7ߦ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߣࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬ
ߩᏅߩ㑣୯ߩࡅࠬ࠻ࠣࡓࠍ␜ߔⷰޕ᷹ߐࠇߚࠟ
ࠬ࠻߇25KTએߩ႐ว⺋ޔᏅ߇–2.5KT߆ࠄ0KTએ
ਅߩᢙ߇ᦨ߽ᄙߊోޔߩ߁ߜ⚂70%߇r
5KTߦߞߡߚޕ㑣୯߇ᄢ߈ߊߥࠆߦߟࠇߡ⺋Ꮕ
߇0KTએਅߣߥࠆ߇ᄙߊߥߞߡ߅ࠅⷰޔ᷹ߐࠇ
ߚࠟࠬ࠻߇ᒝߊߥࠆ߶ߤߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ㘑ㅦ߇᷹ⷰ
ߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩ㘑ㅦࠃࠅዊߐߊߥࠆ߇ᄙߊߥࠆ
ะ߇ࠄࠇߚޕ
 ࿑1.7.8ߪޔὐߩᐔဋ⺋ᏅߣRMSEࠍࡊࡠ࠶࠻
ߒߚ࿑ߢࠆޕᐔဋ⺋Ꮕߪ߶ߣࠎߤߩὐߢ–1KT
߆ࠄ+1KTߩ㑆ߣߥߞߡߚޕRMSEߪ3㨪7KT⒟ᐲ
ߢߞߚޕਅፉⓨ᷼㧔RORS㧕ߩߺRMSE߇10KT
ࠍ߃⓭ߒߡ♖ᐲ߇ᖡߊߥߞߡߚ߇ߪࠇߎޔ5

࿑1.7.7 ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߣࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ
Ꮕߩ㑣୯ߩࡅࠬ࠻ࠣࡓޕ
Ꮐ߆ࠄ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ
࠻߇25KT,30KT,35KT,40KTએߩࠍኻ⽎ߣߒ
ߚ߽ߩߢࠆޕᮮゲߪ⺋Ꮕ㧔KT㧕ߢࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ዊ
ߐ႐ว߇⽶ߣߥࠆ⺋ߪ✢⿒ޕᏅ0KTࠍ␜ߔ❑ޕゲ
ߪᢙߢࠆޕ

1.7.2 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᬌ⸽⚿ᨐ
ࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐ
ࠇߚోߡߩ

ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߹ߚ
ߪ᷹ⷰߐࠇߚࠟ
ࠬ࠻߇25KTએ
ߩ

ᢙ

71621

56448

ᐔဋ⺋Ꮕ KT 

+0.15

–0.10

4.89

5.28



RMSE KT 
⺋ Ꮕ 5KT એ ਅ ߩ
ᢙ㧔ഀว㧕
⺋Ꮕ10KTએߩ
ᢙ㧔ഀว㧕

࿑1.7.8 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩὐߩᐔဋ⺋Ꮕ㧔㧕
ߣRMSE㧔ਅ㧕
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53454 75% 

39803 71%

3143 4% 

3122 6%

28ᣣߩบ㘑╙2ภߩߢࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᄢ߈ߊᄖ
ߒߡߚߚߢߞߚ㧔96KTߩࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇ
ߚߣ߈ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇33KTߢߞߚ㧕ޕบ㘑╙2ภ
ߩ߇߹ࠇࠆ2011ᐕ5ࠍ㒰ߊߣRMSEߪ6KT
ᧂḩߣߥࠅઁߩὐߣᄢ߈ߥᏅߪߥ㧔࿑⇛㧕
ޕ

㪈㪅㪎㪅㪋㩷 ੍᷹㩷
㧔1㧕2010ᐕ1030ᣣ ᚑ↰ⓨ᷼㧔RJAA㧕
 㑐᧲ᣇߩධࠍบ㘑╙14ภ߇ㅢㆊߒޔᚑ↰ⓨ᷼ߢ
ߪ29ᣣ22UTC߆ࠄ30ᣣ13UTCߦ߆ߌߡࠟࠬ࠻ࠍⷰ
᷹ߒߚޕ࿑1.7.9ߦ1030ᣣ06UTCߩᄤ᳇࿑
߮1029ᣣ15UTCೋᦼ୯ߩᚑ↰ⓨ᷼ߦ߅ߌࠆࠟࠗ
࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߩᤨ♽࿑ࠍ␜ߔ♽ᤨޕ࿑ߩᮮゲߪ
੍ႎᤨ㑆㧔FT㧕ߢࠆ߇࠻ࠬࠟߪ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ
᷹ⷰߐࠇᆎߚ29ᣣ22UTC㧔FT=7㧕㗃߆ࠄ୯߇ᄢ
߈ߊߥࠅޔ30ᣣ17UTC㧔FT=26㧕߹ߢ㜞୯ࠍ⛽ᜬ
ߒߩߘޔᓟᕆㅦߦᷫዋߒߡߚߩߎޕᄌേߪࠬࠟޔ
࠻߇᷹ⷰߐࠇߚᤨೞߣ߶߷৻⥌ߒߡࠆ࠻ࠬࠟޕ㘑
ㅦࠟࠗ࠳ࡦ߽ࠬ⺋Ꮕ߇ዊߐߊ߶߷ㆡਛߒߡߚ

࿑1.7.10 ࿑1.7.9ߣหߓޔߒߛߚޕ2010ᐕ918ᣣ12UTC
ߩᄤ᳇࿑㧔㧕ߣ⍹၂ⓨ᷼ߩ918ᣣ03UTCೋᦼ
୯ߩࠟࠬ࠻ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩᤨ♽
࿑㧔ਅ㧕
ޕ

ߢࠆޕ
㧔2㧕2010ᐕ918ᣣ ⍹၂ⓨ᷼㧔ROIG㧕
 บ㘑╙11ภ߇వፉ⻉ፉߩධᶏࠍߦㅴߺޔ⍹၂
ⓨ᷼ߢߪ17ᣣ19UTC߆ࠄ19ᣣ12UTC߹ߢ⛮⛯ߒߡ
ࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇߚޕ࿑1.7.10ߦ918ᣣ12UTCߩ
ᄤ᳇࿑ޔ߮918ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩ⍹၂ⓨ᷼
ߦ߅ߌࠆࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߩᤨ♽࿑ࠍ␜ߔޕ࿑ߦ
␜ߒߚᦼ㑆ߪࠟࠬ࠻ߩࡇࠢࠍߺ⏕↢⊒࠻ࠬࠟޔ
₸ߪࠟࠬ࠻ߩ㘑ㅦ߇ᒙ߹ࠆߦߟࠇߡ୯߇ૐߊߥߞߡ
ߞߚ߇ᦼޔ㑆ਛߪోߡߩᤨೞߢࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇ
ߡߚⷰޕ᷹ߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩᦨᄢ୯ߪ89KT㧔18ᣣ
14UTC㧔FT=11㧕㧕
ᦨߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔᄢ୯ߪ77KT㧔18
ᣣ15UTC㧔FT=12㧕㧕ߢߞߚᦨߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޕᄢ
୯ߪ᷹ⷰࠍ߿߿ਅ࿁ࠅ੍ޔႎᤨ㑆ߩ೨ඨߪࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬ߇᷹ⷰࠍਅ࿁ࠆะ߇ࠄࠇߚ߇ߩ࠻ࠬࠟޔᒝߐ
ߩᄌൻะߪࠃߊᝒ߃ߡߚޔߚ߹ޕ18ᣣ13UTC
㧔FT=10㧕ߢࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᄢ߈ߊਅ߇ߞ
ߡࠆ߇ߪࠇߎޔMSMߢߪታᴫߣ⇣ߥࠅޔบ㘑ߩ
ਛᔃ߇⍹၂ፉߩߔߋㄭߊࠍㅢࠅߩ࡞࠺ࡕޔ㘑߇
߿߿ᒙ߹ߞߚߚߢߞߚޕ

࿑1.7.9 2010ᐕ1030ᣣ06UTCߩᄤ᳇࿑㧔㧕ߣ
ᚑ↰ⓨ᷼ߩ1029ᣣ15UTCೋᦼ୯ߩࠟࠬ࠻ࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬߣ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩᤨ♽࿑㧔ਅ㧕ޕෳ⠨ߣߒߡ
ᦨᄢ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔㘑ะ㘑ㅦ㧕ߣ᷹ⷰߐࠇߚᦨᄢ
㘑ㅦ㧔㘑ะ㘑ㅦ㧕߽㊀ߨߡࡊࡠ࠶࠻ߒߡࠆޕᏀ❑
ゲߪ㘑ㅦ㧔KT㧕
ޔฝ❑ゲߪࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸㧔%㧕ࠍ␜
ߔ♽ᤨޕ࿑ߩᮮゲߪ੍ႎᤨ㑆㧔FT㧕ߢࠆޕ
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㧔3㧕2010ᐕ111ᣣ ᣂẟⓨ᷼㧔RJSN㧕
 ೨✢ࠍߞߚૐ᳇߇ᣣᧄߩ᧲ᶏߦㅴߺޔᣣᧄ
ઃㄭߪ౻ဳߩ᳇㈩⟎ߣߥߞߚޕᣂẟⓨ᷼ߢߪ1ᣣ
07UTC߆ࠄ3ᣣ06UTC߹ߢᢿ⛯⊛ߦࠟࠬ࠻߇᷹ⷰ
ߐࠇߚޕ࿑1.7.11ߦ111ᣣ06UTCߩᄤ᳇࿑ޔ
߮1031ᣣ21UTCೋᦼ୯ߩᣂẟⓨ᷼ߦ߅ߌࠆࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߩᤨ♽࿑ࠍ␜ߔ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ
ߪⷰ߇࠻ࠬࠟޔ᷹ߐࠇᆎߚ1ᣣ07UTC㧔FT=10㧕
߆ࠄ2ᤨ㑆ㆃࠇߚ09UTC㧔FT=12㧕߆ࠄ୯߇ᄢ߈ߊ
ߥߞߡߚ⧯ߪࠣࡦࡒࠗ࠲ޕᐓㆃࠇߚ߇⊒࠻ࠬࠟޔ
↢⏕₸ߪࠟࠬ࠻ߩ็߈ᆎߩᤨೞࠍ߶߷ᝒ߃ߡߚޕ
ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦ߽ࠬ⺋Ꮕ߇ዊߐߊផ⒖ߒߡߚޕ
㧔4㧕2010ᐕ826ᣣ ንጊⓨ᷼㧔RJNT㧕
 ᣣᧄ߆ࠄ᧲ർᣇධㇱߪᄥᐔᵗ㜞᳇ߦⷒࠊࠇ
ߡ᥍ࠇߡߚ߇ޔඦᓟߪᄢ᳇ߩ⁁ᘒ߇ਇቯߣߥࠅ
ጊᴪࠍਛᔃߦዪ⊛ߥᄢ㔎ߣߥߞߚޕ࿑1.7.12ߦ8
26ᣣ06UTCߩᄤ᳇࿑ޔ߮825ᣣ15UTC
ೋᦼ୯ߩንጊⓨ᷼ߦ߅ߌࠆࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߩᤨ♽
࿑ࠍ␜ߔޕንጊⓨ᷼ߢߪ26ᣣ05UTC㧔FT=14㧕߹
ߢߩ1ᤨ㑆એౝߦ35KTޔ26ᣣ06UTC㧔FT=15㧕߹
ߢ ߩ 1ᤨ㑆એ ౝߦ 49KTߩ ࠟࠬ࠻ࠍⷰ ᷹ߒߚޕ࿑

࿑1.7.12 ࿑1.7.9ߣหߓޔߒߛߚޕ2010ᐕ826ᣣ06UTC
ߩᄤ᳇࿑㧔㧕ߣንጊⓨ᷼ߩ825ᣣ15UTCೋᦼ
୯ߩࠟࠬ࠻ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ࠻ߩᤨ♽࿑
㧔ਅ㧕
ޕ

1.7.13ߦንጊⓨ᷼ߩ᷹ⷰ࠺࠲㧔㘑ะ㘑ㅦޔ᳇᷷ޔ
㔺ὐ㧕ߩᤨ♽࿑ޔ࿑1.7.14ߦ26ᣣ05UTCߩንጊⓨ
᷼ㄝߩ࠳ᒝᐲߣࠕࡔ࠳ࠬߩ㘑ߩಽᏓࠍ␜ߔޕ
ࠟࠬ࠻⊒↢ᤨߦߪᒝ㔗㔎ࠍޔ᳇᷷߇8ᐲਅ㒠
ߒߡࠆߎߣ߆ࠄߪ࠻ࠬࠟߩߎޔⓍੂ㔕߆ࠄߩ಄᳇
ᄖᵹߦ߁߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߪ26ᣣ06UTC㧔FT=15㧕ߦዊߐ
ࡇࠢࠍ␜ߒߡࠆ߇ޔ୯ߪ10%ᧂḩߢࠅࠟࠬ࠻
ߩ⊒↢ࠍᝒ߃ࠆ߇ߢ߈ߡߥ߆ߞߚޕ࿑1.7.15ߪ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣหߓೋᦼᤨೞߩMSMߩ26ᣣ06UTC
㧔FT=15㧕ߩ੍ᗐ࿑ߣหߓᤨೞߩ⸃ᨆ㔎㊂ߩ࿑ߢ
ࠆޕMSMߩ㒠᳓ಽᏓߪ⸃ᨆ㔎㊂ߩ⚿ᨐߣૃㅢߞߡ
߅ࠅޔMSMߪਇቯ㒠᳓ߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ࠍࠃߊ
ߢ߈ߡߚ╙ޔߪ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ1.7.2㧔1㧕㗄
ߢㅀߴߚㅢࠅੂᵹᷙวߦࠃࠆࠟࠬ࠻ࠍ࠲ࠥ࠶࠻ߣ
ߒߡ߅ࠅޔⓍੂ㔕ߩਅ㒠ᵹߦ߁ࠟࠬ࠻ߪኻ⽎ߣߒ
ߡߥߩߎޔߚߩߘޕߢߪMSM߇ਇቯ
㒠᳓ࠍ੍᷹ߒߡߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕ⏕↢⊒࠻ࠬࠟޔ
₸ߪࠟࠬ࠻ࠍᝒߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆޕ
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦ߽ࠬࠟࠬ࠻⊒↢ᤨߩ੍᷹ߪ
21KTߢࠅ᷹ⷰࠍᄢ߈ߊਅ࿁ߞߚޕ࿑1.7.16ߦ᷹ⷰ

࿑ 1.7.11 ࿑ 1.7.9 ߣ ห ߓ  ޔ ߒ ߛ ߚ ޕ2010 ᐕ 11  1 ᣣ
06UTCߩᄤ᳇࿑㧔㧕ߣᣂẟⓨ᷼ߩ1031ᣣ
21UTCೋᦼ୯ߩࠟࠬ࠻ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ
࠻ߩᤨ♽࿑㧔ਅ㧕
ޕ
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ߐࠇߚ㘑ะ㘑ㅦߩ࡞࠺ࡕޔ㘑ߩᤨ♽࿑ࠍ␜
ߔޕ26ᣣ05UTCߦ᷹ⷰߐࠇߚ㘑ㅦߪ14KTߢߞߚ
߇ޔหߓᤨೞߩࡕ࠺࡞ߩ㘑ߪ4KT⒟ᐲߢߞߚޕ
ߎߩߦ߅ߌࠆ㘑ߩᒝ߹ࠅߪⓍੂ㔕ߩਅ㒠ᵹߦࠃ
ࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߇ޔߩޘⓍੂ㔕ߦࠃࠆᒝ㘑ߪ
MSMߢߪౣߢ߈ߥࠬࠤ࡞ߩ⽎ߢࠆߘޕ
ߩߚߩ࡞࠺ࡕޔ㘑ߪ߶ߣࠎߤᒝ߹ࠄߕࠬࠟޔ
࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦ߽᷹ࠬⷰࠍᄢ߈ߊਅ࿁ߞߚߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆޕ

࿑1.7.13 ንጊⓨ᷼ߩ㘑ޔ᳇᷷ޔ㔺ὐߩᤨ♽࿑㧔25ᣣ
16UTC߆ࠄ26ᣣ15UTC߹ߢߩᲤᤨ㧕
ޕ

㪈㪅㪎㪅㪌㩷 䉁䈫䉄䈫↪䈱⇐ᗧὐ㩷
 ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ߪࠟࠬ࠻⊒↢ߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ࠍࠃ
ߊᝒ߃ߡߚⷰߩ࠻ࠬࠟޔߒߛߚޕ᷹㗫ᐲ߇ዋߥߊ
ߥࠆ߶ߤା㗬ᐲ߇ૐߊߥࠆะ߇ࠅޔὐ߿ቄ▵
ߦࠃߞߡ♖ᐲߦᏅ߇ߞߚޕ
 ࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߪࠟࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇߚ
ߦ߅ߡޔᐔဋ⺋Ꮕߪ߶߷0KTޔRMSEߪ5KTᧂḩ
ߢߞߚ⺋ߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޕᏅ߇5KTએਅߩߪࠟ
ࠬ࠻߇᷹ⷰߐࠇߚߩ75%ߢࠅ⺋ޔᏅ߇10KT
એߩߪ4%ߢߞߚⷰޔߚ߹ޕ᷹ߐࠇߚࠟࠬ࠻
߇ᒝߊߥࠆ߶ߤࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ㘑ㅦ߇᷹ⷰߐࠇߚࠟࠬ
࠻ߩ㘑ㅦࠃࠅዊߐߊߥࠆ߇ᄙߊߥࠆะ߇ࠄ
ࠇߚޕ
 ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ↪ᴺߣߒߡࠟߢ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޟ
ࠬ࠻ߩήࠍ್ᢿߒߚߞߥߣࠅ࠻ࠬࠟޔ႐วߦࠟ
ࠬ࠻ߩ㘑ㅦࠍࠟࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߢ੍᷹ߔࠆߣޠ
ߞߚᣇᴺࠍᗐቯߒߡࠆߟߦ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޕ
ߡߪޔ
ࠆߔߣޠࠅ࠻ࠬࠟޟ㑣୯ࠍ⸳ቯߒߡ↪ߔࠆ
ᣇᴺ߇ㆡಾߢࠆ࠻ࠬࠟޔߚ߹ޕ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ
ࠟࠬ࠻߇ߞߚ႐วߩߺ੍᷹ᑼߩଥᢙߩᦝᣂࠍߒߡ
ࠆߚߩ࠻ࠬࠟޔήߩᖱႎߪߞߡߥࠟޕ
ࠬ࠻㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᄢ߈ߐߪࠟࠬ࠻ߩήࠍߒ
ߡࠆࠊߌߢߪߥߩߢߩ࠻ࠬࠟޔήߦߟߡߪ
ࠟࠬ࠻⊒↢⏕₸ࠍ↪ߔࠆࠃ߁ߦߒߡߚߛ߈ߚޕ
ߚߛߒߪߦ₸⏕↢⊒࠻ࠬࠟޔὐ߿ቄ▵ߦࠃߞߡ♖
ᐲߦᏅ߇ࠆߚޔ
ࠆߔߣޠࠅ࠻ࠬࠟޟ㑣୯ࠍὐ
߿ቄ▵ߏߣߦᄌ߃ߡ↪ߔࠆߥߤߩᎿᄦ߇ᔅⷐߢ
ࠆޔߚ߹ޕਇቯ㒠᳓ߩਅ㒠ᵹߦ߁ࠟࠬ࠻╬ࠟޔ
ࠗ࠳ࡦࠬߩኻ⽎ߣߒߡߥ⽎ߪᝒߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ߥޕ㔗㔎╬߇੍᷹ߐࠇࠆ႐วߪㆊߩ⍮ߥ
ߤ߆ࠄࠟࠬ࠻ߩ੍᷹ࠍߔࠆᣇ߇ㆡಾߢࠆޕ

࿑1.7.14 ንጊⓨ᷼ㄝߩ
26ᣣ05UTCߩ࠳
ᒝᐲߣࠕࡔ࠳ࠬ㧔㘑᳇
᷷㧕ߩಽᏓ࿑ޕ㘑ㅦߩන
ߪm/sޕ࿑ߪ᧲੩▤
᳇⽎บࠆߨߐ߆ޟ3Dޠ
ࠍ↪ߒߚޕ

࿑1.7.15 Ꮐߪ825ᣣ15UTCೋᦼ୯FT=15㧔੍ᗐኻ⽎
ᤨೞ26ᣣ06UTC㧕ߩMSMߩ೨3ᤨ㑆㒠᳓㊂ޔฝߪ8
26ᣣ06UTCߩ⸃ᨆ㔎㊂ߩ೨3ᤨ㑆㒠᳓㊂ޕ

ෳ⠨ᢥ₂㩷
Bechtold, P. and J.Bidlot, 2009: Parametrization
of convective gusts. ECMWF Newsletter, 119,
15-18.

࿑1.7.16 ንጊⓨ᷼ߩ25ᣣ15UTCೋᦼ୯ߩMSMߩ
㘑ߣ᷹ⷰߐࠇߚ㘑㧔ቯᤨ㘑㧕ߩᤨ♽࿑ޕ
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╙䋲┨㩷 䊃䊏䉾䉪䉴㩷
㪉㪅㪈㩷 ዪ䊝䊂䊦䈱․ᕈ㪈㩷
㪉㪅㪈㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
ᢙ୯੍ႎ⺖ߢߪ㘧ⴕ႐੍ႎߣ㒐ἴᖱႎᚑᡰេ
ߩ㜞ᐲൻࠍ⋡⊛ߦޔ᳓ᐔ⸃ᐲ2kmߩዪࡕ࠺࡞
㧔Local Forecast Model; એਅޔLFM㧕ߣߘߩೋᦼ
୯ᚑߩߚߩዪ⸃ᨆ㧔Local Analysis; એਅޔ
LA㧕ߢ᭴ᚑߐࠇࠆዪᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ࠍⴕ
ߞߡࠆޕ2010ᐕ11߆ࠄߪ࿑2.1.1ߩ⸘▚㗔ၞࠍ
ኻ⽎ߦ⥶ޔⓨ࡙ࠩะߌࡊࡠ࠳ࠢ࠻ߩ⹜㛎ឭଏࠍ
⹜㛎ㆇ↪ࠍ㐿ᆎߒߚޕዪᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߩ
ၮᧄ⊛ߥ᭽ߦߟߡߪޔ᳗ᚭ߶߆㧔2010a㧕ࠍෳ
ᾖ㗿ߚޕ
⹜㛎ㆇ↪ᒰೋߪ⥶ޔⓨ࡙ࠩะߌࡊࡠ࠳ࠢ࠻ߩ
ᚑߦᔅⷐߥ⠀↰ⓨ᷼ㄝߩ㗔ၞࠍߺ ߟ߆ޔLFM
ߩᧄㆇ↪ߦะߌߚ㐿⊒ᡷ⦟ࠍㅴࠆߚ᧲ޔർ
ᣇධㇱ߆ࠄᎺᣇࠍⷒ߁㗔ၞ㧔એਅޔᣣᧄ㗔ၞޕ
࿑ 2.1.1 ෳᾖ㧕ࠍ⸳ቯߒߡߚߩߘޕᓟޔ2011 ᐕ 3
 11 ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴะߌ
ߩ⚦ߥ᳇⽎ᖱႎ߳ߩ㔛ⷐߩ㜞߹ࠅࠍ⠨ᘦߒ᧲ޔᣣ
ᧄࠍਛᔃߣߒߚ㗔ၞ㧔એਅ᧲ޔᣣᧄ㗔ၞޕ࿑ 2.1.1
ෳᾖ㧕ߦᄌᦝߒߚޕᣣᧄ㗔ၞߦኻߒߡߪ 2011 ᐕ 5
ᧃ߹ߢߩᦼ㑆ߦߟߡታ㛎ࠍⴕࠅࠃߦࠇߎޔ
2010 ᐕ 6 ߦ㐿ᆎߒߚ 1 ᣣ 8 ࿁ 3 ᤨ㑆Ფߩታ㛎ㆇ
↪ߩᦼ㑆ߣࠊߖޔᣣᧄ㗔ၞߦ߅ߌࠆ 1 ᐕ㑆ߩታ
ⴕ⚿ᨐ߇⫾Ⓧߐࠇߚޕ
LFMߩ੍ႎ․ᕈߦ㑐ߒߡߪ⹜ޔ㛎ㆇ↪ߦవ┙ߞߡ
ታᣉߐࠇߚ੍ታ㛎ߦኻߔࠆ⛔⸘ᬌ⸽߇ⴕࠊࠇߡ
߅ࠅޔLFMߪᒝ㒠᳓ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇MSMߣᲧセߒ
ߡታᴫߦㄭ߽ߩߩޔⓨᝄࠅ߇ᄙߣ߁․ᕈ߇
ࠆߎߣޔLFMߪ੍ႎೋᦼ㧔FT=2㗃߹ߢ㧕ߦ߅ߡ
㒠᳓ߩ੍ႎ㗫ᐲ߇ዋߥะߦࠆߎߣ߇ႎ๔ߐ
ࠇߡࠆ㧔᳁ኅ 2009; ᐔේ 2010㧕ޕ᳇⽎ⷐ⚛
ߢߪޔMSMߣᲧセߒߡ᳇᷷㧔ਥߦᄛ㑆㧕ޔ㘑ㅦߦߟ
ߡᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ㧔RMSE㧕߇ዊߐߊߥࠆ
ะ߇ߺࠄࠇߦ․ޔ㘑ㅦߩRMSEߪ߶߷ߔߴߡߩᤨ㑆
ᏪߢMSMߣᲧセߒߡዊߐߎߣޔ㜞ጀ᳇⽎ⷐ⚛ߢ
߽ᄢ᳇ਅጀߦ߅ߡ㘑ㅦߩRMSE߇ዊߐߊߥࠆ
ะ߇⏕ߐࠇߡࠆ㧔ᐔේ 2010㧕੍ߩࠄࠇߎޕႎ․
ᕈߪޔᄐቄ߹ߚߪ౻ቄࠍኻ⽎ߣߒߚ⛔⸘ᬌ⸽⚿ᨐߦ
ࠃࠅ␜ߐࠇߚ߽ߩߢߞߚ߇ޔታ㛎ㆇ↪ߩᦼ㑆ࠍ
ߡ1ᣣ8࿁3ᤨ㑆Ფߩ੍ႎ㗫ᐲߣߥߞߚ2010ᐕ6
એ㒠ߩޔฦቄ▵㧔ᄐቄ㧦2010ᐕ6–8⑺ޔቄ㧦2010
ᐕ9–11ޔ౻ቄ㧦2010ᐕ12–2011ᐕ2ޔᤐቄ㧦
2011ᐕ3–5㧕ߦߟߡ⛔⸘ᬌ⸽ࠍታᣉߒߚߣߎ
ࠈޔ⒟ᐲߦ⋧㆑ߪࠆ߽ߩߩะߣߒߡߪห᭽ߩ⚿
1

࿑2.1.1 ⹜㛎ㆇ↪ߦ߅ߌࠆዪࡕ࠺࡞ߩ⸘▚㗔ၞޕ
ᣣᧄ㗔ၞ㧔㤛⦡✢ߢ࿐߹ࠇߚ㗔ၞ㧕ߣ᧲ᣣᧄ㗔ၞ㧔⿒
✢ߢ࿐߹ࠇߚ㗔ၞ㧕ࠍߘࠇߙࠇ␜ߔ⥶ޕⓨ࡙ࠩ
ะߌࡊࡠ࠳ࠢ࠻ߩឬ↹㗔ၞ㧔㑐᧲ᣇࠍⷒ߁⊕✢ߢ࿐
߹ࠇߚ㗔ၞ㧕߽␜ߔޕ

ᨐ߇ᓧࠄࠇޔㅢᐕ⊛ߥ․ᕈߢࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚ
㧔࿑⇛㧕ޕታᣉߒߚᬌ⸽ᣇᴺߪޔᬌ⸽ኻ⽎ࠍ1ᣣ8࿁
ߩߔߴߡߩ੍ႎ⚿ᨐࠍ↪ߚએᄖߪᐔේ㧔2010㧕ߣ
ห᭽ߢࠆޕ
ᧄ▵ߢߪߚߒ␜ߢߎߎޔLFMߩో⥸⊛ߥ੍ႎ․ᕈ
ߦട߃ޔ㒐ἴᖱႎᚑᡰេޔ㘧ⴕ႐੍ႎߩ㜞ᐲൻߩ
ⷰὐ߆ࠄߦ․ޔ㒠᳓ޔ㘑ߦ㑐ߔࠆ੍ႎ․ᕈߦߟߡ
⌕⋡ߒߚLFMߩᬌ⸽⚿ᨐߦߟߡႎ๔ߔࠆޔ߅ߥޕ
ᧄᢥਛߢ↪ߚ⛔⸘⊛ߥᜰᮡߩ⚦ߦߟߡߪᏎ
ᧃઃ㍳ࠍෳᾖߒߡߚߛ߈ߚޕ

㪉㪅㪈㪅㪉㩷 ᳇㈩⟎㒠᳓ᬌ⸽㩷
ㅀߩࠃ߁ߦޔLFMߪ㒐ἴ᳇⽎ᖱႎᚑᡰេߩ㜞
ᐲൻߦ߽ነਈߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇߡ߅ࠅߚߩߎޔ
ߦLFMߩߒ㒠᳓੍ႎ․ᕈࠍᛠីߔࠆߎߣߪ㊀
ⷐߢࠆ╙ޕ2.1.1㗄ߢㅀߴߚㅢᐕ⊛ߥะ߽ޔቄ▵
ߏߣߦߡߊߣߘߩ⒟ᐲߦߪᏅ⇣߇ࠅߦ․ޔᄐ
ቄߦ߅ߡߪ㒠᳓ߩㆊዋ੍ႎะ߇ᒝߥߤߩ․
ᓽ߇ࠄࠇࠆ㧔ᐔේ 2010㧕߫߃ޔߦࠄߐޕᄐቄߩ
㒠᳓ߦ߽ᣣߩޘ᳇㈩⟎ߥߤߦࠃߞߡ᭽࠲ࡄߥޘ
ࡦ߇ࠅߩࠄࠇߎޔᄢ߈ߥ႐ߩ㆑ߦࠃߞߡLFM
ߩ㒠᳓ߩ੍ႎ․ᕈ߽⇣ߥߞߡࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇ
ࠆᧄߢߎߘޕ㗄ߢߪޔቄ▵ᬌ⸽ࠍ⊒ዷߐߖࠅࠃޔ
㒠᳓ᒻᘒߩ㆑ࠍᤋߒߚ੍ႎ․ᕈࠍ␜ߔ⋡⊛ߢޔ
᳇㈩⟎ߦࠃࠆಽ㘃ࠍ↪ߚ㒠᳓ᬌ⸽ࠍⴕߞߚޕ
䋨㪈䋩㩷 ᳇㈩⟎ဳ䈱ಽ㘃ᚻᴺ䈫ಽ㘃⚿ᨐ㩷
ᬌ⸽㗔ၞߪ೨㗄ߩ㒠᳓ᬌ⸽ߣห╬ߢޔ࿑2.1.1ߩ
ᣣᧄ㗔ၞߩ߁ߜ㒽ၞߣߘߩᶏጯ✢߆ࠄ40kmએౝߩ

2.1.1 ᐔේ ᵗ৻ޔ2.1.2 ↰ ৻ථޔ
2.1.3, 2.1.5  ⡡༹ޔ2.1.4 ⍹᳓ ዅਭ
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᳇නߦࠃࠆ㒠᳓ၞ߇߆߆ߞߡࠆ႐วޕ
ߥ߅ޔᄤ᳇࿑ߦ⸃ᨆߐࠇߡߥዊⷙᮨߥ
ૐ᳇ߪ⠨ᘦߒߥޕ
Σ. ౻ဳ̖౻ቄߦౖဳ⊛ߥޟ㜞᧲ૐߩޠ᳇㈩
⟎߇ථߔࠆ႐วⷐޕ࿃ߣߥࠆૐ᳇߇ㅢㆊ
ߒߚᓟߩ⁁ᘒߢ್ᢿߔࠆޕ
Χ. ᄐဳ̖ᄐቄߦౖဳ⊛ߥޟධ㜞ർૐߩޠ᳇㈩
⟎߇ථߔࠆ႐วޕ㗔ၞౝ߇ᄥᐔᵗ㜞᳇ߦ
ᐢߊⷒࠊࠇߡࠆ⁁ᘒ߆ߤ߁߆ߢ್ᢿߔࠆޕ
Υ. 㜞᳇ဳ̖ᄥᐔᵗ㜞᳇ߢߪߥ⒖േᕈߩ㜞
᳇߇ᡰ㈩⊛ߥ႐วޕᣣᧄၞ߇㜞᳇㑆ߩ㕷
ㇱߦ⟎ߔࠆࠃ߁ߥ႐ว߽ߎߩಽ㘃ߦࠆޕ
એ6ߟߩဳߩౖဳࠍ࿑2.1.2ߦ␜ߔޕ
ߎߩၮḰࠍ߽ߣߦ2915ࠍಽ㘃ߔࠆߣޔฦಽ㘃
ߩᢙߪ2.1.1ߩౝ⸶ߣߥߞߚߩߎޕಽ㘃⚿ᨐࠍ
↪ߡޔLFMߩ㒠᳓ࠍኻ⸃ᨆ㔎㊂ߢᬌ⸽ߒߚ⚿ᨐࠍ
એਅߦ␜ߔޕ

㗔ၞߢࠆޕᬌ⸽ኻ⽎ߪޔLFMߩ1ᣣ8࿁3ᤨ㑆Ფߩ
ታ㛎ࠍⴕߞߚ2010ᐕ6߆ࠄ2011ᐕ5߹ߢߩ1ᐕ
㑆ߩోೋᦼ୯ߢᦼޔ㑆ౝߩLFM࠺࠲ᰳ៊㧔5ೋᦼ
୯㧕ࠍ㒰ߚ2915ߣߥࠆޕ᳇㈩⟎ߣ㒠᳓ၞߩ
್ᢿ⾗ᢱߦߪㅦႎᄤ᳇࿑㧔SPAS㧕ߣ⸃ᨆ㔎㊂ࠍ
↪ߒߚ◲ޔߚ߹ޕଢߩߚ᳇㈩⟎ߩ್ᢿߪLFMߩ
੍ႎೋᦼᤨೞߦ߅ߡⴕޔಽ㘃ߩಽߦߪߢ߈ࠆ
ߛߌછᗧᕈࠍឃ㒰ߢ߈ࠆࠃ߁ᰴߩ6ߟߩဳ㧔ศ㊁
2002㧕ࠍၮḰߦ⸳ߌߚޕ
Σ. 㜞᧲ૐ౻ဳ   Τ. ᳇ߩ⼱ဳ
Υ. ⒖േᕈ㜞᳇ဳ  Φ. ೨✢ဳ
Χ. ධ㜞ർૐᄐဳ   Ψ. บ㘑ဳ
એᓟޔΣߪ౻ဳޔΤߪૐ᳇ဳޔΥߪ㜞᳇ဳޔΧ
ߪᄐဳߣ⇛⸥ߔࠆޕᬌ⸽㗔ၞౝߢޔฦဳࠍ್ᢿߔࠆ
ၮḰߪએਅߩㅢࠅߣߔࠆⶄޔ߅ߥޕᢙߩဳߦᒰߔ
ࠆࠃ߁ߥ႐วߦߪޔߦ᧪ࠆဳࠍఝవߔࠆޕ
Ψ. บ㘑ဳ̖ᬌ⸽㗔ၞౝߦบ㘑߹ߚߪᾲᏪૐ᳇
߆ࠄિ߮ࠆ㒠᳓ၞ߇߆߆ߞߡࠆ႐วޕ
Φ. ೨✢ဳ̖ᄥᐔᵗ㜞᳇ർ✼ߦિ߮ࠆṛᕈߩ
೨✢ߦࠃࠆ㒠᳓ၞ߇߆߆ߞߡࠆ႐วޕ
Τ. ૐ᳇ဳ̖ṛᕈߢߥ೨✢ࠅ߹ߟޔᢙᣣౝ
ߦㅢㆊߔࠆ᷷Ꮺૐ᳇ߦ߁೨✢߿ޔ᷷Ꮺૐ

䋨㪉䋩㩷 ᳇㈩⟎䈮䈢ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
એᓟߩᬌ⸽ߢߪᩰሶౝᦨᄢ1ᤨ㑆㒠᳓㊂ࠍኻ⽎ߣ
ߔࠆޕ࿑2.1.3ߪޔᬌ⸽ᩰሶ20kmߦ߅ߌࠆᬌ⸽⚿ᨐ
ߢޔᏀ߇20mm/hએߩ㒠᳓ߦኻߔࠆ੍ႎᤨ㑆
㧔FT㧕ޔฝ߇FT=3ߦ߅ߌࠆ㒠᳓㊂㑣୯ߦ
ߚ⛔⸘ᬌ⸽⚿ᨐߢޔᲑ߇ࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕ㧔BI㧕ޔ
ਅᲑ߇ࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔ETS㧕ࠍߔޕ
20mm/hએߩᒝ㔎ߦኻߔࠆFTߩBI㧔࿑2.1.3
Ꮐ㧕ࠍࠆߣޔ᳇㈩⟎ߩಽ㘃ߦࠃߞߡBIߩផ⒖
߇⇣ߥߞߡߊࠆ᭽ሶ߇ߡขࠇࠆޕૐ᳇ဳ೨✢
ဳᄐဳบ㘑ဳߢߪFT=3߹ߢߩ㑆ߦBI߇Ⴧടߒޔ
․ߦบ㘑ဳߢߘߩ߈߇ᄢ߈ోޔߚ߹ޕ⊛ߦߪޔ
ߤߩಽ㘃ဳߦ߅ߡ੍߽ႎೋᦼߢBI߇ૐޔߪࠇߎޕ
᳁ኅ㧔2009㧕߿ᐔේ㧔2010㧕ߢࠄࠇߚะ߇ߤߩ
ಽ㘃ဳߦ߽ᒰߡߪ߹ࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
FT=3ߦ߅ߌࠆ㑣୯ߩBI㧔࿑2.1.3ฝ㧕ࠍࠆ
ߣޔFT=3߹ߢߦBIߩჇടะ߇ࠄࠇߚ4ߟߩဳߪޔ
㑣୯߇߇ࠆߎߣߢ߽BI߇Ⴧടߒޔ20mm/hએߩ
㑣୯ߢߔߴߡ੍ႎㆊᄙߣߥߞߡࠆߦ․ޕบ㘑ဳߢ
ߪޔ10㨪20mm/h⒟ᐲߩ㑣୯ߢ੍߽ႎㆊᄙߩะ߇
ᒝߩࠄࠇߎޕⓍੂ㔕ߩ⊒㆐ߒ߿ߔࠃ߁ߥ᳇㈩
⟎ߢߪޔLFMߪᒝ㔎ߩ੍ႎ߇ㆊᄙߣߥࠅ߿ߔะ
߇ߡขࠇࠆઁޕᣇޔ㜞᳇ဳ߿౻ဳߢߪ੍ႎㆊᄙ
ߩะߪࠄࠇߥޕ㜞᳇ဳߪ㑣୯ߦࠃࠆᄌൻ߇
ᦨ߽ዋߥߊޔᒝ㔎߶ߤᭂ┵ߦBI߇ᄢ߈ߊߥࠆะߪ
ᛥ߃ࠄࠇߡࠆޔߒ߆ߒޕETSߩFT㧔࿑2.1.3Ꮐ
ਅ㧕߿㑣୯㧔࿑2.1.3ฝਅ㧕ߩ⚿ᨐࠍࠆߣߨૐ
᳓Ḱߦࠅޔⓨᝄࠅ߿ㅏߒ߽ᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ

Σ.౻ဳ         Τ.ૐ᳇ဳ

Υ.㜞᳇ဳ       Φ.೨✢ဳ

Χ.ᄐဳ         Ψ.บ㘑ဳ
࿑2.1.2 ಽ㘃ߦ↪ߚ6ߟߩ᳇㈩⟎ဳߩౖဳ

2.1.1 2010ᐕ61ᣣ㨪2011ᐕ531ᣣߦ߅ߌࠆ᳇㈩⟎ߩಽ㘃⚿ᨐ
ᢙ

Σ.౻ဳ

Τ.ૐ᳇ဳ

Υ.㜞᳇ဳ

Φ.೨✢ဳ

Χ.ᄐဳ

Ψ.บ㘑ဳ

ว⸘

461

683

751

559

361

100

2915

38

ࠇߦኻߒMSMߢߪోޔ⊛ߦBI߇ዊߐߊޔETS߽
ዊߐޕMSMߢߪ20mm/hએߩ㒠᳓੍ႎ߇ㆊዋߣ
ߥߞߡ߅ࠅ੍߇ࠇߎޔႎ♖ᐲߩૐਅߦᓇ㗀ߒߡࠆ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⚿ߩࠄࠇߎޕᨐ߆ࠄޔᄐဳߩඦᓟߦ
ࠄࠇࠆࠃ߁ߥዪ⊛ߥኻᵹᕈ㒠᳓ߦኻߒߡߪޔLFM
ߣMSMߢ੍ႎ․ᕈߦᏅ߇ࠄࠇޔLFMߢᒝ㔎ߩ
ᕈ߇ะߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ᄐဳߩLFMߣMSMߩ㆑ࠍߐࠄߦࠆߚߦޔ
ᬌ⸽ᩰሶࠍ5kmߣ40kmߦᄌ߃ߡ㑣୯ߏߣߦ⸘▚ߒ
ߚᝒ₸ߣⓨᝄࠅ₸ࠍ࿑2.1.5ߦ␜ߔߦ⊛⥸৻ޕᬌ⸽
ᩰሶࠍᐢߍࠇ߫ᦨᄢ㒠᳓㊂ߩᝒ₸ߪ߇ࠆ߇ߎޔ
ߩ࿑ߩ10mm/hએߩ㑣୯ࠍࠆߣޔMSMߢߪᬌ⸽
ᩰሶࠍᐢߍߡ߽ᝒ₸߇0.05ᧂḩߦ⇐߹ߞߡࠆޕ
ߟ߹ࠅޔMSMߪ᷹ⷰߦㄭᒝ㔎ߘߩ߽ߩࠍ߶ߣࠎ
ߤ੍ႎߢ߈ߡߥߦࠇߎޕኻߒޔLFMߢߪᬌ⸽ᩰ
ሶࠍᐢߍࠆߎߣߢᝒ₸߇ᄢ߈ߊߒߡࠆߎޕ
ߩߎߣߪޔLFMߪ᷹ⷰߦㄭᒝ㔎ࠍ੍ႎߔࠆࡐ࠹ࡦ
ࠪࡖ࡞ࠍᜬߟߎߣ੍ߩߘޔߚ߹ޔႎߪ⟎ߕࠇࠍ⠨
ᘦߒߡᐢߩ㗔ၞߢ್ᢿߔࠆ߶߁߇ലᨐ⊛ߢࠆ
ߎߣࠍ␜ߒߡࠆ৻ޕᣇޔⓨᝄࠅ₸ߢߪޔ10mm/h
⒟ᐲ߹ߢߩ㒠᳓ߦኻߒߡߪMSMߩ߶߁߇ૐ߽ߩ
ߩࠇߘޔએߩᒝ㔎ߦኻߒߡߪLFMߩ߶߁߇ૐ߆ޔ
MSMߣߩᗧߥᏅ߇ࠄࠇߥ⚿ᨐߣߥߞߡࠆޕ

౻ဳߪ5mm/h೨ᓟߩ㑣୯ࠍࡇࠢߦBI߇1ࠍ߃ࠆ
ߎߣ߇ߥߊోޔ⊛ߦ੍ႎㆊዋߢETS߽ૐޕታᴫ
ߢᒙ㔎߇ਛᔃߣߥࠆ౻ဳߢߪޔᒙ㔎ߩ߇ㆊዋ
ะߣ߁ࡕ࠺࡞ߩ․ᓽ߇ࠇ߿ߔߊߥߞߡࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㑣୯ETSߦߟߡᵈ⋡ߔࠆߣޔᄐဳ߇ઁߣ⇣ߥ
ߞߚᝄࠆ⥰ࠍߒߡ߅ࠅޔ1mm/h⒟ᐲߩᒙ㔎ߦኻ
ߒߡߪઁߩဳߦᲧߴࠬࠦࠕ߇ૐ߽ߩߩޔ15mm/h
એߩ㑣୯ߦߥࠆߣࠬࠦࠕ߇ߩࠣ࡞ࡊߣห
╬ߦߥߞߡࠆޔߚ߹ޕหߓᬌ⸽᧦ઙߢLFMߣMSM
ߩETSࠍᲧセߔࠆߣޔ2mm/hએߩ㒠᳓ߢߪోߡߩ
ဳߢLFM߇MSMࠍ࿁ࠅߦ․ޔᄐဳߢᏅ߇㗼⪺ߢ
ߞߚ㧔࿑⇛㧕ޔߢߎߘޕᄐဳߩᒝ㔎ߩ੍ႎ․ᕈߦ
ߟߡߐࠄߦߒߊ⸃ᨆࠍⴕߞߚޕ࿑2.1.4ߪޔLFM
ߣMSMߩ20mm/hએߩ㒠᳓ߦኻߔࠆBIߣETSࠍޔ
੍ႎኻ⽎ᤨೞߏߣߦ␜ߒߚ߽ߩߢࠆޔ߅ߥޕᬌ⸽
ᩰሶߪ20kmߢࠆޕ18JST೨ᓟߩᤨ㑆ᏪߢޔLFM
ߩᄐဳߢߪBI߇1ࠃࠅૐߊޔETSߪ⋧ኻ⊛ߦ㜞ߊߥ
ߞߡࠆⷰޔߪࠇߎޕ᷹ߦኻߒߡ੍ႎ㗫ᐲ߇ዋߥ
ߦ߽㑐ࠊࠄߕ੍ޔႎߩᒰߚࠆ⏕₸߇⋧ኻ⊛ߦߪ߇
ߞߡࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆ৻ޕᣇߢᷓᄛ߆ࠄඦ೨ਛ
ߦ߆ߌߡߪBIߣETSߩ㑐ଥ߇ㅒߦߥߞߡ߅ࠅ৻ޔォ
ߒߡ੍ႎ♖ᐲߩᖡᤨ㑆Ꮺߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆߎޕ

࿑2.1.3 ᬌ⸽ᩰሶ20kmߢߩᦨᄢ1ᤨ㑆㒠᳓㊂ߩ᳇㈩⟎ࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕ㧔Ბ㧕ߣࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ
㧔ਅᲑ㧕ޕᏀߪ20mm/hએߩ㒠᳓ߦኻߔࠆFTޔฝߪFT=3ߦ߅ߌࠆ㑣୯ߢߩ⚿ᨐࠍߔޕ
᳓⦡㧦౻ဳޔ㤛⦡㧦㜞᳇ဳ✛ޔ㧦೨✢ဳޔ㕍㧦ૐ᳇ဳޔᯍ㧦ᄐဳ⚡ޔ㧦บ㘑ဳߪࡃࠛޕ95%ା㗬㑆ޕ
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߈ߊߥࠆߥߤ㒠᳓੍ႎߩᕈ⾰߇ᄌൻߒߚ㧔ᚑ↰
 2010㧕ߩߎޔߒ߆ߒޕᓇ㗀ߪ࿑2.1.4ߦ␜ߒߚMSM
ߩBI߇߿߿ᄢ߈ߊߥࠅߡߞߦࠇߘޔฦࠬࠦࠕ߇ࠊ
ߕ߆ߦLFMነࠅߦߥࠆ⒟ᐲߢ㧔࿑⇛㧕ߒ␜ߢߎߎޔ
ߚLFMߣߩ㗼⪺ߥ㆑ߪห᭽ߦࠄࠇߚޕ

ߟ߹ࠅޔLFMߪⓨᝄࠅ₸ࠍߍࠆߎߣߥߊޔᄐဳߩ
ᒝ㔎ߩ੍ႎ♖ᐲࠍะߐߖߡࠆߣ⸒߃ࠆޕ
ߥ߅ޔ2010ᐕ11ߦMSMߩKFࠬࠠࡓߩᄌᦝ߇
ታᣉߐࠇޔએᓟߩMSMߪ߿߿ᒝ㔎੍ႎߩ㗫ᐲ߇ᄢ

䋨㪊䋩㩷 䉁䈫䉄㩷
 LFMߩᒝ㔎ߦኻߔࠆ੍ႎ․ᕈࠍ᳇㈩⟎ߦᛠ
ីߔࠆ⋡⊛ߢޔ2010ᐕ61ᣣ߆ࠄ2011ᐕ531ᣣߩ
1ᐕ㑆ࠍ౻ဳૐ᳇ဳ㜞᳇ဳ೨✢ဳᄐဳ
บ㘑ဳߩ6ߟߩဳߦಽ㘃ߒޔLFMߩᦨᄢ1ᤨ㑆㒠᳓㊂
ߦߟߡኻ⸃ᨆ㔎㊂ߢ⛔⸘ᬌ⸽ࠍⴕߞߚ⚿ߩߎޕᨐޔ
᳇㈩⟎ߩ㆑ߦࠃߞߡLFMߩᒝ㔎ߩ੍ႎ․ᕈ߇
⇣ߥࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޔߚ߹ޕᄐဳߦ߅ߡߪඦᓟ
ߩᤨ㑆Ꮺߩኻᵹᕈ㒠᳓ߦኻߔࠆ੍ႎ♖ᐲ߇MSMࠃ
ࠅᄢ߈ߊะߒߡߚޕ⟎ߕࠇ߿੍ႎㆊᄙߩะ
ߦ⇐ᗧߔࠇ߫ޔLFMߩ⋡⊛ߢࠆ㒐ἴ᳇⽎ᖱႎᚑ
ᡰេߩߢ߽ᵴ↪ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߎޔߒߛߚޕ
ߩᒝ㔎ߩ੍ႎ․ᕈߪMSMߣߩᲧセߢߪะ߇ࠄ
ࠇࠆ߽ߩߩޔETSߩ⛘ኻ୯ߘߩ߽ߩߪߒߡ㜞ߊߪ
ߥߊޔⓨᝄࠅ߿ㅏߒߩ߽ᄙߊࠎߢࠆߎߣ
ࠍᔨ㗡ߦ⟎ߊᔅⷐ߇ࠆޕ
㪉㪅㪈㪅㪊㩷 ኻᵹᕈ㒠᳓䈱੍ႎะ㩷
೨㗄ߢߩ᳇㈩⟎ᬌ⸽ߢߪޔᄐဳߩඦᓟߩᤨ㑆
Ꮺߦ⊒↢ߔࠆᒝ㔎ߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ࠍᝒ߃ࠆߣ߁
ὐߢޔLFM߇MSMࠃࠅ߽ఝࠇߡࠆߎߣࠍ␜ߒߚޕ
✚ⷰ႐ߣ⊒↢ᤨ㑆߆ࠄ್ᢿߔࠆߣߩߎޔ㒠᳓ߪਥߦ
ᄢ᳇ߩᾲ⊛ਇቯߦࠃߞߡ⊒↢ߔࠆኻᵹᕈ㒠᳓ߦ
ࠃࠆ߽ߩߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆᧄޕ㗄ߢߪޔᄐဳߩਛ
ߢ߽ߎߩࠃ߁ߥኻᵹᕈ㒠᳓ߦ⌕⋡ߒߡLFMߩ੍ႎ
ะࠍߒߊㅀߴࠆޕ
ኻᵹᕈ㒠᳓ߩߣߒߡޔᣣᧄߩ᧲ᶏߦਛᔃࠍ߽
ߟ㜞᳇ߦⷒࠊࠇޔฦߢ⁴ᥤᣣߣߥߞߚ2010ᐕ8

࿑2.1.4 20mm/hએߩ㒠᳓ࠍኻ⽎ߣߒߚ੍ޔႎኻ
⽎ᤨೞࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕ㧔㧕ߣࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ
࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔ਅ㧕
⿒ޕ㧦LFM✛ޔ㧦MSMࠛޕ
ࡃߪ95%ା㗬㑆ࠍ␜ߔޕ

 
࿑2.1.5 FT=3ߦ߅ߌࠆ㑣୯ߦߚᝒ₸㧔Ꮐ㧕ߣⓨᝄࠅ₸㧔ฝ㧕⿒ޕ㧦LFM✛ޔ㧦MSM✢⚦ޔ㧦ᬌ⸽ᩰሶ5kmޔ
ᄥ✢㧦ᬌ⸽ᩰሶ40kmߪࡃࠛޕ95%ା㗬㑆ࠍ␜ߔޕ
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24ᣣߩ17JSTߩ⸃ᨆ㔎㊂ߣLFM,MSMߩ੍ႎ㧔24
ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩFT=5㧕ࠍ࿑2.1.6ߦ␜ߔޕLFMߩ
੍ႎߢߪޔ㒠᳓ߩ⟎ߕࠇ߿㒠᳓㊂ߩㆊᄢ⹏ଔ߇
ࠄࠇࠆ߇ޔਛ࿖ޔ྾࿖ޔㄭ⇰ߩጊߦᴪߞߚኻᵹᕈ
㒠᳓ࠍࠃߊ੍ႎߒߡࠆߦࠇߎޕኻߒߡMSMߩ੍
ႎߢߪޔ㒠᳓ߩࠆၞߪᝒ߃ߡࠆ߇ޔᒙ㒠᳓
߇ᐢ߇ߞߡࠆߩߺߢࠆޕMSMߩ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒
ߪ5kmߢࠅޔⓍ㔕ኻᵹࠍࡕ࠺࡞ߩᩰሶὐߢ㗼ࠊߦ
ߔࠆߦߪ☻ߚߩߘޕᩰሶߢᝒ߃ࠄࠇߥⓍ
㔕ኻᵹߩነਈࠍኻᵹࡄࡔ࠲࡚ࠪࡦ
㧔Kain-Fritschࠬࠠࡓ㧔Kain and Fritsch 1990;
Kain 2004㧕㧕ߢߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧔ᚑ↰ 2008㧕ޕ
࿑ߦ␜ߐࠇߡࠆᒙ㒠᳓ߪߎߩኻᵹࡄࡔ࠲
࡚ࠪࡦߦࠃߞߡ੍ႎߐࠇߚ߽ߩߢࠆߢߎߎޕ
ㅀߴߚߎࠇࠄߩะߪޔLFMߣMSMߘࠇߙࠇߩኻ
ᵹᕈ㒠᳓ߦኻߔࠆ৻⥸⊛ߥ੍ႎߩ․ᓽߣ߃ࠆޕ
ᧄ㗄ߢߪޔ೨㗄ߢᄐဳߦಽ㘃ߐࠇߚߩ߁ߜޔ
㜞᳇✼ㄝᵹߦࠃࠆᒻᕈ㒠᳓߇⋡┙ߟߥߤ
ࠍ㒰ߚޔඦᓟߩౝ㒽ㇱߢߩᾲ⊛ਇቯᕈߩ㒠᳓߇
ਥߣߥࠆߩߺࠍኻ⽎ߦߒߡޔLFMߩኻᵹᕈ㒠᳓
ߦኻߔࠆ੍ႎ․ᕈߣMSMߣߩᝄࠆ⥰ߩ㆑ࠍ⸥
ߔޕኻ⽎ᣣᢙߪޔ࿑2.1.6ߢ␜ߒߚࠍ26
ᣣߢࠆޔߪࠇߎޕ᳇㈩⟎ᬌ⸽ߢᄐဳߣߒߡᛒ
ߞߚߩ߁ߜ⚂ඨᢙߦᒰߚࠆޕ

ߦㄭޔࠅ߹ߟޕMSMߪኻᵹᕈ㒠᳓ࠍ⍴ᤨ㑆ᒝ㔎
ߣߒߡߪ੍ႎߔࠆ߇᧪ߕࠕࠛࠆߎ߇⽎ޔ
ࠍᒙ㔎ߣߒߡߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߦࠇߎޕ
ኻߒߡLFMߪޔ0.4mm/hએߩ㒠᳓㕙Ⓧߩᤨ♽߆
ࠄࠊ߆ࠆࠃ߁ߦ㒠᳓ၞోߣߒߡߪㆊዋߣߥߞߡ
ࠆ߇ޔ20mm/hએߩ㒠᳓㕙Ⓧߦߟߡߪታᴫߢ
ࠄࠇࠆኻᵹᕈ㒠᳓ߩᤨ㑆ᄌൻࠍ߁߹ߊᝒ߃ߡ
ࠆߪࠇߎޔߒߛߚޕ⟎ࠍࠎߛᬌ⸽ߢߪߥߎߣ
ߦᵈᗧࠍⷐߔࠆߦࠄߐޕᓟߢ⸅ࠇࠆ߇ޔ㒠᳓ᒝᐲ߇
ㆊߢࠆߣ߁㗴߽ࠆ߁ߚ߃߹〯ࠍࠄࠇߘޕ
߃ߢޔMSMߢኻᵹᕈ㒠᳓ߩߎࠅ߁ࠆ㗔ၞࠍᛠី
ߒߩߘޔ㗔ၞߩਛߢLFM߇੍ႎߔࠆࠃ߁ߥᒝ㔎ߩ⊒
↢ࠍㄟߚߞߣޔਔࡕ࠺࡞ߩ૬↪߇ലߢࠈ
߁ޕ
⸃ᨆ㔎㊂

䋨㪈䋩㩷 ኻᵹᵴേ䈱ᤨ㑆ᄌൻ䈱㩷
ߎߎߢߪ㒠᳓ၞߩ㕙Ⓧߩᤨ㑆ᄌൻߦ⌕⋡ߒޔኻᵹ
ᕈ㒠᳓ߩᤨ㑆⊒ዷߦኻߔࠆ੍ႎะࠍᛠីߔࠆ߹ޕ
ߕࠆޔ㑣୯એߩ㒠᳓ࠍ੍ႎߒߚᩰሶᢙߦ1ᩰሶ
ߚࠅߩ㕙Ⓧࠍដߌߚ߽ߩࠍߩߘޔ㑣୯ߩ㒠᳓㕙Ⓧ
ߣቯ⟵ߔࠆޕᣣᲤߦޔ㒠᳓㕙Ⓧߩᤨ♽ࠍ⸃ᨆ
㔎㊂੍ႎ୯ߣ߽ߦ⸃ᨆ㔎㊂ߩඦᓟߩࡇࠢ୯ߢⷙ
ᩰൻߒߚ߽ߩࠍᚑߒޔ✚ᢙߢᐔဋߔࠆޕ
ᣣߦࠃߞߡ⽎ߩỗߒߐߩ⒟ᐲ߇㆑߁ߣߎࠈࠍⷙޔ
ᩰൻߔࠆߎߣߢหߦᛒ߁ߎߣߦߒߚ⸃ޕᨆ㔎㊂࠺
࠲ߪరߩ✲ᐲ⚻ᐲᐳᮡ߆ࠄޔMSM,LFMߢ↪ࠄ
ࠇߡࠆᐳᮡ♽2ߦᄌ឵ߒߚ߽ߩࠍ↪ߚߩߘޕ㓙ޔ
ᩰሶ㑆㓒ߪ1kmߣߒߚޔߚ߹ޕኻ⽎㗔ၞߪ೨㗄ߩᬌ
⸽ߩ㗔ၞߩ߁ߜ࡞࠺ࡕޔౝߢ㒽ߣߒߡᛒࠊࠇߡ
ࠆ㗔ၞߩߺߣߒߚޕ
࿑2.1.7ߦLFM,MSMߘࠇߙࠇߩޔ0.4mm/hએߥ
ࠄ߮ߦ20mm/hએߩ㒠᳓㕙Ⓧߩᤨ♽ࠍ␜ߔࡕޕ
࠺࡞߇ኻᵹᕈ㒠᳓ߩᤨ㑆ᄌൻࠍ੍ႎߢ߈ߡࠆ߆
ࠍ⏕ߔࠆߚޔೋᦼᤨೞ߇ᦺߩ੍ႎ㧔21,00UTC
ೋᦼ୯㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚޕMSMߩ0.4mm/hએߩ㒠
᳓㕙Ⓧߪߘߩᤨ㑆ᄌൻޔഀวߣ߽⸃ޔᨆ㔎㊂ߦࠆ
⒟ᐲㅊ㓐ߒߡࠆ߇ޔ20mm/hએߩ㒠᳓㕙Ⓧߪ0

LFM

MSM

[ mm/h ]

࿑2.1.6 ኻᵹᕈ㒠᳓㧔2010ᐕ824ᣣ17JST㧕ߩታ
ᴫޔ
ਗ߮ߦ੍ႎޕ
㧦⸃ᨆ㔎㊂ޔਛ㧦LFMߩ24ᣣ03UTC
ೋᦼ୯ߩFT=5ޔਅ㧦MSMߩ24ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩ
FT=5ޕ㔎㊂ߪ೨1ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂ޕ

ࡦࡌ࡞࠻ᱜⷺ㍙࿑ᴺߢᛩᓇߒߚ࿑ߦ⋥ᐳᮡ
♽ࠍߣࠆޕ
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㒠᳓㕙Ⓧ
㒠᳓㕙Ⓧ

0.4mm/h એ

20mm/h એ

࿑2.1.7 ኻᵹᕈ㒠᳓ߩ㒠᳓㕙Ⓧߩᤨ♽ޕᲑޔ
ਅᲑߪߘࠇߙࠇ0.4mm/hએޔ20mm/hએߩ㒠᳓
ࠍኻ⽎ߣߒߡࠆޕLFMࠍ⿒ޔMSMࠍ✛ߢߒޔ
21UTCೋᦼ୯ࠍታ✢ߣ٨ޔ00UTCೋᦼ୯ࠍὐ✢ߣً
ߢ␜ߒߚޕ㕍ߪ⸃ᨆ㔎㊂㧔ታᴫ㧕
ޕฦᣣᲤߦ⸃ᨆ
㔎㊂ߩࡇࠢ୯ߢⷙᩰൻߒߚߩߜోޔߩᐔဋࠍ
ߣߞߚ❑ޕゲߪ⸃ᨆ㔎㊂ߩࡇࠢߦኻߔࠆഀว㧔0–1㧕
ࠍ␜ߔޕᮮゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔JST㧕ޕ

䋨㪉䋩㩷 ೋᦼᤨೞ䈱㒠᳓੍ႎ․ᕈ㩷
 LFMߪᲤᤨㆇ↪ࠍ⸘↹ߒߡࠆ㧔ᧄ࠹ࠠࠬ࠻╙3
┨ෳᾖ㧕
ޕ9ᤨ㑆ߣ߁⍴੍ႎᤨ㑆߇৻ᣣߩߤߩᤨ
㑆Ꮺࠍኻ⽎ߣߔࠆ߆ߢ੍ޔႎߩ․ᕈ߇⇣ߥࠆน⢻ᕈ
߇ࠆޕᄐቄߩኻᵹᕈ㒠᳓ߩߢ⸒߃੍߫ޔႎߩᆎ
߹ࠅ߇㕙ࠍ᷷ߡࠆᲑ㓏ߢࠆ߆ߪߚ߹ޔኻᵹ
㔕ߩ↢ᚑᦼߦߚࠆߩ߆ޔ߆ࠆߢᦼ⋓ᦨߪࠆޔ
ߣ߁ࠃ߁ߦೋᦼᤨೞߦࠃߞߡኻᵹᵴേߩ⇣ߥࠆ
ࠬ࠹ࠫ߇੍ႎኻ⽎ߣߥࠆߩߤޕೋᦼ⁁ᘒߢᆎߡ
߽ห᭽ߩ੍ႎࠍⴕ߁ߩ߆੍ࠅ߹ߟޔႎߦ৻⽾ᕈ߇
ࠆߩ߆ࠍ⺞ᩏߒߡ߅ߊߎߣߪ੍ႎᬺߩഥߌߦ
ߥࠆߛߌߢߥߊࠆߥ⇣ߒ߽ޔะ߇ࠇ߫LFMߩ㐿
⊒ޔᡷༀࠍㅴࠆߢ߽㊀ⷐߥᚻដ߆ࠅߣߥࠆߎޕ
ߎߢߪޔೋᦼᤨೞ߇ᣣਛߦߚࠆ߽ߩ߽ߡޔೋ
ᦼᤨೞߩ㒠᳓੍ႎ․ᕈࠍ⺞ᩏߔࠆ⺞ޕᩏኻ⽎ߪ(1)
ߣหߓኻᵹᕈ㒠᳓ోޔ26ᣣ㑆ߢࠆޕ
 ᬌ⸽᧦ઙߣߒߡߪ╙ޔ2.1.1㗄╙ޔ2.1.2㗄ߣห৻ߩ
ᬌ⸽㗔ၞߦኻߒߡᬌ⸽ᩰሶࠍ10kmߦߣࠅޔᬌ⸽ᩰ
ሶౝᦨᄢ㒠᳓㊂20mm/hએࠍኻ⽎ߣߔࠆޕߩޘ
ኻᵹ㔕ࠍኻ⽎ߣߒߚᬌ⸽ࠍᗧ࿑ߒߡߎߩ᧦ઙߣߒ
ߚ3ޕ࿑2.1.8ߦFTᲤߩBIࠍೋᦼᤨೞߦ␜ߔޕหᤨ
ߦ␜ߒߚ᷹ⷰߩ㗫ᐲ߆ࠄޔኻᵹᕈ㒠᳓ߩᦨ⋓ᦼ߇
17JST㗃ߣࠊ߆ࠆޕLFMߩ੍ႎߪޔೋᦼᤨೞ߇ᄕᣇ
ߦߥࠆߦߟࠇ੍ႎㆊᄙߦߥࠆ᭽ሶ߇ࠊ߆ࠆޕኻᵹ
⽎ߩᆎ߹ࠆ೨ߩೋᦼᤨೞࠍߺࠆߣޔ00UTCೋᦼ୯ߪ
੍ႎㆊዋߩ߹߹㧔FT=2߹ߢࠍ㒰ߊߣ㧕߶߷ᮮ߫
ߦផ⒖ߒޔ03UTCೋᦼ୯ߩ੍ႎߪ15JSTߢBI߇1ߦ
ߥ ࠆ߽ߩߩᦨ ⋓ᦼߦㆊዋ ߣߥࠆߦࠇ ߎޕኻߒޔ
06,09UTCೋᦼ୯ߪ੍ႎㆊᄙะࠍᜬߜޔኻᵹᵴേ
ߩ⋓ᦼࠍㆊ߉ߚᤨ㑆Ꮺߦଐὼߣߒߡᒝ㒠᳓ࠍ੍
ႎ ߒ ߡ  ࠆ  ޕ࿑ 2.1.9 ߪ ೋ ᦼ ᤨ ೞ 03,06,09UTC ߩ
21JSTߦኻߔࠆޔ㑣୯20mm/hએ߅ࠃ߮50mm/h
એߩ੍ႎ㗫ᐲࠍᲧセߒߚ߽ߩߢࠆޕᓟߩೋᦼᤨ
ೞ߶ߤᒝ㒠᳓ߩ㗫ᐲ߇ᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠆࠃߩߎޕ
߁ߦᄐቄߩኻᵹᕈ㒠᳓ߦኻߒߡLFMߪޔታᴫ߇⽎
ߩᦨ⋓ᦼࠍㆊ߉ߚߣߢ߽ᒝ㒠᳓ࠍ੍ႎߔࠆ
ะ߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߦ․ޕᄛ㑆ߦᒝኻᵹᕈ㒠
᳓߇੍ႎߐࠇࠆ႐วޔㆊߢࠆ႐ว߇ࠆߩߢ
↪ߦߪᵈᗧߒߡߚߛ߈ߚޕ
䋨㪊䋩㩷 ᳇᷷䈱․ᓽ㩷
 ᄐቄߩᄢ᳇ߩᾲ⊛ਇቯࠍ߈ߞ߆ߌߦߒߚኻᵹ
ᕈ㒠᳓ࠍ੍ႎߔࠆߚߦߪޔᾲḮߣߥࠆ㕙߇ච

࿑2.1.8 ኻᵹᕈ㒠᳓ߩೋᦼᤨೞߩࡃࠗࠕࠬࠬࠦ
ࠕ㧔BI㧕ޕ10kmᬌ⸽ᩰሶౝᦨᄢ㒠᳓㊂߇20mm/hએ
ࠍኻ⽎ߣߔࠆޕ᛬ࠇ✢߇ฦೋᦼᤨೞ㧔⿒㧦00UTCޔ
✛㧦03UTCޔᯍ㧦06UTCޔ㕍㧦09UTC㧕ߩFT=1㨪
9ߩBI㧔Ꮐゲ㧕ࠍߒޔ95%ା㗬㑆ࠍ␜ߔࠛࡃ
߽ઃߒߡࠆޕ㒠᳓ߩ┙ߜ߇ࠅߩᖡFT=3߹ߢ
ߪὐ✢ߢߒߡࠆޕࠣࡈߪ᷹ⷰߩ㗫ᐲࠍߔ
㧔ฝゲ㧕
ޕ

3

10kmᬌ⸽ᩰሶౝᦨᄢ20mm/hએߩ㒠᳓ߦኻߔࠆ੍ႎ
ࠅⷰߦ߮ࠄߥޔ᷹ࠅߩᢙࠍޔLFMߩ㒠᳓੍ႎಽᏓߣ
LFMᩰሶߦᄌ឵ߒߚ⸃ᨆ㔎㊂߆ࠄߒߚ20mm/hએ
ߩ㒠᳓࡞ߩᢙ㧔ኻᵹ㔕ߩ᳓ᐔࠬࠤ࡞ࠍ10kmߣቯߒޔ
㒠᳓㊂ߩࡇࠢࠍਛᔃߣߒߚ⋥ᓘ10kmߩ㗔ၞ߇ߦ
㊀ߥࠄߥࠃ߁ߦߒߡޔ㒠᳓㊂ߩᄙ㗅ߦ․ቯߒߚ㒠᳓
࡞ߩᢙ㧕ߣߘࠇߙࠇᲧセߔࠆߣ߶߷หᢙߢߞߚޕ
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࿑ 2.1.9  21JST ࠍ ኻ ⽎ ߣ ߒ ߚ ੍ ႎ ߣ ⷰ ᷹ ߩ 㗫 ᐲ ޕ
10kmᬌ⸽ᩰሶౝᦨᄢ㒠᳓㊂߇20mm/hએߩ㗫ᐲ
ࠍᏀߦޔ50mm/hએߩ㗫ᐲࠍฝߦ␜ߔޕฦೋ
ᦼᤨೞߩ੍ႎߩ㗫ᐲߪޔ03UTCߪFT=9㧔✛㧕ޔ06UTC
ߪFT=6㧔ᯍ㧕ޔ09UTCߪFT=3㧔㕍㧕ߦߚࠆ⸃ޕ
ᨆ㔎㊂ࠍἯ⦡ߢ␜ߔޕ

࿑2.1.10 ኻᵹᕈ㒠᳓ߦኻߔࠆ᳇੍᷷ႎߩኻ
ࠕࡔ࠳ࠬߢߩᐔဋ⺋Ꮕޕㇱߦ᷹ⷰߩᐔဋ᳇᷷㧔㤥
ὐ✢㧕ߣฦೋᦼᤨೞ㧔⿒㧦00UTC✛ޔ㧦03UTCޔᯍ㧦
06UTCޔ㕍㧦09UTC㧕ߩFT=0㨪9ߩᐔဋ᳇᷷㧔٨;
Ꮐゲ㧕ࠍ␜ߒޔਅㇱߦ᷹ⷰߣߩᏅߜࠊߥߔޔᐔဋ⺋
Ꮕ㧔ً;ฝゲ㧕ࠍ␜ߔޕ

ಽߦ᷷ࠄࠇࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ㕙ߘࠇ⥄
ߩᬌ⸽ߪ᷹ⷰ߇ਇචಽߥߚߦⴕ߃ߥߩߢߎߎޔ
ߢߪ㕙᷷ᐲࠍᤋߒߚ㊂ߣߒߡ᳇᷷ࠍ⹏
ଔߔࠆޕLFMߩᄐቄߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߩ․ᕈߣߒߡޔ
ᣣਛߦ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇㗼⪺ߢޔᄛ㑆ߪᱜࡃࠗࠕࠬࠍ߽
ߟߎߣ߇ߎࠇ߹ߢߩ⺞ᩏߢࠄ߆ߦߥߞߡࠆ㧔ᐔ
ේ 2010㧕ޕ࿁ߩߦߟߡ߽ห᭽ߩะ߇੍ᗐ
ߐࠇࠆ߇ޔኻᵹᕈ㒠᳓ߦ㒢ቯߒߡ᳇᷷ߩᐔ
ဋ⺋Ꮕࠍ⺞ᩏߔࠆޕ
ߎࠇ߹ߢߩ᳇᷷⺞ᩏߣห᭽ߦޔLFM㗔ၞౝߩ
ࠕࡔ࠳ࠬὐߩ߁ߜⷰޔ᷹ὐࠍ࿐LFMᩰሶ߇4ᩰ
ሶߣ߽㒽ߣߒߡᛒࠊࠇߡࠆὐࠍኻ⽎ߣߒߚޕ
੍ႎኻ⽎ᤨೞߏߣߩᐔဋ⺋Ꮕࠍೋᦼᤨೞߦ▚
ߒޔ࿑2.1.10ߦ␜ߔߪߢߎߎޕ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ
ࠍ⍎ߦߔࠆߚ੍ޔႎ୯ⷰޔ᷹ߘࠇߙࠇߩᐔဋ᳇
߽᷷࿑␜ߒߡࠆ㧔ߘߩᏅ߇ᐔဋ⺋Ꮕߦߥࠆ㧕ޕห
࿑߆ࠄߪ߿ߪࠅޔLFMߩ੍ႎ߇ᣣਛߩ᷷ߦㅊ㓐ߢ
߈ߡߥߎߣޔᄛ㑆ߦ᳇᷷߇ਅ߇ߞߡ߆ߥߎ
ߣࠅ߹ߟޔᣣᄌൻ߇ታࠃࠅ߽ዊߐߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
FT=0ߪᱜࡃࠗࠕࠬߛ߇ޔᣣਛߩ੍ႎߦߟߡߪޔ
FT=1ߦߪ⽶ࡃࠗࠕࠬ߳ォߓߡࠆޕ00,03UTCೋᦼ
୯ߩ᳇੍᷷ႎߪޔታᴫߢߩᦨ㜞᳇᷷ߩᤨ㑆Ꮺߦ
ᐔဋߢ1ᐲㄭߊਅ࿁ߞߡ߅ࠅߩࠄࠇߎޔೋᦼᤨೞߩ
੍ႎ߇ኻᵹᕈ㒠᳓ߩᦨ⋓ᦼࠍᝒ߃ࠄࠇߡߥ߆ߞ
ߚߎߣߣߩ㑐ㅪ߇␜ໂߐࠇࠆߒ߆ߒޕ06,09UTCೋ
ᦼ୯ߦ㑐ߒߡߪ․ޔᲑߦ᳇᷷߇㜞ࠊߌߢߪߥߊޔ
ᄕᣇએ㒠ߩᒝ㒠᳓ߩ੍ႎㆊᄙߩ⺑ࠍਈ߃ࠆߩ
ߪ㔍ߒࠅࠃߣ߽ޕኻᵹᕈ㒠᳓ߪ᳇᷷ߩߺߢ
߹ࠆࠊߌߢߪߥߊޔᄢ᳇ߩ㋦⋥᭴ㅧ߽ߡ߆ߥߊ
ߡߪߥࠄߥ࠲࠺߫߃ޕหൻߦࠃߞߡߤߩࠃ߁
ߥᚑጀ⁁ᘒࠍ߽ߟೋᦼ୯߇ࠄࠇߡࠆߩ߆ߥߤ
߽⺞ᩏߔࠆᔅⷐ߇ࠆߢߎߎޔߚ߹ޕ᳞ߚᐔဋ⺋
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Ꮕߪޔߢㅀߴߚ᷹ⷰὐోߡߩ⛔⸘ߢࠆߩߢ⋥ޔ
ߜߦዪᚲᕈߩࠆኻᵹᕈ㒠᳓ߣ⚿߮ઃߌࠆߎߣߪ
ߢ߈ߥߎߣ߽ᵈᗧߔࠆߣߎࠈߢࠆޕ

䋨㪋䋩㩷 䉁䈫䉄㩷
ኻᵹᕈ㒠᳓ߦኻߒߡⷰߩ߆ߟߊޔὐߢᬌ⸽
ࠍⴕߞߚޕLFMߪޔMSMߢߪ੍ႎ߇㔍ߒኻᵹᕈ
㒠᳓ߩᤨ㑆ᄌൻࠍࠃߊ੍ႎߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞ
ߚߒ߆ߒޕ00,03UTCೋᦼ୯ߩ੍ႎߪኻᵹᵴേߩᦨ
⋓ᦼߢ੍ႎㆊዋߢࠅޔ06,09UTCೋᦼ୯ߩ੍ႎߪޔ
ታᴫ߇ኻᵹᵴേߩ⋓ᦼࠍㆊ߉ߚߣߢ߽ޔᒝ㒠᳓
ࠍㆊߦ੍ႎߔࠆะ߇ߞߚޕኻᵹᵴേࠍ㚟േߔ
ࠆ㕙ߩ⁁ᘒࠍ⹏ଔߔࠆߚ᳇᷷ߩᬌ⸽ࠍ
ⴕߞߚ߇ޔᣣਛߩ᳇᷷ߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇
00,03UTCೋᦼ୯ߩኻᵹᕈ㒠᳓ߩ੍ႎㆊዋߩ߭ߣߟ
ߩ⸽Ꮐࠍߔ৻ᣇߢޔ06,09UTCೋᦼ୯ߦ߅ߡߪ
ኻᵹᵴേߣߩ㑐ㅪߪ␜ߐࠇߥ߆ߞߚ⚿ߩࠄࠇߎޕᨐ
ࠍ߰߹߃ޔᓟߐࠄߥࠆ⺞ᩏࠍⴕޔᡷༀߦ❬ߍߡ
߈ߚޕ
ᦨᓟߦޔ᳇᷷ߣኻᵹᕈ㒠᳓ߩ੍ႎߩ㑐ㅪࠍ␜
ߔ߽ߩߣߒߡޔ2011ᐕ87ᣣߩࠍ⚫ߔࠆߎޕ
ߩᣣᧄޔᎺߪ㜞᳇ߦⷒࠊࠇᣣਛ᷷ߒޔඦᓟጊᴪ
ࠍਛᔃߦኻᵹ㔕߇⊒㆐ߒߚߦࠄߐޕᄕᣇߦߪ㚂ㇺ
 ߢ ߽ ⍴ ᤨ 㑆 ᒝ 㔎 ߇  ߞ ߚ  ޕ࿑ 2.1.11 ߦ ᒰ ᣣ ߩ
15JSTࠍኻ⽎ߣߒߚ㒠᳓ߣ᳇᷷ߩLFMߩ੍ႎ㧔86
ᣣ21UTCೋᦼ୯ߩFT=9ߣ87ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩ
FT=3㧕ߣታᴫࠍ㑐᧲ㄝߦߟߡ␜ߔޕ6ᣣ21UTC
ೋᦼ୯ߪታᴫߦࠆኻᵹᕈ㒠᳓ߩ߶ߣࠎߤࠍ੍ႎ
ߢ߈ߡ߅ࠄߕޔ᳇᷷ߪታᴫࠃࠅૐߊߥߞߡࠆޕ
৻ᣇޔ7ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩ⚿ᨐࠍߺࠆߣᩔᧁ߿ጊ᪸
ߢ50mm/hએߩ㒠᳓߇੍ႎߐࠇߡ߅ࠅޔ᳇᷷
ߪࠃࠅ᷹ⷰߦㄭߠߚಽᏓࠍߒߡࠆ߽߈ߣߩߎޕ

⸃ᨆ㔎㊂       6ᣣ21UTCೋᦼ୯ FT=9   7ᣣ03UTCೋᦼ୯ FT=3   

B

A

D
C

[mm/h]
   ࠕࡔ࠳ࠬ᳇᷷      6ᣣ21UTCೋᦼ୯ FT=9   7ᣣ03UTCೋᦼ୯ FT=3   

[͠]
࿑2.1.11 2011ᐕ87ᣣ15JSTߦኻߔࠆ᷹ⷰߣ੍ႎޕᲑߪ೨1ᤨ㑆㒠᳓㊂ߢޔᏀ߆ࠄ⸃ᨆ㔎㊂ޔ6ᣣ21UTCೋᦼ୯ߩ
FT=9ޔ7ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩFT=3ޕਣߢ࿐ࠎߛA㨪Dὐߩ13JSTߢߩCAPEࠍ2.1.2ߦ߹ߣߚޕਅᲑߪ᳇᷷ߢޔ
Ꮐ߆ࠄࠕࡔ࠳ࠬޔ6ᣣ21UTCೋᦼ୯ߩFT=9ޔ7ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩFT=3ޕ

㪉㪅㪈㪅㪋㩷 ⥶ⓨ᳇⽎ᬺോะ䈔㘑ะ䊶㘑ㅦᬌ⸽㩷
LFMㆇ↪ߩਥⷐߥ⋡⊛ߩ৻ߟߪ⥶ޔⓨቭ⟑ߦ߅ߌ
ࠆ㘧ⴕ႐੍ႎᡰេߢࠆޕLFMߩ․ᓽߩ৻ߟߣߒߡޔ
㜞⸃ᐲൻߦࠃࠅᒻߩ߇ะߔࠆߎߣ߇
ߍࠄࠇࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕᒻߩᓇ㗀ࠍฃߌᤃ
ઃㄭߩ㘑ߩ႐ߩ੍ႎ♖ᐲะ߇ᦼᓙߐࠇߡࠆޕ
৻ᣇޔ㘧ⴕ႐ㄝߩ㘑ߩ੍ႎߪ⥶ޔⓨᯏߩㆇⴕ⸘↹
ߩၮߦߥࠆᖱႎߢࠅޔߦࠄߐޔ㘑ะ㘑ㅦߩᕆᄌ
ߪ⥶ޔⓨᯏߩ㔌⊒⌕╬ߩోߥㆇ⥶ߦ㊀ᄢߥᓇ㗀ࠍ
߷ߔ᳇⽎ⷐ࿃ߩ৻ߟߢࠆޔࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎޕ
LFMࠍ㘧ⴕ႐ㄝߩ㘑ߩ੍ႎᡰេߦㆡ↪ߔࠆߚ
ߦߪ੍ޔႎ․ᕈࠍᛠីߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ
ᐔේ㧔2010㧕ߪޔ2010ᐕߩታ㛎ㆇ↪ᦼ㑆ࠍኻ⽎ߦޔ
ᄐቄ㧔2010ᐕ6-8㧕
౻ቄ㧔2009ᐕ12-2010ᐕ
2㧕ߦಽߌߡLFMߩࠕࡔ࠳᷹ࠬⷰ୯ߦኻߔࠆ
㘑ᬌ⸽ࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔᄐቄ౻ቄߣ߽
12-21UTCߩᄛ㑆ࠍਛᔃߦޔ㘑ㅦߩᱜࡃࠗࠕࠬ
߇MSMࠃࠅᡷༀߒߡࠆߎߣޔLAߦ߅ߡࠕࡔ࠳
ࠬ㘑ะ㘑ㅦ߇࠺࠲หൻߦ↪ࠄࠇߡࠆߎߣ߆
ࠄ੍ޔႎೋᦼᤨೞߦ߅ߡLFMߩ㘑ㅦࡃࠗࠕࠬ
߇․ߦዊߐߎߣࠍ␜ߒߚޔ߅ߥޕᐔේ㧔2010㧕ߪ
ᶏ㒽ߩߘࠇߙࠇߦಽ㘃ߐࠇࠆࡕ࠺࡞ᩰሶᲤߩ੍ႎ

ೋᦼᤨೞ߇ㅴߦߟࠇỗߒ㒠᳓ࠍ੍ႎߒߡߊ
ะ߇ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕᲑฝ࿑ߩਣශߢ␜ߒ
ߚὐߩ13JST㧔7ᣣ03UTCೋᦼ୯ߢኻᵹᕈ㒠᳓߇
ߎࠆ೨㧕ߦ߅ߌࠆCAPEߪޔ7ᣣ03UTCೋᦼ୯ߦ߅
ߡ㕙ߩ᷷ᐲ߇චಽ㜞ߎߣࠍᤋߒߚ⚿ᨐ
߆ߥࠅᄢ߈ߊߥߞߡࠆ㧔2.1.2㧕ޕ7ᣣ03UTCೋ
ᦼ୯ߩ੍ႎߪ⸃ޔᨆߢ㘑♽ߩᡷༀ߇ߥߐࠇߚߚߦ
ᶏ㘑߇ౝ㒽ߦଚߒߚ⚿ᨐޔጊߢኻᵹᕈ㒠᳓߇੍
ႎߐࠇߚ㕙߽ࠆߒ߆ߒޕᣣਛߦౝ㒽߳ᶏ㘑ࠍ߮
ㄟߎߣ߿ޔẜਇቯߥᄢ᳇ࠍߟߊࠅߛߔߎߣߦ
ߪࠅߪ߿ޔౝ㒽ߩ㕙ߩടᾲ߇㊀ⷐߢࠆޔ߅ߥޕ
ߎߩߢߪⷫࡕ࠺࡞ߩMSM߽߶ߣࠎߤ㒠᳓੍ႎ
߇ߢ߈ߡߥ߆ߞߚޕ
2.1.2 ࿑2.1.11Ბฝߢ␜ߒߚA㨪Dὐߢߩޔ13JST
ߦ߅ߌࠆCAPE(J/kg)ޕ900hPaߩ᳇႙ࠍᜬߜߍߚ
ߣ߈ߩ୯ࠍ␜ߔޕ
6ᣣ21UTCೋᦼ୯
7ᣣ03UTCೋᦼ୯
A
853
1789
B
212
1652
C
94
562
D
0
64
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ⷐ⚛ߩ੍ႎߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߚޔᐔේ
㧔2010㧕ߣߩะߩ㆑ߪޔᶏ㒽ߩ㆑ߦࠃࠆ߽ߩ
ߢࠆน⢻ᕈߪ㜞ޕ

․ᕈߩ㆑ߦ㈩ᘦ 㧔ἑᎹ 2005㧕 ߒߡⷰޔ᷹ὐࠍ
࿐ࡕ࠺࡞ᩰሶ߇ోߡ㒽ߣߥߞߡࠆࠕࡔ࠳ࠬ
᷹ⷰὐࠍኻ⽎ߣߒߚ᧲ޔߚߩߎޕ੩࿖㓙ⓨ᷼㧔એ
ਅߢߪ⠀↰ߣ⸥㧕ߥߤޔᴪጯㇱߦ⟎ߒߡᶏߩᓇ
㗀ࠍฃߌࠆὐߢߩ㘑੍ႎ․ᕈߦߟߡߪޔ
ࠄ߆ߦߐࠇߡࠆߣߪ⸒߃ߥޕ
 ᧄ㗄ߢߪޔLFMߩ㘧ⴕ႐ㄝߩ㘑ߩ੍ႎ․ᕈࠍ⺞
ᩏߔࠆߚ⹜ޔ㛎ㆇ↪ᤨߩࡊࡠ࠳ࠢ࠻ᚑኻ⽎ߣߥ
ߞߡࠆ⠀↰ࠍਥߥኻ⽎ߣߒޔઃㄭߩ㘑ะ㘑
ㅦߩ੍ႎ․ᕈߦߟߡ⺞ᩏߒߚ⚿ᨐࠍႎ๔ߔࠆ⺞ޕ
ᩏߪޔ2010ᐕ1-12ߩᦼ㑆ߦߟߡⴕޔLFMޔ
MSMߩ⠀↰ὐࠍ࿐ࡕ࠺࡞ᩰሶ4ὐߩ୯ࠍ✢ᒻ
ౝᝌߒߚ୯ࠍ⠀↰ὐߩ୯ߣߺߥߒޔ⠀↰ߩቯᤨ㘧
ⴕ႐ታᴫ᳇⽎ㅢႎ㧔METARႎ㧕ߦࠃࠆ᷹ⷰ୯ߣᲧ
セߒߚޕ

࿑2.1.12 ⠀↰ߦ߅ߌࠆ2010ᐕߩ੍ႎᤨ㑆Ფߩ㘑
ㅦߩᐔဋ⺋Ꮕ❑ޕゲߩනߪktߪ⿒ޕLFMߪ✛ޔ
MSMߩ᷹ⷰ୯ߦኻߔࠆࡃࠗࠕࠬࠍߔޕ

㩿㪈㪀㩷 㩷 㘑ㅦ䈮䈧䈇䈩䈱ᬌ⸽㩷
࿑2.1.12ߪ੍ޔႎᤨೞᲤߩ㘑ㅦߩᐔဋ⺋Ꮕࠍ
␜ߔޕLFMߩኻ᷹ⷰ㘑ㅦࡃࠗࠕࠬߪMSMߣᲧߴዊ
ߐߎߣߚ߹ޔLFMߣMSMߩࡃࠗࠕࠬߩᏅߪ੍ޔ
ႎ㐿ᆎ߆ࠄ1ᤨ㑆ᓟߦ߆ߌߡᕆㅦߦᷫዋߒߩߘޔᓟ
ߪ੍ႎᤨ㑆ߩ⚻ㆊߦ✭߿߆ߦᷫዋߔࠆߎߣ߇
ಽ߆ࠆߪࠄࠇߎޕࠇ߽ޔᐔේ㧔2010㧕ߢࠄࠇߚ
ะߣหߓߢࠆ৻ޕᣇޔLFMޔMSMߣ߽ߦ㘑ㅦ
ߦ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ࠄࠇߡࠆޕᐔේ㧔2010㧕ߢߪޔ
ᄐቄߩᣣਛࠍ㒰ߊߣਔࡕ࠺࡞ߣ߽ߦᱜࡃࠗࠕࠬߢ
ࠅ⚿ߩߎޔᨐߪᐔේ㧔2010㧕ߣߪㅒߩะࠍ␜ߒ
ߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޔߦࠄߐޕቄ▵ߦห᭽ߩ⺞ᩏ
ࠍⴕߞߚߣߎࠈޔኙᦼߣᲧセߒߡᥦᦼߩᣇ߇ࡃ
ࠗࠕࠬߩᏅ߇ᄢߔࠆะ߇ࠆߎߣ߽ࠊ߆ߞߚ
㧔࿑⇛㧕߽ࠇߎޕㅒߩะࠍ␜ߒߡࠆߣߎߩߎޕ
ߪޔ㘑ㅦࠍࠆⷐ⚛ߢࠆ᳇᷷ߥߤߩಽ
Ꮣߦቄ▵ଐሽᕈ߇ࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆޕ
ᰴߦࡃࠗࠕࠬߩᣣᄌൻࠍߺࠆޕ࿑2.1.13ߪ੍ႎኻ
⽎ᤨೞᲤߩ㘑ㅦߩᐔဋ⺋Ꮕߢࠆޕᣣਛߪޔᄛ
㑆ߣᲧߴLFMޔMSMߣ߽ߦ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ᄢ߈ߎ
ߣޔLFMߩᣇ߇MSMߣᲧߴᣣਛߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ዊ
ߐߊߥߞߡࠆߎߣ߇ߡߣࠇࠆޔߚ߹ޕቄ▵Ფߦ
ߚߣߎࠈޔኙᦼࠃࠅᥦᦼߩᣇ߇ߎߩะ߇㗼
⪺ߦߥࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧔࿑⇛㧕ޕ
࿁ޔ㘑ㅦߩᬌ⸽ߦ↪ߚ࠺࠲ߪޔᐔේ
㧔2010㧕ߣห᭽ߦޔὐࠍ࿐ࡕ࠺࡞ᩰሶ4ὐߩ୯
ࠍ✢ᒻౝᝌߒߚ୯ߢࠆ߇ޔᐔේ㧔2010㧕ߪ4ὐߔ
ߴߡ߇㒽ᩰሶߣߥࠆὐߩߺࠍ↪ߚߩߦኻߒޔ
࿁ޔ⠀↰ὐߩౝᝌߦ↪ߚߩߪޔLFMߢߪ2ᩰሶޔ
MSMߢߪ3ᩰሶ߇ᶏߩᩰሶߢߞߚޕᶏߩᩰሶ
ߩᢙߩ㆑ߪ⸃࡞࠺ࡕޔᐲߩ㆑ߦࠃࠆᒻߩ㆑
ࠍᤋߒߚ߽ߩߢࠆޕ࿑2.1.14ߦ⠀↰ઃㄭߩ
LFMߣMSMߩᶏߣ㒽ߘࠇߙࠇߩᩰሶߩಽᏓࠍ␜ߔޕ
ᶏ㒽ߩ㆑ߪ☻ޔᐲ߿ᾲኈ㊂ߥߤߩ㆑ࠍㅢߓߡޔ
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࿑2.1.13 ࿑2.1.12ߣหߓߒߛߚޕ⠀↰ߦ߅ߌࠆ2010
ᐕߩ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔UTC㧕Ფߩ㘑ㅦߩᐔဋ⺋
Ꮕޕ

࿑2.1.14 ⠀↰ㄝߩᶏ㒽ಽᏓޕ࿑ߪLFMޔਅ࿑ 
 ߪMSMޕ࿑ߩ⿒ᨒߢ࿐߹ࠇߚ㗔ၞ߇⠀↰ߩ᷹ⷰ
ὐࠍ࿐4ᩰሶὐࠍ␜ߔޕ㤛⦡ߩਅ⍫ශߪ᷹ⷰὐ
ࠍᩰሶࠍ␜ߔߔ␜ߢ⦡⮣ޕᩰሶߪᶏ㒽Ყ߇0.5
ᧂḩࠍ␜ߔޕ㒽ߦ⋧ᒰߔࠆᩰሶߪޔᮡ㜞(m)ߦ
⦡ಽߌߒߡ␜ߔޕ

ߘߎߢޔᶏ㒽ߩ㆑߇߷ߔᓇ㗀ࠍ⏕ߔࠆߚޔ
࿑2.1.12ߣหߓᦼ㑆ߦߟߡޔ⠀↰ߩ᷹ⷰὐࠍ࿐
4ᩰሶߩ߁ߜޔ⠀↰ߦᦨ߽ㄭ㒽ߩᩰሶ㧔࿑2.1.15㧕
ߣ᧲ߩߘޔߦ㓞ធߔࠆᶏߩᩰሶ㧔࿑2.1.16㧕ߦߘ
ࠇߙࠇ⌕⋡ߒޔ2010ᐕߩ੍ႎᤨ㑆Ფߩᐔဋ⺋Ꮕࠍ᳞
ߚޕ࿑߆ࠄLAߩ੍ႎೋᦼߩࡃࠗࠕࠬߩᷫዋߪޔ㒽
ᩰሶߢ㗼⪺ߢࠆߎߣޔᶏᩰሶߪޔLFM,MSMߣ߽
ߦࡃࠗࠕࠬ߇ዊߐߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߎߩߎߣ߆ࠄߕ߹ޔ⠀↰ߩ᷹ⷰ࠺࠲߇࡞࠺ࡕޔ
ߩᶏᩰሶߩ୯ߦㄭߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߚߩߘޕ㘑ㅦ
ߩᒙ㒽ᩰሶߩ᷹ⷰ࠺࠲ߢߪ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ᄢ߈
ߊߥߞߡ߅ࠅޔ߇ߣߎߩߎޔᐔේ㧔2010㧕ߣߪࡃࠗ
ࠕࠬะ߇⇣ߥࠆⷐ࿃ߢࠆߣᕁࠊࠇࠆޕLAߢߪޔ
ߎߩะࠍฃߌߡߦ․ޔ㒽ߢ㘑ㅦࠍᒝࠆะߩ
ୃᱜ߇ട߃ࠄࠇࠆߚ੍ޔႎೋᦼߩࡃࠗࠕࠬߪዊߐ
ߊߥࠆ߇ޔLFMߦࠃࠆ੍ႎ߇ᆎ߹ࠆߣࡕ࠺࡞ߩ႐ߦ
ᕆㅦߦㆡᔕߒ☻ޔᐲߩᄢ߈㒽ᩰሶߢߪ੍ႎೋᦼߩ
⍴ᤨ㑆ߦࡃࠗࠕࠬߪᕆㅦߦᄢ߈ߊߥࠆ㧔ᐔේ 2010㧕ޕ
ߘߩ⚿ᨐޔ࿑2.1.15ߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ੍ޔႎ㐿ᆎ߆
ࠄ1ᤨ㑆ᓟએ㒠ߢߪLFMߣMSMߩࡃࠗࠕࠬߦߪ߶
ߣࠎߤ㆑߇ࠄࠇߥߊߥࠆ৻ޕᣇޔᶏᩰሶߢߪ
LFMߣMSMߦࡃࠗࠕࠬߩ㆑ߪ߶ߣࠎߤߺࠄࠇߥ
߇ⷰޔ᷹ὐߦㄭMSMߩᶏᩰሶߩ߁ߜ㒽ߩᓇ㗀
ࠍࠃࠅᄙߊฃߌࠆᩰሶߢߪࠆߥߣࠬࠕࠗࡃ⽶ޔะ
߇ࠄࠇߚ㧔࿑⇛㧕ޕ࿑2.1.12ߢో⊛ߦMSMߩࡃ
ࠗࠕࠬ߇ᄢ߈ߊߥߞߡࠆߩߪߩߎޔᶏᩰሶߩᓇ㗀
ߦࠃࠆ߽ߩߢߞߚޕ

࿑2.1.15 ࿑2.1.12ߣหߓߒߛߚޕ⠀↰ࠍ࿐ࡕ࠺࡞
ᩰሶ4ὐߩ߁ߜ᷹ⷰὐࠍᩰሶ㧔㒽㧕߇ኻ⽎❑ޕ
ゲߩනߪktߪ⿒ޕLFMߪ✛ޔMSMߩ᷹ⷰ୯
ߦኻߔࠆࡃࠗࠕࠬࠍߔޕ

ߎߩࠃ߁ߦޔ⠀↰ߩࠃ߁ߦᴪጯㇱߦ⟎ߔࠆⓨ᷼
ߩὐ੍ႎ↪ߩᢙ୯੍ႎࡊࡠ࠳ࠢ࠻ᚑߦ↪ߔ
ࠆ႐วߪߩ࡞࠺ࡕޔᶏ㒽ߩ㆑ߦࠃࠆⷐ⚛ߩ੍
ႎ․ᕈࠍචಽߦᛠីߒߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆޕ

䋨㪉䋩㩷 㘑ะᄌൻ䈮⌕⋡䈚䈢ᬌ⸽㩷
㘧ⴕ႐ઃㄭߩ㘑ะߪ⥶ޔⓨᯏߩ㔌⌕㒽ߦ↪ߔࠆ
Ṗ〝ߩቯߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆޔߚߩߎޕ㘑
ะᄌൻࠍ೨ߦ੍᷹ߔࠆߎߣߪޔㆇⴕ⸘↹↪ߢ
ࠆޔߚ߹ޕ㘑ㅦߣห᭽ߦ㘑ะߩᕆᄌߪޔ㔌⌕㒽ᤨ
ߩోㆇ⥶ߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߚޔ㘑ะᕆᄌߩ೨੍
᷹ߦ⾗ߔࠆᢙ୯੍ႎߦၮߠߊᖱႎ߽᳞ࠄࠇߡ
ࠆޔߪߢߎߎޕ⠀↰ὐߢߚLFMߩ㘑ะߩ੍
ႎ․ᕈߦߟߡ⺞ᩏߒߚ⚿ᨐࠍ⸥ㅀߔࠆޕ
䋨㪸䋩㩷 ᬌ⸽ᣇᴺ㩷
ᧄ㗄ߢ߽⥶ޔⓨ᳇⽎᷹ⷰㅢႎߦࠃࠆታᴫ߅ࠃ
߮MSMߣߩᲧセߦࠃߞߡޔ⠀↰ߦ߅ߌࠆLFMߩ㘑
ะᄌൻߩ੍᷹․ᕈࠍ⺞ᩏߔࠆޕએਅߢߪޔLFMߣ
MSMߦ߅ߌࠆޟ㘑ะᄌൻ⥶ޔࠍޠⓨ᳇⽎᷹ⷰߦ߅
ߌࠆㅢႎߩቯ⟵ࠍෳ⠨ߦޔ30ಽ㑆㓒ߩᩰሶὐ୯ߦ
߅ߡޔ೨30ಽ୯ߣߩ㘑ะᏅ߇60ᐲએߢࠆߣቯ
⟵ߔࠆޕᒙ㘑ᤨߩ㘑ะᄌൻࠍ㒰ᄖߔࠆߚ㘑ㅦߪ
3ktએࠍ᧦ઙߣߔࠆࠅࠃࠇߎޕ⍴ᤨ㑆㑆㓒ߩ㘑
ะᄌൻࠍ߁⽎߽⥶ޔⓨᯏߩోㆇ⥶㊀ⷐߢ
ࠆ߇ߪߢߎߎޔขࠅߍߕޔᓟߩ⺖㗴ߣߒߚޕ
⠀↰ὐߦ߅ߡޔLFMߢ㘑ะᄌൻ߇ࠄࠇߚ
ࠍޔ2010ᐕ1-12ߩ1ᐕ㑆ߦߟߡ⺞ᩏߒߚޕ
LFMߩ㘑ะᄌൻ߇੍ႎᤨ㑆㧔੍ႎೋᦼᤨೞ߆ࠄ9ᤨ
㑆㧕ౝߦሽߒߚೋᦼᤨೞࠍޟߡߒߣޠᢙ߃ߚ
႐วޔ65߇ᒰߒߚޕห᭽ߩ᧦ઙߢߚߣ߈ߦޔ
MSMߢ㘑ะᄌൻ߇ࠄࠇߚߩߪ22ߢߞߚޕ
ߜߥߺߦޔหߓ᧦ઙߢ⥶ⓨ᳇⽎᷹ⷰㅢႎߦ߅ߌࠆ
ޟ㘑ะᄌൻޔࠈߎߣߚߒ⏕ࠍޠ248ᤨೞ߇ᒰߒޔ
ߎࠇࠍLFMߩ੍ႎ߇ߞߚޟߦޠᤋߐߖࠆߣޔ
421ߣߥࠆ․ߪߢߎߎޔ߅ߥޕ㘧ⴕ႐ታᴫ᳇
⽎ㅢႎ㧔SPECIႎ㧕߿㘑ะਇቯߪ㒰ᄖߒߡࠆޕ
ߎߎߢޔ㘑ะᄌൻ߇᷹ⷰߐࠇߚߩ߁ߜޔLFM
ߢ㘑ะᄌൻ߇ߺࠄࠇߚߩߪ38ޔMSMߢߪ17
ߢߞߚޕએਅߢߪޔLFMߣMSMߩਔᣇߢ㘑ะ
ᄌൻ߇ࠄࠇߚ੍ႎߩ․ᓽߦߟߡㅀߴࠆޕ
䋨㪹䋩㩷 ో⥸⊛䈭․ᓽ㩷
㘑ะᄌൻ߇ૐ᳇߿೨✢ߥߤߩᄢⷙᮨߥ႐ߩᓇ
㗀ߦࠃߞߡ߽ߚࠄߐࠇࠆ႐วߪޔߨLFMߪMSM
ߣૃߚ㘑ะᄌൻߩ੍ႎ․ᕈࠍ␜ߒߡߚޔߦ․ޕኙ
಄೨✢ߥߤߦ߁᧤✢ߩㅢㆊߦߟߡ
ߪޔLFMޔMSMߣ߽᷹ⷰߐࠇߚ㘑ะᄌൻߣߩኻᔕ
ߪ⦟߆ߞߚޔߜ߁ߩߎޕ㒠᳓ࠍ߁႐วޔLFMߩᣇ
߇ޔMSMࠃࠅ߽᷹ⷰߦㄭ㘑ะᄌൻࠍ␜ߒޔ㒠᳓

࿑2.1.16 ࿑2.1.15ߣหߓߒߛߚޕ⠀↰ࠍ࿐ࡕ࠺࡞
ᩰሶ4ὐߩ߁ߜޔ࿑2.1.15ߩ᧲ߦ㓞ធߔࠆᩰሶ
㧔ᶏ㧕߇ኻ⽎ޕ
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੍ᗐߒߚޕ
ߎߩߢߪ੍ޔႎೋᦼᤨೞߦ߅ߡޔ᳇᷷
ߩಽᏓ╬߇LFMߩᣇ߇᷹ⷰߦㄭߎߣ߆ࠄ㧔࿑⇛㧕ޔ
LAߦ߅ߡⷰࠬ࠳ࡔࠕޔ᷹࠺࠲ࠍหൻߒߡࠆല
ᨐ߇ߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

♽ߩ߇⦟߇ࠄࠇߚޕ
৻ᣇޔᄐቄߩ㜞᳇ౝߢߩᾲ㔗߿ޔኙ಄೨✢೨
㕙ߩᥦḨᵹ႐ߥߤߦࠃࠆਇቯ㒠᳓ߢߪޔ㒠᳓
ߩ⟎ߕࠇߦࠃߞߡޔߚ߹ޔบ㘑ߦ߁㒠᳓♽ߩᒝ
ᐲ߿ᒻ⁁ߥߤߢߪ⦟੍ႎࠍߒߡࠆ႐ว߽ࠇߘޔ
߇⠀↰ઃㄭࠍㅢㆊߔࠆ࠲ࠗࡒࡦࠣߩߕࠇߥߤߦࠃ
ߞߡⷰޔ᷹ߣߪ⇣ߥࠆ㘑ะࠍ␜ߔ߽ࠄࠇߚޕ
ߎߩ․ᓽߪޔ᳁ኅ㧔2009㧕ߢႎ๔ߐࠇߡࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔLFMߩ㘑ะᄌൻߩ੍᷹․ᕈߪޔ㒠᳓
♽ࠍ߁᳇⽎႐ߩ੍᷹⚿ᨐߦᄢ߈ߊଐሽߔࠆะ
߇ߺࠄࠇߚޕએਅߦ․ߩࠄࠇߘޔᓽࠍ␜ߔࠍ⚫
ߔࠆޕ

䋨㪺䋩㩷 㪤㪪㪤䈫Ყセ䈚䈩㪣㪝㪤䈱䈏⦟䈇㩷
✚ⷰ႐ߢ೨✢߇⸃ᨆߐࠇߡߥ႐วߢߞߡ
߽ޔ㒠᳓߿᷷ᐲᐲࠍ߁ߥߤޔ᧤✢߇⍎
ߥߦ߅ߡߪޔLFM߇MSMߣᲧߴߡ᷹ⷰߣߩ
ኻᔕ߇ะߒߚ߇ࠄࠇߚޕ᧤✢ߩㅢㆊߦ
ࠃࠆ㘑ะ㘑ㅦߩᄌൻ߇⥶ޔⓨᯏߩㆇ⥶ߦᓇ㗀ࠍ
߷ߒߚߪ┻ޔਯౝਛጊ㧔2008㧕ߢ߽␜ߐࠇߡ
ࠆޔߪߢߎߎޕ2010ᐕ724ᣣ06UTCೋᦼ୯ߩ⚿ᨐ
ࠍขࠅߍࠆޔߪࠇߎޕ࿑2.1.17ߢ␜ߔࠃ߁ߦޔർ
ᣣᧄࠍ᳇ߩ⼱߇ㅢㆊߔࠆ㓙ߦޔ㒠᳓ࠍߞߚ
᧤✢߇㑐᧲ᣇࠍㅢㆊߒߚߢޔ⠀↰ߢߪ㘑ㅦ
27ktߩࠟࠬ࠻ޔ߮⪭㔗߇᷹ⷰㅢႎߐࠇߚޕ
࿑2.1.18ߪޔ⠀↰ߦ߅ߌࠆ㘑ߩᤨ♽ߩᲧセ
ࠍ␜ߔޕLFMߢߪ᷹ⷰߣห᭽ߦޔ12UTC㗃ߦධ߆
ࠄർࠃࠅߦ㘑ะ߇ᄌൻߒߡࠆ߇ޔMSMߢߪ㘑ะ
ᄌൻߪ੍ᗐߐࠇߡߥߩߎޕߦߟߡߪޔ
MSMߪ㒠᳓♽߿ߘࠇߦ߁⍎ߥ᧤✢ߩ
߇චಽߢߪߥߊ㧔࿑2.1.19aޔ࿑2.1.19c㧕ޔ
᧤✢ߩㅢㆊߦ߁㘑ะᄌൻࠍ੍ᗐߔࠆߎߣ߇ߢ߈
ߥ߆ߞߚޕLFM㧔࿑2.1.19b㧕ߪኻᾖ⊛ߦⷰޔ᷹ߦ
ㄭ㒠᳓♽߿ߘࠇߦ߁᧤✢ߣߩߘޔផ⒖ࠍ
(a)

࿑ 2.1.17

ᄤ᳇࿑㧔2010 ᐕ 7  24 ᣣ 9 ᤨ㧕

࿑2.1.18 2010ᐕ724ᣣ06-15UTC⠀↰ߩ㘑ะ
㘑ㅦᤨ♽ޕ㐳⍫⠀ᩮߪ10ktޔ⍴⍫⠀ᩮߪ5ktߩ㘑
ㅦࠍߔޕ:METARႎޔ࿑ਛ⿒ߩGߪSPECIႎߢ
ࠟࠬ࠻ߩㅢႎ߇ߞߚᤨೞࠍ␜ߔޕਛ:LFMᤨ♽ޕ
ਅ:MSMᤨ♽ޕ

(b)

(c)

OBS

LFM

MSM

࿑2.1.19 2010ᐕ724ᣣ12UTCߦ߅ߌࠆ(a)⸃ᨆ㔎㊂1ᤨ㑆୯mm/hࠬ࠳ࡔࠕޔ᳇᷷͠ޔ㘑ะ㘑ㅦޕ࿑ਛߩශ
ߪޔ⠀↰ὐࠍ␜ߔ( ޕb) LFM( 2010ᐕ724ᣣ06UTCೋᦼ୯,FT=6)ޔ㘑ะ㘑ㅦ╬ޔ୯✢(⿒)ߪᮡ㜞ᱜߐ
ࠇߚ᳇᷷ޔ೨1ᤨ㑆㒠᳓㊂(ޕc) MSM( 2010ᐕ724ᣣ06UTCೋᦼ୯,FT=6)ޔ㘑ะ㘑ㅦ╬ޔ୯✢(⿒)ߪᮡ
㜞ᱜߐࠇߚ᳇᷷ޔ೨1ᤨ㑆㒠᳓㊂߅ߥޕ㘑ะ㘑ㅦߩ㐳⍫⠀ᩮߪ10ktޔ⍴⍫⠀ᩮߪ5ktࠍߔޕ
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䋨㪻䋩㩷 㪤㪪㪤䈫Ყセ䈚䈩㪣㪝㪤䈱䈏⦟䈒䈭䈇㩷
⠀↰ὐߦ߅ߡޔLFMߩᣇ߇㘑ะᄌൻߩ࠲ࠗࡒ
ࡦࠣ߇⦟ߊߥ߆ߞߚߣߒߡޔ࿑2.1.20ߦ2010ᐕ9
8ᣣ03UTCೋᦼ୯ߩࠍ␜ߔᧄޔߪࠇߎޕᎺߦ
㒽ߒߚบ㘑╙9ภߩᓇ㗀ߦࠃࠆᒝ㔎ߢࠆޕ
࿑2.1.21ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔLFMߪ07-08UTCߦ߆ߌߡ
᷹ⷰߢߺࠄࠇߚ㘑ะᄌൻࠍ੍ႎߢ߈ߡ߅ࠄߕⷰޔ᷹
߆ࠄㆃࠇߡ09-10UTC㗃ߦ੍ႎߒߡࠆޕ
⠀ ↰ ߢ 㘑 ะ ᄌ ൻ ߇ ⷰ ᷹ ߐ ࠇ ߚ 2010 ᐕ 9  8 ᣣ
08UTCߩ᷹ⷰࠍ࿑2.1.22aߦ␜ߔޕบ㘑ߦ߁ⶄᢙ
ߩ㒠᳓♽߇㑐᧲ධㇱ߆ࠄ㕒ጟߦ߆ߌߡࠄࠇޔᄹ
Ꮉㇱߣ᧲ޔ੩ḧઃㄭߦ․ߦᒝ㒠᳓߇᷹ⷰߐࠇߡ
ࠆޕ⠀↰ߩ㘑ะᄌൻߪߎߩ㒠᳓♽ߩㅢㆊߦࠃࠅ߽
ߚࠄߐࠇߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
LFMߩ੍ႎ⚿ᨐ㧔࿑2.1.22b㧕ߢߪޔ㒠᳓♽ߩ੍
ႎߪޔMSM㧔࿑2.1.22c㧕ߣᲧߴߡޔ㒠᳓ᒝᐲᒻ
⁁ߣ߽ߦ᷹ⷰߦㄭ߇ޔ㒠᳓♽ߩ⟎߇߿߿ർߦߕ
ࠇߡ߅ࠅ߇ࠇߎޔ⠀↰ὐߢߩ㘑ะᄌൻߩ࠲ࠗࡒࡦ
ࠣߩߕࠇߩේ࿃ߣߥߞߡࠆ৻ޕᣇޔMSMߢߪ㒠
᳓♽ߩᒝᐲᒻ⁁ߪ᷹ⷰߣ߆ߌ㔌ࠇߡࠆ߽ߩߩޔ
㒠᳓♽ߩ⟎߇᷹ⷰߦㄭߚߦⷰޔ᷹ߢࠄࠇߚ
㘑ะᄌൻߩ࠲ࠗࡒࡦࠣࠍ⦟ߊ੍ႎ᧪ߚߣᕁࠊࠇ
ࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕ㒠᳓♽߇ሽߔࠆ႐วޔὐߦ߅
ߌࠆ㘑ะߩᄌൻߪޔ㒠᳓♽ߩ⟎߿ᤨ㑆ߦᄢ߈ߊଐ
ሽߔࠆߎߣ߇ᄙ⊒↢⊒ߩߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㆐
ߔࠆ႐ᚲ߿࠲ࠗࡒࡦࠣߦߪਇ⏕ታᕈ߇ࠆߚߘޔ
ߩ⟎ߕࠇ߿࠲ࠗࡒࡦࠣߩߕࠇߦ⇐ᗧߔࠆᔅⷐ߇
ࠆޕ

࿑ 2.1.20 ᄤ᳇࿑㧔2010 ᐕ 9  8 ᣣ 9 ᤨ㧕

࿑2.1.21 2010ᐕ98ᣣ03-12UTCߩ⠀↰ߩ㘑
ะ㘑ㅦᤨ♽ޕ㐳⠀ᩮ10ktޔ⍴⠀ᩮ5ktߩ㘑ㅦࠍ
ߔޕ:METARႎ/SPECIႎޔ࿑ਛߩ⿒ߩGߪ
SPECIႎਛߢࠟࠬ࠻߇ޔ㤛⦡ߩVߪ㘑ะᄌൻߩㅢႎ
߇ߞߚᤨೞࠍ␜ߔޕਛ:LFMᤨ♽ޕਅ:MSMᤨ
♽ޕ

䋨㪊䋩㩷 䉁䈫䉄㩷
LFMߩ㘧ⴕ႐੍ႎᡰេ⾗ᢱߣߒߡߩ੍ႎ․ᕈࠍ
ᛠីߔࠆߚߦޔߕ߹ޔ⠀↰ὐߩઃㄭߩ㘑
ะ㘑ㅦߦ⌕⋡ߒߚ⺞ᩏࠍⴕߞߚޕ㒽ᩰሶߩߺࠍ
ኻ⽎ߣߒߚߎࠇ߹ߢߩᬌ⸽⚿ᨐߣ⇣ߥࠅⷰޔ᷹ߣᲧ
セߒߚ㓙ߩࡃࠗࠕࠬߩะ߿ߩࠬࠕࠗࡃޔᣣᄌൻ߇

(a)

ᓥ᧪ߩᬌ⸽⚿ᨐߣߪㅒߩ⚿ᨐߣߥߞߚⷰޔߪࠇߎޕ
᷹࠺࠲߇☻ޔᐲ߇ዊߐߊ㘑߇ᒝะߣߥࠆࡕ࠺
࡞ߩᶏᩰሶߩ୯ߦㄭߊ⋧ޔኻ⊛ߦ㘑ߩᒙ㒽ᩰሶߢ
⽶ࡃࠗࠕࠬߩะߣߥࠆߚߢߞߚޔߚ߹ޕหߓ
ᶏᩰሶߢ߽㒽ᩰሶߦ࿐߹ࠇߡߘߩᓇ㗀ࠍฃߌ߿ߔ

(b)

(c)

LFM

OBS

MSM

࿑2.1.22 ࿑2.1.19 ߣหߓߒߛߚޔ2010ᐕ98ᣣ08UTCߦ߅ߌࠆ(ޔa)⸃ᨆ㔎㊂1ᤨ㑆୯mm/hࠬ࠳ࡔࠕޔ᳇᷷͠ޔ
㘑ะ㘑ㅦ(ޔb) LFM(2010ᐕ98ᣣ03UTCೋᦼ୯,FT=5)( ޔc) MSM(2010ᐕ98ᣣ03UTCೋᦼ୯,FT=5)ޕ
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ߣߎࠈߢߪ㘑߇ᒙߊߥࠆะ߽ࠄࠇߚࠃߩߎޕ
߁ߦޔ⠀↰ߩࠃ߁ߦᶏߦㄭὐߢߪߩ࡞࠺ࡕޔᶏ
㒽ߩ㆑ߦࠃࠆⷐ⚛ߩ੍ႎ․ᕈࠍᛠីߔࠆᔅ
ⷐᕈ߇␜ໂߐࠇߚޕ㘑ะᄌൻߩ੍ႎ․ᕈߦߟߡߪޔ
ߘߩ⚿ᨐ߇㒠᳓♽ߩ੍᷹⚿ᨐߦᄢ߈ߊଐሽߔࠆ․
ᓽ߇ࠄߚߡ⏕ߢ߈ߚޕ

㪉㪅㪈㪅㪌㩷 䉁䈫䉄䈫ᓟ䈱⺖㗴㩷
⹜㛎ㆇ↪ᦼ㑆ࠍࠎߛㅢᐕߩLFMߩ੍ႎࠍⴕޔ
⚿ᨐࠍ⛔⸘⊛ߦ⸃ᨆߒߚߣߎࠈࠠ࠹ୃ⎇ߢ߹ࠇߎޔ
ࠬ࠻ߥߤߢႎ๔ߒߡ߈ߚᒝ㒠᳓ߩㆊᄙߥߤߩ੍
ႎ․ᕈ߇ޔቄ▵ߢ⋧㆑߇ࠆ߽ߩߩะߣߒߡߪᐕ
㑆ࠍㅢߓߚ߽ߩߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
߹ߚޔ᳇㈩⟎ߦಽ㘃ߒߚ⛔⸘ᬌ⸽ࠍⴕߞߚ⚿
ᨐޔLFMߩ㒠᳓੍ႎ․ᕈߦ᳇⽎႐ߦࠃࠆ㆑߇ࠄ
ࠇޔᒝ㒠᳓ߩㆊᄙ߇․ߦ߈߿ߔ႐߇ࠆߎߣ
ߥߤ߇ࠊ߆ߞߚޕ࿁ⴕߞߚಽ㘃ߩਛߢޔᄥᐔᵗ㜞
᳇ਅߦࠆᄐဳߢߪޔᣣਛߩᒝ㔎ߩ੍ႎ♖ᐲߦ㑐
ߒߡMSMࠃࠅఝࠇߡࠆߎߣ߿ޔᬌ⸽ᩰሶࠍᐢߊ
ߣࠇ߫ߘߩఝᕈ߇㗼⪺ߦߥࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚߔޕ
ߥࠊߜࠆޔ⒟ᐲߩ⟎ߕࠇࠍㄟߣޔLFMߪᄐ
ဳߦ߅ߌࠆᒝ㔎ߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ࠍᝒ߃ࠆߩߦല
ߢࠆߣ⸒߃ࠆޕ
MSMߦኻߔࠆߐࠄߥࠆఝᕈࠍ␜ߔߚޔኻᵹ
ᕈ㒠᳓ߩߦ⛉ߞߡಽᨆࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔ
LFMߪᣣਛߩኻᵹᕈ㒠᳓ߦࠃࠆᒝ㔎ߩᤨ㑆ᄌൻࠍ
ࠃߊ੍ႎߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߒ߆ߒޕೋᦼᤨೞ
ߦಽᨆߒߡߺࠆߣೋᦼᤨೞ߇ᄕᣇߦㄭߠߊ߶ߤޔ
ታߩኻᵹᵴേߩ⋓ᦼߪㆊ߉ߡࠆߦ߽߆߆ࠊࠄ
ߕࠅࠃޔᒝ㒠᳓ࠍ੍ႎߔࠆะ߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆
ߞߚޔߚ߹ޕ᳇᷷ߦ㑐ߒߡߪᣣਛߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ
߇㗼⪺ߢࠅޔᾲ⊛ਇቯߦࠃࠆኻᵹᵴേࠍ㚟േߔ
ࠆߩߦචಽ㕙߇᷷߹ߞߡߥ႐ว߇ࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆߚߩߘޕታᴫߢỗߒኻᵹᵴേ߇ࠆ
႐วߢ߽LFM߇߶ߣࠎߤ੍ႎߒߥ߇ሽߔ
ࠆޕ
ࡕ࠺࡞ߩਛߢ᳇᷷߇චಽߒߡߥߩ
ߦᄕᣇએ㒠ߩኻᵹᵴേ߇ᵴ⊒ߦߥࠆߩߪ⍦⋫ߒߡ
ࠆࠃ߁ߦ߃ࠆ߇࡞࠺ࡕޕẜਇቯߥᚑጀࠍ㐳
ߊᜬߒ⛯ߌߡࠆߩ߆߽ߒࠇߥߒߪࠆޔೋ
ᦼ୯ߦ߅ߡ᷹ⷰ⒟ᐲߩ᳇᷷ࠍᜬߞߡࠆߎ
ߣ߇㑐ଥࠆߩ߆߽ߒࠇߥޔ߽ߡߒߦࠇߕޕLA
ߢࠄࠇࠆೋᦼ୯߽ߡኻᵹᵴേߦ߁ᚑጀ⁁
ᘒߩᄌൻࠍߚ⚦ߥಽᨆ߿ޔ᳇᷷ߩ᷷ࠍ
ᅹߍߡࠆේ࿃ߩ⺞ᩏߥߤㅴߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ
߹ߚޔ㒐ἴᖱႎߦ⾗ߔࠆߚߩ⍴ᤨ㑆ᒝ㔎ߦ㑐ߔ
ࠆᬌ⸽ߛߌߢߥߊ⥶ޔⓨᯏߩోㆇ⥶ߦߣߞߡࠃࠅ
㊀ⷐߥޔ㘑ะᕆᄌߩ੍᷹น⢻ᕈߦߟߡߩ⚦ߥᬌ
⸽ࠍㅴߡߊߎߣ߽㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆޕ
࿁ޔ1ᣣ8࿁ߩ⹜㛎ㆇ↪ࠍᐕ㑆ㅢߓߡታᣉߒߚߎ
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2.2 観測データ未入電時におけるガイダンスの精度1

タが未入電となったと仮定した実験を行った。本節
ではその結果を報告する。

2.2.1 はじめに
平成23年（2011年）東日本大震災の際に東北地方
の太平洋沿岸のアメダス地点の多くが被災し、長期
にわたって観測値が欠測となった。ガイダンスには
観測値を元に予測式を日々最適化しているものが多
くある（付録Aを参照）
。観測データが途絶えるとこ
れらのガイダンスの予測式は最適化されず、観測デ
ータが途絶える前の予測式を用いた予測を継続する
こととなる。このことがガイダンスの精度にどの程
度影響するかが懸念される。
観測データが未入電となることによるガイダンス
の精度への影響を調べるため、東日本大震災と同じ
季節にあたる平成22年（2010年）の3月から翌年７
月までの16か月間、全国のアメダス地点の観測デー

2.2.2 調査方法
実験では、平成22年（2010年）3月11日以降、全
国のアメダス地点のデータが未入電となったと仮定
して平成23年（2011年）7月までの16か月間のガイ
ダンスを作成した。風ガイダンス（MSM定時風ガ
イダンス、MSM最大風速ガイダンス）
、気温ガイダ
ンス（MSM最高・最低気温ガイダンス）を対象に、
同期間のルーチンのガイダンスの結果との精度を比
較した。以降、実験の結果をtest、ルーチンの結果
をcntlとする。検証結果は03UTC初期値の結果を紹
介する。

図 2.2.1 定時風ガイダンスの風速の初期時刻別の RMSE の時系列図。赤は test、青は cntl、緑は mdl（MSM の予測
値）を表示している。太線は 30 日移動平均。縦軸の単位は m/s。a は 2010 年 5 月 1 日、b は 2010 年 10 月 1 日、
c は 2011 年 5 月 1 日を示す。

図 2.2.2 定時風ガイダンスの風向の初期時刻別の RMSE の時系列図。赤は test、青は cntl、緑は mdl（MSM の予測
値）を表示している。太線は 30 日移動平均。縦軸の単位は度。a は 2010 年 5 月 1 日、b は 2010 年 10 月 1 日、c
は 2011 年 5 月 1 日を示す。
1

小泉 友延、後藤 尚親
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図 2.2.3 最高気温の RMSE 時系列グラフ。赤は test、青は cntl、、緑は mdl(MSM の予測値)を表示している。太線
は 30 日移動平均。縦軸の単位は℃。a は 2010 年 6 月 1 日、b は 2010 年 10 月 1 日、c は 2011 年 6 月 1 日を示す。

図 2.2.4 最低気温の RMSE 時系列グラフ。赤は test、青は cntl、、緑は mdl(MSM の予測値)を表示している。太線
は 30 日移動平均。縦軸の単位は℃。a は 2010 年 6 月 1 日、b は 2010 年 10 月 1 日、c は 2011 年 6 月 1 日を示す。

2.2.3 調査結果

のようにtestとcntlとの精度の差に季節変化が見ら
れたが実験期間を通じてtestはMSMの予測値より
も精度はよかった。最大風速ガイダンスについても
同様の結果であった（図は省略）
。
testとcntlとの精度の差に季節変化が見られたの
は、観測データが途絶えて予測式の最適化が停止し
たことにより、予測式がモデルのバイアスの季節変
化に対応できなくなったためと考えられる。一方、
予測式の最適化が正常に行われていたcntlは、モデ
ルのバイアスの季節変化に対応し、1年を通じて良
い精度を維持することができた。

（1） 風ガイダンス
風ガイダンスでは、初期時刻ごとに全アメダス地
点のFT=1～24までの予測と観測結果から風向と風
速のRMSEを求めて精度を検証した。
図2.2.1は、定時風ガイダンスとMSM地上風の風
速のRMSEの時系列グラフである。同様に図2.2.2は
風向のRMSEの時系列グラフである。なお、MSM
地上風はアメダス地点に最も近い格子の値で検証し
た。風速、風向ともに、観測データが未入電となっ
てからしばらくはcntlとtestとの差はほとんど見ら
れないが、季節の変わり目となる5月頃（図2.2.1、
図2.2.2のa）からtestとcntlとの精度の差が大きくな
った。季節が夏から秋に変わり10月（図2.2.1、図
2.2.2のb）になると再びtestとcntlとの精度の差は小
さくなり、翌年の5月頃（図2.2.1、図2.2.2のc）にな
るとまたtestとcntlとの精度の差が大きくなった。こ

（2）気温ガイダンス
気温ガイダンスでは、初期値ごとに全アメダス地
点の翌日の予測と観測結果から最高気温と最低気温
のRMSEを求めて精度を検証した。
図2.2.3は、最高気温のRMSEの時系列グラフであ
る。同様に図2.2.4は最低気温のRMSEの時系列グラ
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フである。なお、MSM地上気温はアメダス地点に
最も近い周囲4格子を内挿した値で検証した。最高
気温、最低気温ともに、観測データが未入電となっ
てから季節の変わり目となる5月頃まではtestは
mdlに比べて精度が高いことを確認出来たが、6月頃
（図2.2.3、図2.2.4のa）になるとtestの精度がmdl
の精度より悪くなった。季節が夏から秋に変わり10
月（図2.2.3、図2.2.4のb）になると再びtestの精度
がmdlの精度を上回るようになり、翌年の6月頃（図
2.2.3、図2.2.4のc）になると再びtestはmdlに比べて
精度が悪くなった。
この実験のようにtestの精度に季節変化が見られ
たのは、予測式の係数が固定されているため、モデ
ルの気温や風系のバイアス傾向が変化することに対
応できず、精度が悪くなったことが考えられる。一
方、係数更新が正常に行われているcntlについては
季節変化に伴い係数を適切に更新するため1年を通
じて良い精度を維持していることも確認できた。

2.2.4 まとめ
調査の結果から、観測データが未入電となった場
合のガイダンスの精度は、データが未入電となった
期間よりも季節に依存することがわかった。観測デ
ータが未入電となっても、季節に変化がない期間で
あればガイダンスはある程度の精度を維持するが、
季節が変わると精度が悪くなり、気温ガイダンスで
はMSMの予測値よりも精度が悪くなる時期があっ
た。これは観測データが未入電となることによりガ
イダンスの予測式の日々の最適化ができなくなり、
ガイダンスの予測式が数値予報モデルのバイアスの
季節変化に対応できなくなったためと考えられる。
実験のように１年以上にわたって観測データが未
入電となることは想定し難いことであるが、短期間
であっても季節の変わり目を含む場合はガイダンス
の精度が維持されない場合がある。観測データが継
続して未入電となっている地点がある場合は、周辺
の地点の予測値と比較することにより該当地点のガ
イダンスの予測値が妥当であるかを確認しながら利
用することが望ましい。
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第３章 第９世代数値解析予報システム
3.1 概要1
本章では2012年(平成24年)中に予定されている
スーパーコンピュータシステム更新(以下、計算機更
新)に伴い稼働を開始する第9世代数値解析予報シス
テム(NAPS9) の概要について述べる。なお計算機
更新については現在のところ2012年(平成24年)の
稼働開始を予定している。
本節ではNAPS9の概要について述べる。より詳細
について、第3.2節では数値解析予報システムの開発
計画、第3.3節ではアプリケーションの開発計画を、
それぞれ紹介する。第3.4節では導入するスーパーコ
ンピュータシステムについて、述べる。

して利用する局地モデルの精度向上を目的に、予報
領域を拡大する。さらに飛行場予報の支援を強化す
るために、予報時間をこれまでの15時間・33時間を
1日3回ずつ交互に実行する仕様から、すべての初期
時刻について36時間に変更する。また物理過程の改
善やデータ同化の高度化による精度向上を目的に、
鉛直層数を50層から75層に増強する。
また更新を機に本運用を開始する局地モデル
(LFM)については、東京国際空港を離着陸する航空
機の運航支援をはじめとする予報作業を支援でき
るように予報領域を日本全体に拡大し、実行頻度を
3時間毎（1日8回）から毎時（1日24回）に高める。
全球モデル(GSM)について、水平解像度は20km
相当のまま変更しないものの、メソモデルと同様、
物理過程の改善やデータ同化の高度化による精度
向上を目的に、鉛直層数を60層から100層に増強す
る。
週間アンサンブル予報システム(WEPS)について
は水平分解能は現在の60km相当から40km相当へ、
鉛直層数についても現在の60層から100層へと増強
する。また、実行頻度を1日1回(12UTC初期値)から
1日2回(00UTC,12UTC初期値) に変更するととも
に、メンバー数を見直し、高頻度の資料を提供する
ことによって予報作業の支援を強化する。さらに予
報時間について、一部メンバーについて2週間に延
長し、週間天気予報と1か月予報の2週間目、および
異常天候早期警戒情報を一体的に支援することも
計画している。
台風アンサンブル予報システム(TEPS)について
は、メンバー数を25に増強し予測不確実性情報の精
度向上を図るとともに、週間アンサンブル予報モデ
ルと同様、水平分解能は現在の60km相当から40km
相当へ、鉛直層数についても現在の60層から100層
へと増強する。
メソアンサンブル予報システムについては、
NAPS9導入後開発を本格化させ、NAPS9中に試験
運用を開始する予定である。システムの仕様など詳
細は未定であり、別の機会に報告することとしたい。
アプリケーションについては、予報モデルの変更
にあわせてガイダンスの仕様を変更する。

3.1.1 はじめに
2005年(平成17年)3月に更新された気象衛星セン
ター計算機システム、および2006年(平成18年)3月
に更新された第8世代数値解析予報システム
(NAPS8) (竹内 2005)のスーパーコンピュータは、
予測精度の向上と防災気象情報の高度化を目的と
して、NAPS9へ2012年中の更新を予定している。
中核のスーパーコンピュータの理論ピーク性能は
約850TFlops（テラフロップス）
、すなわち1秒間に
850兆回の浮動小数演算を実行できる性能をもつ。
これは現NAPSの性能と比較して約30倍である。新
旧スーパーコンピュータの比較を表3.1.1に示す。
3.1.2 数値解析予報システム更新の概要
数値解析予報システム更新にあたっては、現在運
用しているモデルや解析などのシステムをそのま
ま移行する。加えて、水平分解能 2km の局地モデ
ル・局地解析の本運用を計算機更新後速やかに開始
する。局地モデルの本運用では当初、現在の試験運
用の仕様（永戸ほか 2010, 本研修テキスト第2.1節）
のまま、すなわち東日本領域を対象として9時間予
報を、3時間毎に1日8回実行する。
アプリケーションについても現在運用している
ものをそのまま移行する予定である。
3.1.3 将来の開発課題
数値解析予報システム更新後、改善に向けた開発
に取り組んでいく。更新１年後を目処に運用する計
画の予報モデル、解析システムの仕様をそれぞれ表
3.1.2, 表3.1.3 に示す。
メソモデル(MSM)については主に北海道・南西諸
島の精度改善と、メソモデル予報値を側面境界値と
1

3.1.4 まとめ
2005年3月に更新された気象衛星センター計算機
システム、および2006年3月に更新された第8世代数
値解析予報システム(NAPS8)について、予測精度の
向上と防災気象情報の高度化を目的として、2012年
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予報部, 1-3.
竹内義明, 2005: 概要. 平成17年度数値予報研修テ
キスト「第8世代数値解析予報システム」, 気象庁
予報部, 1-9

に第9世代数値解析予報システム(NAPS9)への更新
を予定している。
更新と同時に局地モデルの本運用を開始し、東日
本領域を対象とした予測資料の充実を図る。
さらに計算機更新１年後を目処に、メソモデルの
予報領域拡張と予報時間の変更、全球モデルの鉛直
層数増強などさまざまな改良を行うほか、全球関係
のアンサンブル予報の統合やメソアンサンブル予
報システムの試験運用を目指して開発を行ってい
く。
参考文献
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, 2010:
局地モデルの試験運用・局地数値予報システムの
概要. 平成22年度数値予報研修テキスト, 気象庁

項目
機種

最 大 浮 動 小 数点 演 算
速度
主記憶容量
磁気ディスク容量
大容量記憶装置

表 3.1.1 新旧スーパーコンピュータの比較
現スーパーコンピュータ
新スーパーコンピュータ
Hitachi SR16000/M1 （432 ノード）×2
Hitachi SR11000/K1 (80 ノード)×2
（数値予報業務用）
Hitachi SR11000/J1 (50 ノード)×1
（衛星データ処理業務用）
27.5TFlops(10.75TFlops × 2
+ 847TFlops (423.5TFlops×2)
6.08TFlops×1)
13.1Tbyte(5.0Tbyte × 2 + 3.1Tbyte 108.0TByte ( 54.0Tbyte ×2)
×1)
36.2TByte
348TByte
2.0PByte（磁気テープ）
2.9PByte
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台風アンサンブル予報
システム
(TEPS)
60 層（地上～0.1hPa）
00,06,12,18UTC

鉛直層数

初期時刻

11 メンバー

プリミティブ方程式系
60km
640（赤道付近）－48（極付近）×320

支配方程式系
水平解像度
水平格子点数

メンバー数

51 メンバー

メンバー数

132 時間

100 層（地上～0.01hPa）
←
←
←
25 メンバー

SV 法

初期摂動作成手法

SV 法

←
40km
960（赤道付近）－48（極付近）×480

216 時間

予報時間

初期摂動作成手法

00,12UTC
432 時間（13 メンバー）
216 時間（14 メンバー）
←
27 メンバー

12UTC

初期時刻

予報時間

100 層（地上～0.01hPa）

60 層（地上～0.1hPa）

支配方程式系
水平解像度
水平格子点数

週間アンサンブル予報
システム
(WEPS)

鉛直層数

支配方程式系
水平解像度
水平格子点数
鉛直層数
初期時刻
予報時間

全球モデル
(GSM)

表 3.1.2 NAPS 更新前後の予報モデルの比較（太字は変更点）
現予報モデル
新予報モデル
（更新１年後を目処）
プリミティブ方程式系
←
20km
←
1920（赤道付近）－60（極付近）×960 ←
60 層（地上～0.1hPa）
100 層（地上～0.01hPa）
00,06,12,18UTC
←
84 時間(00,06,18UTC)
←
216 時間(12UTC)
プリミティブ方程式系
←
60km
40km
640（赤道付近）－48（極付近）×320 960（赤道付近）－48（極付近）×480

台風進路予報

週間天気予報、異常天候早期警戒情報

短期予報、量的予報、台風予報、週間天
気予報、空域予報
メソモデルの側面境界値

利用目的
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支配方程式系
水平解像度
水平格子点数
鉛直層数
初期時刻
予報時間

支配方程式系
水平解像度
水平格子点数
鉛直層数
初期時刻
予報時間

メソモデル
(MSM)

局地モデル
(LFM)

完全圧縮方程式系
2km
1581×1301
60 層（地上～約 30hPa）
毎正時
9 時間

新予報モデル
（更新１年後を目処）
←
←
817×661
75 層（地上～約 0.1hPa）
←
36 時間

※このほかに、メソアンサンブル予報システムの試験運用を予定している、仕様は未定。

完全圧縮方程式系
5km
721× 577
50 層（地上～約 40hPa）
00,03,06,09,12,15,18,21UTC
15 時間(00,06,12,18UTC)
33 時間(03,09,15,21UTC)
（試験運用。計算機更新後速やかに本
運用開始。）

現予報モデル

航空予報、防災気象情報（降水短時間、
雷、突風を含む）
降灰予測への入力

短期予報、防災気象情報、航空予報、台
風予報（降水、風）
高潮予測、大気汚染予測への入力
局地モデルの側面境界値

利用目的

60
1°
360×181
1層
18UTC

水平解像度

水平格子点数

鉛直層数

解析時刻

←
←
←
←

表 3.1.3 NAPS 更新前後の解析モデルの比較（太字は変更点。括弧内の数字は、解析値と第一推定値の差を計算するために用いる低解像度モデルの仕様）
現解析モデル
新解析モデル
利用目的
（更新１年後を目処）
全球解析
解析手法
4 次元変分法
←
全球モデル、週間・台風アンサンブル予
(GA)
報モデルの初期値
第一推定値
解析時刻の 6 時間前を初期値とする ←
全球モデル予報値
水平解像度（低解像度モデ 20km (60km)
20km (未定)
ルの水平解像度）
水平格子点数（低解像度モ 1920（赤道付近）- 60（極付近）×960 （未定）
デルの水平格子点数）
(640×320)
鉛直層数
60 層（地上～0.1hPa）
100 層（地上～0.01hPa）
解析時刻
00,06,12,18UTC
←
速報解析とサイクル解析を実施
メソ解析
解析手法
4 次元変分法
←
メソモデルの初期値
(MA)
第一推定値
解析時刻の 3 時間前を初期値とする ←
メソモデル予報値
水平解像度（低解像度モデ 5km (15km)
5km (10km)
ルの水平解像度）
水平格子点数（低解像度モ 721×577 （241×193）
817×661 （409×331）
デルの水平格子点数）
鉛直層数
50 層（地上～約 40hPa）
75 層（地上～約 0.1hPa）
解析時刻
00,03,06,09,12,1518,21UTC
←
局地解析
解析手法
（試験運用。計算機更新後速やかに 3 次元変分法
局地モデルの初期値
(LA)
本運用開始。）
第一推定値
解析時刻で利用可能な最新のメソモ
デル予報値
水平解像度
5km
水平格子点数
633×521
鉛直層数
60 層（地上～約 30Pa）
解析時刻
毎正時
全球積雪深解析
解析手法
最適内挿法
全球モデル、週間・台風アンサンブル予
←
報モデルの初期値
第一推定値
気候値と前日の解析値平年差
←

3.2 数値解析予報システム1
3.2.1 数値解析予報システムの改善計画
本節では、計算機更新後に予定している数値解
析予報システムの改善計画を紹介する。
数値解析予報システム(NAPS)では、最新の開
発成果を取り入れ、また入手できる観測データを
速やかに反映させるため、計算機更新後も計画
的・継続的に開発を実施していく。第8世代数値
解析予報システム(NAPS8)から第9世代数値解析
予報システム(NAPS9)への更新後に予定してい
る、あるいは着手が計画されている開発課題のう
ち主要なものについて、予報モデル・解析システ
ムにわけて紹介する。図3.2.1に計算機更新前後の
予報モデルの主な改善計画を示す。
なおここで紹介している開発計画は平成23年
11月現在のものであり、NAPSのスーパーコンピ
ュータ導入スケジュールや開発計画の進捗によ
り、内容やスケジュールが変更になる可能性があ
る。詳細な内容や予報精度への影響については、
来年度以降の研修テキストで報告したい。

の天気予報、台風進路・強度予報、週間天気予報
を高解像度全球モデルで統一的に支援すること
により、一貫した天気予報・量的予報の基盤構築
を行っていく。
鉛直層数増強・モデルトップ引き上げの目的は、
対流圏および成層圏の表現を精緻化することで
あり、後述する全球解析での衛星データのより効
率的な利用とあわせて、全球モデル全体の予報精
度向上を狙っている。このためには全球モデルの
改良として、鉛直格子間隔が細かくなることから、
安定に時間積分ができるように力学過程を改良
する必要がある。さらに境界層、雲、積雲対流、
放射スキーム、陸面など物理過程の改良も実施す
る必要があり、重力波抵抗スキームの見直しを含
めて、検討を進めていく（北川 2009）。図3.2.2
に鉛直レベルの配置案を示す。
海洋混合層結合モデルの導入については、大気
と海洋混合層との相互作用を考慮することによ
り、台風周辺の海面水温低下やそれに伴う海面か
らのフラックスを抑制する効果で台風強度を弱
め、モデルの台風強度予報を改善する効果がある
ことがわかっている。しかし同時に、大気に対す
る影響が相当大きいこともわかっており、上述の
大気の鉛直層数増強・物理過程の改良とあわせて、
慎重に導入を検討していきたいと考えている。
このほかにも、エーロゾル気候値の更新、浅い
対流の導入による降水分布の改善（小森 2009）、
陸面過程の改良などを予定している。また、大気
中下層の上昇流に不自然な波状パターンが見ら

3.2.2 予報モデルの改善計画
(1) 全球モデル(GSM)
全球モデルについては、計算機更新１年後を目
処に、鉛直層数を60層から100層に増強し、鉛直
層のトップは現在の0.1hPa から 0.01hPa に上
げることを計画している。水平解像度や予報時間
など他の仕様は変更せず、引き続き明日、明後日

1
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図 3.2.1 計算機更新に伴う予報モデルの主な改善計画（点線は試験運用）
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海道や南西諸島での予報精度向上を図るととも
に、飛行場予報の支援強化、短期予報支援を充実
させる計画である。メソモデルの予報領域を拡張
することは、さらに内側の局地モデルへより適切
な側面境界値を提供できるメリットもある。
鉛直層数増強・モデルトップを引き上げる目的
は、全球モデルと同様、対流圏および成層圏の表
現を精緻化することで、後述するメソ解析での衛
星データのより効率的な利用とあわせて、メソモ
デル全体の予報精度を向上させることである。
物理過程については、全球モデルと同様に、デ
ータ同化の特性把握や観測データとの評価検証
を総合的に実施し、鉛直層数増強とあわせて進め
ていく。このうち、メソモデルの主要な役割の一
つである降水量の予測精度を向上させるため、降
水過程の開発・改良は重要な課題である。積雲対
流パラメタリゼーションの改良に引き続き努め
るとともに、雲微物理過程の開発・高度化にも取
り組む。
さらに、地表要素の予測精度に影響が大きい陸
面過程についても、全球モデルと同様の高度な陸
面モデルをメソモデルにも導入すべく開発を行
うとともに、土壌雨量指数や流域雨量指数へ融雪
の効果をより精度良く反映させるべく、鉛直1次
元でのオフライン型陸面モデルの開発にも、予報
課と協力しながら取り組んでいく。

れる問題や、雲量の過少あるいは下層で不連続な
層状雲があらわれる問題（小野田 2009）などの
解消に取り組んでいく。
後述のとおり、メソモデルでも鉛直層数の増強
を予定しており、統一的な手法で効率的に開発を
行うべく、全球モデルとメソモデルについては物
理過程の開発を連携して実施していく。またモデ
ルの予報精度向上にあたっては、近年のモデルの
高度化・複雑化により、モデルのひとつの過程を
改良することで精度向上を達成することが困難
になりつつある。モデルの改良とあわせて、デー
タ同化の特性の把握や観測データとの評価検証
を総合的に実施することが今後の改良を着実に
進める大きなポイントと考えており、そのような
観点でのモデルの評価を行っていきたい。

(2) メソモデル(MSM)
メソモデルについては、計算機更新1年後を目
処に予報領域を拡張し、予報時間を現在の15時間
(00,06,12,18UTC 初 期 値 ) 、 33 時 間
(03,09,15,21UTC初期値)から、36時間(すべての
初期時刻)へと変更する。さらに鉛直層数を50層か
ら75層に増強する計画である。これにともない、
境界層を含む大気下層を高解像度化するととも
に、鉛直層のトップを現在の約20km （約40hPa）
から 60～70km（約0.1hPa）に引き上げることを
計画している。水平解像度については変更しない。
図3.2.3にメソモデル（後述の局地モデルも含む）
の予報領域案を、図3.2.4に鉛直レベルの配置案を、
それぞれ示す。
予報領域拡張と予報時間の延長により、主に北

(3) 局地モデル(LFM)
局地モデル（永戸ほか 2010a）については更新
後速やかに本運用を開始する。ただし開始当初は
現在の試験運用のまま、すなわち3時間毎に9時間
予報を、東日本領域を対象に実行する。そして計

図 3.2.2 全球モデルの鉛直レベルの配置（左：新全球モデ
ルの案、右：現在の全球モデル）
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図 3.2.3 メソ関連モデルの計算領域。現行 MSM（緑）、
MSM 拡張案（青）、LFM 試験運用：西日本領域（水
色）、LFM 試験運用：東日本領域（赤紫）、LFM 試
験運用：プロダクト提供領域（黄）、LFM 日本領域
案（赤）をそれぞれ示す。

いない。格子スケールの過剰な降水が表現される
ことから改善が必要と考えており、その改良にも
取り組んでいく。
また、毎時の運用をより安定かつ高速に行うた
めに、計算安定性が高い新しい力学過程を採用し
たモデル asuca の開発も進めており（河野ほか
2011）、上述の仕様変更時に局地モデルへの導入
を目指している。

(4) 週間アンサンブル予報システム(WEPS)
週間アンサンブル予報システムについては、更
新1年後を目処に、予報時間の変更、1日2回化、
メンバー数の変更を行う。さらに水平解像度を
60kmメッシュから40kmメッシュへと高解像化
を行い、鉛直層数についても全球モデルと同様、
60層から100層へと増強を実施する。
初期時刻について、従来は週間天気予報作成作
業スケジュールを考慮して1日1回 12UTC のみ
実行していたが、TIGGE(THORPEX 双方向グラ
ンド全球アンサンブル)の取り組みにおける諸外
国の動向や、高頻度での不確実性情報の提供との
観点から、1日2回に変更する。これに合わせて、
これまでの1回あたり51メンバー（１日あたり最
大51メンバー）から、27メンバー（１日あたり最
大54メンバー）へ変更する。1回あたりのメンバ
ー数は減少するが、1日あたりのメンバー数では
わずかに増加する。
予報時間について、27メンバー中の13メンバー
については216時間から432時間へと延長し、週間

図 3.2.4 メソモデルの鉛直レベルの配置（左：新メソ
モデルの案、右：現在のメソモデル）

算機更新1年後を目処に、毎正時に日本全体を対
象に実行するように仕様を変更する。これにより、
航空機の運航支援ならびに降水短時間予報の支
援を本格的に行うことをめざす。予報領域につい
ては図3.2.3を参照いただきたい。
局地モデルの物理過程はメソモデルと多くは
共通であるが、モデルが表現可能なスケールによ
って異なるものがある。例えば、局地モデルにお
いては積雲対流パラメタリゼーションを用いて

図 3.2.5 週間・台風・１か月アンサンブル予報の統合計画案
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台風アンサンブル予報システムでは、現在は熱帯
擾乱周辺の摂動を考慮したアンサンブル予報の
初期値を作成している(付録A.1.2参照)が、予報後
半については熱帯・中緯度域といったより広範な
初期摂動を考慮したシステムの方が望ましいと
考えられる。

天気予報から季節予報（1か月予報の2週目までと
異常天候早期警戒情報）の支援を統一的に行う。
さらにNAPS9運用中に、台風アンサンブル予
報・1か月アンサンブル予報システムとの統合に
ついて計画している。統合に向けた開発計画案を
図3.2.5 に示す。これまでは、同じ大気解析値を
用いてそれぞれ初期摂動を計算し、必要なメンバ
ー数だけの初期値を作成、予報を実行していた。
まず、週間アンサンブル予報と2週先までの季節
予報を支援するアンサンブル予報の統合を実現
する。次の段階として、台風アンサンブル予報や
1か月アンサンブル予報との統合を実現する。こ
れにより、週間天気予報から台風、2週先、1か月
予報までについて一貫性のあるプロダクトを提
供することができる。
統合化後のモデル開発においては、予報結果を
多角的に検証することになり、総合的な評価検証
を初期摂動作成法や予報モデルの改良につなげ
るという点からも、統合化は望ましいと考えられ
る。しかし一方で、週間天気予報、台風情報、季
節予報（1か月予報）という幅広い業務の支援や
改善をひとつの予報システムで目指すこととな
るため、各業務への影響を踏まえながら慎重に取
り組む必要もある。これらの開発は気候情報課と
共同で実施していく。
週間アンサンブル予報関係では、再予報（ハイ
ンドキャスト）を活用した顕著現象発生のポテン
シャル予測可能性調査も検討している。再予報と
は、最新の数値予報技術で多数の過去事例を対象
とした予報実験を行うことで、統計的な評価を可
能とするものである。すでに季節予報ではこのシ
ステムを導入して、予測精度の確認や系統誤差補
正の統計量、確率形式のガイダンス作成の基礎デ
ータとして現業で活用されている。これを週間天
気予報にも導入することで、例えば急激に発達す
る擾乱に伴う暴風などの顕著現象の発生可能性
調査などを行う計画である。

3.2.3 解析システムの改善計画
(1) 全球解析(GA)
全球解析については、前述の全球モデルの変更
とあわせて計算機更新1年後を目処に、鉛直層数
増強・トップの引き上げを実施する。その目的の
ひとつは、衛星データのより効率的な利用である。
衛星データによって対流圏や成層圏の様々な情
報が得られているが、全球解析の鉛直層を十分高
く、また細かく設定していないため、その情報が
解析値すなわち予報モデルの初期値に十分反映
されていない場合がある。鉛直層数増強・トップ
の引き上げにより、上層に感度のある衛星のチャ
ンネル利用数を増加させることで、輝度温度の計
算精度を向上させ、観測データのさらなる有効利
用を目指す。
観測データの利用についてはこの他にも、ハイ
パースペクトル赤外サウンダの同化（岡本
2011b）、雲域衛星同化（計盛 2011; 岡本 2011a）
の開発を優先的に実施する。また地上GPS可降水
量について、日本の国土地理院が整備したGPSデ
ータはメソ解析での利用をすでに開始している
が、地上GPSデータの国際交換が積極的に検討さ
れており、全球解析についても欧米のデータも含
めて、地上GPSデータの同化を検討し、その開発
を行っていく（吉本 2011）
。また従来型観測デー
タの利用法の見直しや台風ボーガスデータの改
良等も進めていく。
(2) メソ解析(MA)
メソ解析については、前述のメソモデルの変更
とあわせて計算機更新1年後を目処に、予報領域
の拡張、鉛直層数増強・トップの引き上げを実施
する。また、インナーモデルの高解像度化も計画
している。トップが40hPaから0.1hPaへと大きく
上昇することにより、これまで利用できていなか
った衛星輝度温度データを活用し、初期値の精度
向上を図る。

(5) 台風アンサンブル予報システム(TEPS)
台風アンサンブル予報システムについては、メ
ンバー数を現在の11メンバーから25メンバーに
増強するとともに、水平解像度を60kmメッシュ
から40kmメッシュへと高解像度化を行い、鉛直
層数についても全球モデル・週間アンサンブル予
報システムと同様、60層から100層へと増強を実
施する。これにより台風進路予報とその不確実性
に関する情報の精度向上を図る。
さらにNAPS9運用中に、週間アンサンブル予
報・１か月アンサンブル予報システムとの統合に
ついて計画しているのは、前述のとおりである。

(3) 局地解析(LA)
局地解析については、局地モデルと同様、計算
機更新後速やかに本運用を開始する。その後前述
の通り、更新1年後を目処に、予報モデルの毎正
時実行、予報領域の拡張を行うことから、局地解
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サンブルカルマンフィルターによる方法も並行
して開発を行っている。今後精度評価を実施し、
予報作業支援を効率的に行えるアンサンブル予
報システムの開発を目指していく。

析もそれに対応させる。
観測データの利用については、メソ解析で既に
導入した衛星輝度温度データの直接利用（第1.2
節）やレーダー反射強度データの利用（第1.3節）
などについて、局地解析でも取り組んでいく。ま
たその他の衛星データの利用可能性についても
調査を進めていく（永戸ほか 2010b）。
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(4) 毎時大気解析(QA)
毎時大気解析については、大きな変更を予定し
ていないが、観測データの入電状況を調査してプ
ロダクト提供時間を早めることが可能かどうか
検討を行う。また新たに利用可能なデータがない
か情報収集を行い、できるだけ利用するように努
めていきたい。
3.2.4 長期的な開発計画
これまで、計算機更新後に予定している改善計
画について述べてきた。ここではそれ以降、第10
世代数値解析予報システムも視野に入れた開発
計画について簡単に述べておきたい。
全球モデルの改良については継続して実施し
ていく。中でも、上述の改善計画では見送った水
平解像度の高解像度化については、全球モデルが
世界各国間の競争にさらされる中、必須の課題で
あり、数年後に10～15kmメッシュ、その後さら
に5～10kmメッシュの高解像度化を目指して開
発に着手する。全球非静力学モデルも必要になっ
てくると考えられるため、それにふさわしい計算
手法・力学過程の検討が必要である。
アンサンブルカルマンフィルターによるアン
サンブル予報システムの構築については、週間ア
ンサンブル予報システムと台風アンサンブル予
報システムの統合の中で検討を進めていく。この
手法はアンサンブルの初期摂動作成手法として
利用できるばかりでなく、データ同化手法として
も有効と考えられている（藤田・太田, 2011）
。ま
た4次元変分法と組み合わせたハイブリッドデー
タ同化、アンサンブルデータ同化手法も提案され
ており、背景誤差を動的に設定できるなどメリッ
トがあることから、開発に着手したい。
メソアンサンブル予報システムについては、短
期予報に対して顕著現象の確率情報等を提供す
ることを想定して開発を行っており、NAPS9中に
試験運用を予定している。1日4回、39時間予報を
実行することを検討しており、水平解像度につい
ては現在、5km メッシュまたは 10km メッシュ
を想定、メンバー数についても計算コストを勘案
して検討をしているところである。初期摂動作成
手法についても、全球と同じ SV 法のほか、アン
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3.4 計算機（スーパーコンピュータシステム）1

は主系で実施し、主系のメンテナンスや障害の際に
は副系で実施することで、安定的なプロダクト提供
を可能とする。副系は通常時は数値予報モデル等の
開発や改良に利用される。
スーパーコンピュータの機種名は、スーパーテク
ニカルサーバSR16000モデルM13である。このスー
パーコンピュータは、次のような階層的構造をして
いる。
 IBM POWER7（3.83GHz、8コア）を4ソケット、
DDR3メモリ128GBを搭載した「論理ノード」
 論理ノード8つから構成される「物理ノード」
 物理ノード最大4つから構成される「スーパーノ
ード」
 スーパーノード最大16個から構成される｢スー
パーコンピュータ｣
 任意の論理ノード間で高速な通信を行うための
「内部高速ネットワーク」
気象庁が導入するスーパーコンピュータは1台あ
たり、物理ノード54個4（論理ノード432個）から構
成される。OSは論理ノード毎に起動されるので、ス
ーパーコンピュータは432台の計算機の集合体と見
ることができる（OSはAIX）。論理ノード432個は用
途ごとに、計算専用の「計算ノード」が412個、ス
トレージ等との入出力を司る「I/Oノード」が10個、
システム管理用の「サービスノード」が4個、計算
ノード障害に備えた「スペアノード」が6個、とし
て使われる。
理論演算性能は、1論理ノードあたり
0.98TFLOPS 5 、スーパーコンピュータ1台あたり
423.5TFLOPS（計算ノードだけで403.9TFLOPS）
である。システム全体で比較すると、現システムの
約30倍の性能である。
スーパーコンピュータの外部記憶装置として、主
系に135TB、副系に210TBの専用の高速ストレージ
（磁気ディスク、RAID5）が接続される。スーパー
コンピュータのI/Oノードと高速ストレージは複数
の光ファイバケーブルで接続され、HSFSと呼ばれ
るファイルシステムによる高速な入出力が可能で
ある。また主系と副系間で高速にデータ転送ができ
るよう、スーパーコンピュータの主系と副系はデー
タ転送専用のネットワークでつながっている。

3.4.1 更新の経緯
現在運用中のスーパーコンピュータシステム（以
下、現システム）は、数値予報を実行する計算機と
しては8世代目にあたる。現システムを導入するに
あたっては、同時期に気象衛星センターの計算機の
更新計画があったことから、両者を一体のシステム
として整備を行い、衛星データ処理業務分は
2005(平成17)年3月から、数値予報業務分は2006(平
成18)年3月から運用を開始した。
運用開始時点では現システムは2011(平成23)年2
月までの5年間（衛星データ処理業務分は6年間）の
運用を想定しており、2006(平成18)年度末には早く
も次期スーパーコンピュータシステム（以下、次期
システム）の更新の検討が始まった。検討の中で、
次期システムの消費電力が大幅に増加する見通し
であること、清瀬庁舎の計算機室に十分なスペース
が確保できないことが懸念されたが、システムの更
新を1年遅らせ気象衛星センターの敷地内に建設さ
れる新庁舎に設置することで懸案を解決した。
入札の結果、2010(平成22)年6月に次期システム
の供給業者が日立製作所に決定し、2012(平成24)年
3月の運用開始に向けたシステム構築作業が始まっ
た。なお2011(平成23)年3月に発生した東日本大震
災の影響により、次期システムの運用開始時期につ
いて計画の見直しを行っているところである。
3.4.2 次期スーパーコンピュータシステムの特徴2
(1) 全体構成
9世代目となる次期スーパーコンピュータシステ
ムの構成は、現システムと同様、スーパーコンピュ
ータとその高速ストレージ、衛星データ処理関係機
器、各課業務処理関係機器、ストレージ等がネット
ワ ークによっ て結合され たシステム である（図
3.4.1）。
主要な装置は新設される清瀬第3庁舎（仮称）に
設置される。本庁とはWANで接続されるが、本庁に
は端末とプリンタだけを設置し、利用者は清瀬の計
算機をリモートで利用する。なお本庁各課室が独自
に調達したサーバ類を本庁及び清瀬においてスー
パーコンピュータシステムに直接または支線LAN
として接続することができる。
(2) スーパーコンピュータと高速ストレージ
スーパーコンピュータは、同一仕様の2台（主系
と副系）で一式を構成する。数値予報業務は通常時

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/hpc/SR_series/
sr16000/index.html
4
スーパーノードの数は14だが、物理ノードを2つしか持
たないスーパーノードが1つある。
5
演算性能の指標。1TFLOPSは1秒あたり1兆回の浮動小
数点演算ができることを意味する。
3

1

西尾 利一
この項で記述する各機器の仕様は執筆時点の情報に基
づいているが、納入までに変更になる場合がある。
2
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図 3.4.1

次期スーパーコンピュータシステム概念図

最近のコンピュータには省エネルギーが強く求
められるようになっているが、機器の消費電力だけ
でなく冷却にかかるエネルギーの削減も課題にな
っている。今回導入するスーパーコンピュータは、
部品が高密度で実装され発熱も大きいため、プロセ
ッサの発熱を冷却水により直接冷却するとともに、
ラックのリアドアに冷却水を流すことで排気も冷
却し、計算機室内への熱の放出を最小限に抑え計算
機室の空調負荷を軽減している。
ちなみに、次期システムの定格消費電力6は
2215kVAで、このうちスーパーコンピュータ本体
（ストレージは含まず）が1883kVAである。（現シ
ステムはそれぞれ1145kVA、970kVA）

業務処理サーバAは、リトルエンディアンのプロ
セッサ（Intel Xeon E5640 2.66GHz クアッドコア）
を2個搭載したサーバ16台からなるブレード型のサ
ーバである。OSはLinux、主記憶は48GB／台。
業務処理サーバBは、ビッグエンディアンのプロ
セッサ（POWER6+ 4.7GHz、デュアルコア）を搭
載したサーバ2台からなる。OSはAIX、主記憶は
32GB／台。リトルエンディアン機への移植が難し
いプログラムを移行させるためのサーバである。
デコードサーバは、ビッグエンディアンのプロセ
ッサ（POWER7 3.0GHz、8コア）を2個搭載したサ
ーバ2台からなる。OSはAIX、主記憶は64GB／台。
数値予報ルーチンのデコード処理のためのサーバ
である。

(3) 衛星データ処理関係機器
気象衛星センターの業務である衛星データ処理
のための機器として、衛星一次処理サーバ、衛星二
次処理サーバ、外国衛星処理サーバ、衛星データ処
理ストレージがある。
(4) 各課業務処理関係機器
スーパーコンピュータの強力な計算性能を必要
としない業務や開発のために、以下のサーバがある。
6

提案書に記載された各装置の定格値による。なお実際の
消費電力は定格値よりも小さくなる。
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(5) ストレージ
スーパーコンピュータ、衛星データ処理関係機器、
各課業務処理関係機器でデータを共有するための
ストレージとして、以下の3種類のストレージがあ
る。
共用ストレージは、スーパーコンピュータ、衛星
データ処理関係機器、各課業務処理関係機器上で実
行されるプログラムが直接入出力する利用を想定
したネットワーク接続ストレージ（NAS）である。
RAID6構 成の 磁気 ディス クで 構成さ れ、 容量は

754TBである。
データバンクストレージは、データの長期保存を
目的としたNASである。RAID6構成の磁気ディスク
で構成され、容量は2932TBである。なお現スーパ
ーコンピュータシステムが蓄積したデータを移行
させるため、データバンクストレージの一部を清瀬
第1庁舎に設置し2010（平成22）年10月より運用を
開始した。
バックアップストレージは、データバンクストレ
ージに格納したデータのうち特に亡失が許されな
いものを自動でバックアップするための装置で、テ
ープライブラリとその管理サーバからなる。市販ソ
フトウェアにより、データバンクストレージの特定
のディレクトリ下にあるデータを自動で複写する。
テープライブラリが媒体を最大搭載した時の容量
は1520TB（非圧縮時）である。

数値予報ルーチン（およびスーパーコンピュータ
で実行される各課ルーチン）のジョブの実行を制御
するために、数値予報ルーチン業務運用支援ソフト
ウェア（JNOS）が提供される。
JNOSの機能には、スーパーコンピュータで数値
予報ルーチンや各課ルーチンのジョブが実行され
るときに確実にノードが確保できるよう、開発ジョ
ブを実行できるノードを状況に応じて制御する機
能（ノードスケジューラ）があり、これにより数値
予報ルーチン、各課ルーチン、開発ジョブが混在し
た環境での確実な業務実行と開発ジョブによる計
算機資源の有効利用が両立できる。JNOSはこのよ
うな気象庁独自の要件を実現するため、業者におい
て市販ソフトをベースに製作される。JNOSの主要
機能は数値予報ルーチン制御サーバで実行される。
衛星データ処理ルーチンおよび業務処理サーバ
で実行される各課ルーチンは、市販のジョブフロー
制御ソフトをそのまま使用する。当該ソフトの主要
機能はそれぞれ、衛星データ処理ルーチン制御サー
バ、各課ルーチン制御サーバで実行される。

(6) その他の機器
数値予報ルーチン、衛星データ処理ルーチン、各
課ルーチンを制御するためのサーバ（2台1組で一
式）が1式ずつ（計3式）ある。これらのサーバで、
後述するジョブフロー制御ソフトを実行する。
運用監視を行うためのサーバ（2台1組（一式）が
3式）や、運用監視端末等がある。

3.4.3 開発環境の改善
スーパーコンピュータでは従来より、数値予報ル
ーチンジョブが実行されないノードや時間帯を利
用して、気象庁職員による数値予報モデル等の開
発・改良が行われている。開発環境について、次期
システムでは次の2点の改善を計画している。
 従来より開発で使われてきた数値解析予報実験
システム（NAPEX）を大幅に改良し、数値予報
ルーチンと親和性の高い実験環境とすることで、
ルーチン化にかかる負担を軽減し、開発者の作業
効率向上を目指す。
 個々の開発で予報成績の改善が確認された変更
であっても、複数の変更を同時にルーチンに組み
込むと予想外の改悪となることがある。このよう
なことを避けるため、次期システムでは、主要な
数値予報モデルについて次に本運用とする候補
のプログラムを準ルーチンとして常時実行する
計画である。

(7) ネットワーク
清瀬基幹ネットワークは、スーパーコンピュータ
システム内のスーパーコンピュータやサーバを接
続するとともに、スーパーコンピュータシステムと
アデスを始めとする庁内の他システムを接続する
ネットワークである。
ストレージネットワークは、スーパーコンピュー
タ、衛星データ処理関係機器、各課業務処理関係機
器と、共用ストレージ、データバンクストレージ、
バックアップストレージを接続する、スーパーコン
ピュータシステム内部のネットワークである。
清瀬～本庁間は2系統のWAN（各系統100Mbpsを
予定）で接続される。本庁の利用者はこのWANを介
して清瀬の計算機をリモートで利用できる。WAN
は、通常時は1系統が定常業務用、もう1系統が一般
業務（開発等）として用いる計画である。
ネットワーク機器はそれぞれ二重化構成となっ
ており、1台の機器に障害が生じても機能に影響が
ないよう設計されている。

3.4.4 おわりに
次期スーパーコンピュータシステムは、2012(平
成24)年に運用を開始する予定である。
本節では次期システムのハードウェアを中心に
説明を行った。世界の数値予報センターと比較して
遜色のない性能の計算機が導入されるが、その性能
を十分に引き出し数値予報の精度をさらに向上さ
せるのが我々に課せられた責務であろう。

(8) ソフトウェア（ジョブフロー制御ソフト）
数値予報ルーチン、衛星データ処理ルーチン、各
課ルーチンでは、多数のジョブを定時に、また順序
に従って自動実行する必要がある。その制御を行う
ために2種類のソフトウェアが提供される。
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付録 A 数値予報モデルおよびガイダンスの概要一覧表 1
平成 23 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：TL319 （格子間隔約60km：0.5625度）2

鉛直層数

60 層（最上層 0.1hPa）＋地上 4

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）

A.1 室井 ちあし、A.2 松下 泰広、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。
5 全球解析には予報資料を作成するために行う速報解析と観測データを可能な限り集めて正確な実況把握のために行う
サイクル解析の 2 種類の計算がある。
6 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

20°N－60°N, 100°E－180°E

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、地表面フラックス

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

モデルアンサンブル手法

確率的物理過程強制法（摂動ランのみ）

（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

30°N－90°N

30°S－30°N

30°S－90°S

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、地表面フラッ
クス

（左に加えて）積雲対流
過程、重力波抵抗、長波
放射、雲水過程

（北半球領域と同じ）

評価時間

48 時間

24 時間

（北半球領域と同じ）

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

モ デ ル 第 15 層 （ 約
500hPa）の気温の RMS
が 0.3K

モ デ ル 第 6 層 ( 約
850hPa）の気温の RMS
が 0.3K

（北半球領域と同じ）

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

モデルアンサンブル手法

確率的物理過程強制法（摂動ランのみ）

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

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 6）、解析雨量、ドップラーレーダー（ドップラー速度）、気象レーダー3 次元反射強
度（相対湿度）、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（輝度温度）、衛星マイクロ波イメージャ（降水強度と
輝度温度）、地上設置 GPS 可降水量、台風ボーガス（海面気圧、風）
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4

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 8

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

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）

1
2

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

モデル予報値 2（NW85、NE85、SSI、PCWV、QWX、EHQ、OGES、DXQV、FRR）

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 鉛直速度
QWX： Σ（鉛直速度×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 4

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

3,6,12,24 時間

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
MAXS3 は FT=03 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAXS6 は FT=06 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAXS12 は FT=12 から FT=33 まで 3 時間間隔
MAXS24 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、MAXS24 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。

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
5

作成対象

5km 格子

作成方法

ロジスティック回帰 5

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。
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。
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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
・降水の有無に関わらず降水種別を予測する。
・T850、T800、T700、標高、補正前の種別に応じて補正（下表参照）。

備考

標高
標高によらず
1500m 以 上 ～
2000m 未満
1500m 未満

T850
2℃以上
2℃以上
2℃以上
1℃以 上～
2℃未満
0℃以 上～
1℃未満

T800

T700

補正前

雪
雪以外
雪
雪か雨
雨か雪

補正後
雨
雨
雨
雪か雨
雨
雪か雨
雨か雪
雨

※表の空欄は条件によらないことを示す。
※T850,T800,T700：それぞれ 850hPa,800hPa,700hPa の気温。

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
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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・925・850・700・500hPa の気温、地上・925・850・700hPa の相対
湿度、700・500hPa の高度、925・850･700･500hPa の風向、925・850･700･500hPa
の風速、「海面水温-925hPa の気温」、925･850･700hPa の上昇流、「地上-850hPa」･
「925-700hPa」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。

80

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 88 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 88 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 88 空港（MSM のみ）

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 88 空港（MSM のみ）

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 88 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） 6

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

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。雨雪判別には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

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7

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
7

GSM、MSM：3 時間
MSM（航空官署)：1 時間
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）

GSM：3 時間毎正時
MSM：毎正時
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。

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 8

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

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。

8

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。
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
9
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A.2.7

雲ガイダンス

雲ガイダンス
作成対象

国内 88 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
層別化処理の対象
備考

モデル予報値（モデル面湿度、降水量、925hPa（松本空港は 850hPa）と地上の平均
気温減率）
作成対象地点（国内 88 空港）、予報対象時刻（1 時間ごと１日分）、季節（暖候期（4～
10 月）、寒候期（11 月～3 月））
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。

雲底確率ガイダンス10
作成対象

国内 88 空港

作成方法

ロジスティック回帰

作成対象とするモデル

MSM

予報対象時間

３時間

予報期間と間隔

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

逐次学習の有無

なし

説明変数

層別化処理の対象
備考

10

・前3時間降水量（雨+雪+霰）
・前3時間降水量（雪）
・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、雲量(CVR)、（雲水量+雲氷量）（CWC）
作成対象地点（国内88空港）、季節(暖候期（4～10月）、寒候期（11月～3月）)、予報時
間（6時間）、予報対象時刻（3時間間隔、1日分）
前 3 時間のシーリングが 1000ft 未満、 及び 600ft 未満となる確率を予想する。

詳細は平成 22 年度数値予報研修テキスト第 3.4 節（p88～94）
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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）
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A.2.9

視程ガイダンス

視程ガイダンス
作成対象

国内 88 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 FT=33 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 88 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。

視程分布予想
作成対象

5ｋｍ格子

作成方法

消散係数による診断法
視程 VIS ＝ 3 / (σ p+σ c+σ r+σ s)
σ p = 0.23(1-RH)-0.5
σ c = 9.0・QC 0.9
σ r = 0.6・RAIN0.55
σ s = 4.8・SNOW0.7 + 0.07・FF

作成対象とするモデル

MSM

予報対象時間

３時間

予報期間と間隔

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

モデル予報値
QC
：第 2-5 層の雲水量の和(g/Kg)
RAIN ：モデル内の降雨量の予測(mm/h)
SNOW ：モデル内の降雪量の予測(mm/h)
RH
：第 2 層の湿度(%)
FF
：第 2 層の風速(m/s)

層別化処理の対象

なし

備考

MSM（ランベルト）とガイダンス（緯度経度）の座標系の違いにより、南北端で一部欠損
値が入る。
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：浮遊塵の消散係数
：雲の消散係数
：雨の消散係数
：雪の消散係数

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）、
「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）及び「配信資料に
関する技術情報（気象編）第 196 号」（平成 17 年 4 月 28 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 23 年 7 月 18 日）
プロダクトの種類

送信終了時刻

00UTC
06UTC
12UTC
延長プロダクト 12UTC 1
18UTC

全球モデル

0346
0945
1545
1829
2146

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

台風アンサンブルモデル

00/06/12/18 UTC

配信なし （本庁内利用のみ）

週間アンサンブルモデル

12UTC

1957 UTC

メソモデル

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

0210/ 0529/ 0810/ 1124 UTC
1410/ 1725/ 2010/ 2327 UTC

毎時

毎時 26 分～28 分

毎時大気解析

A.3.2 部外に周知した送信時刻 （平成 23 年 7 月現在）
送信時刻 2

プロダクトの種類
全球モデル
（GPV、ガイダンス、FAX）

00/06/12/18 UTC
延長プロダクト 12 UTC1

初期時刻 ＋4 時間以内
初期時刻 ＋7 時間以内

週間アンサンブルモデル
（GPV、ガイダンス、FAX）

12 UTC

20 UTC までに配信

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

初期時刻 ＋2 時間 10 分以内
初期時刻 ＋2 時間 30 分以内

毎時

毎時後 30 分以内

メソモデル
ス、FAX3）

（GPV、ガイダン

毎時大気解析
（GPV）

（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

延長プロダクトは 90～192 時間予報である。
気象業務支援センターへの配信が終了する時刻である。
国内航空路 6/12 時間予想断面図、国内悪天 12 時間予想図を作成している。
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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
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、バイアスと表記する場合もある）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。

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.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 （ Universal Time,
Coordinated，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 

N

 (x  a )
i

i 1

1
N

RMSE 

i

N

 (x  a )
i

i 1

2

i

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、セミラグランジアンモデルでリニア格子（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（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

( xi  ai  ME )2

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、摂動を加えているメンバーを「摂動ラン」、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「40°N、130°E」、「南緯
40度、西経130度」を「40°S、130°W」などと略記した。

1

1
N

X i  xi  ci , X 

Ai  ai  ci , A 

1
N
1
N

N

Xi

i 1
N

Ai

i 1

である。ここで、 N は標本数、 xi は予報値、 ai は実況

吉本 浩一
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B.3.3 空振り率

値、 c i は基準値である。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。

空振り率 

スプレッド 

 1


i 1  M
N

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」）の割合である。最小値0に近いほど見逃
しが少ないことを示す。このテキストでは分母を M として
いるが、代わりに N として定義する場合もある


( xmi  xi ) 

m 1

M

2

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

1
M

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。

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

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
分割表はカテゴリー検証においてそれぞれのカテゴ

B.3.6 誤検出率
誤検出率（ False Alarm Rate,Fr ）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。

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

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.3.7 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 
（0  的中率  1）
N
適中率は予報が適中した割合である。最大値1に近
いほど予報の精度が高いことを示す。

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
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ただし、

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。

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

である。ここで、 Pm c は「現象あり」、 Px c は「現象なし」
の気候学的出現率（第B.3.8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。

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 

FO  S f
FO  FX  XO  S f

（

1
 ETS  1 ）
3

N

(p
i 1

i

 ai ) 2

（ 0  BS  1 ）

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 

1
N

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

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）。
ETS 

M
X
, Px c 
N
N

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
BS 、気候値予報によるブライアスコア BS c を用いて

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
る。
FO  XX  S
Skill 
（ 1  Skill  1 ）
N S

BSS 
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BSc  BS
BSc

（ BSS  1 ）

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

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。

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 

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（P fcst , 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
（P fcst , 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


M  N
信頼度    pl  l  l
Nl  N
l 1 
L

M M
分離度     l
Nl
l 1  N
L

不確実性 

分離度  信頼度
不確実性

2

 Nl

 N


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

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。

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
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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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