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はじめに 1
過去 1 年を振り返ると、平成 23 年 11 月から平成 24 年にかけての日本海側を中心とした
度重なる大雪、4 月 3 日から 5 日にかけて急速に発達した低気圧による西日本から北日本に
いたる記録的な暴風と高波、5 月 6 日に強い上空寒気と下層暖湿流によって引き起こされた
東日本の竜巻、7 月 11 日から 14 日にかけて梅雨前線に流れ込んだ湿潤空気による九州北部
を中心とした豪雨、8 月 13 日から 14 日にかけての前線による近畿中部を中心とした局地
的大雨など、大きな人的・物的被害をもたらした気象災害が頻繁に発生している。
このような激しい気象現象に係る防災気象情報や日々の天気予報をきめ細かく作成する
ためには、その基礎となる数値予報の精度向上が不可欠である。これを実現するため、平
成 24 年 6 月 5 日にそれまでの約 30 倍の計算能力を有するスーパーコンピュータを導入し、
8 月 30 日には 2km 格子の局地モデルの運用を新たに開始した。今後も数多くの数値予報モ
デルの拡張・改良を予定しているとともに、局地モデルの予報作業への活用も検討されて
いる。モデルの大きな変革期を迎えるのを機に、あらためて数値予報に関する基礎的な知
識を広くご理解いただくという観点から本研修テキストをまとめることとした。
第 1 部では、数値予報プロダクトの利用者が、航空・短期予報および週間天気予報を対
象とする数値予報の基礎について理解を深め、かつ最新の知見を得られるよう、数値予報
を構成する要素である、観測データの入手・品質管理、データ同化、予報モデル、アプリ
ケーションのそれぞれについて平易な解説を行う。ついで、プロダクトを利用する上で留
意しておくべき点を、数値予報の仕組みに立ち戻って解説したのちに、資料の見方と使い
方の基本をまとめ、平成 23 年台風第 12 号や平成 24 年 5 月 6 日の竜巻などを具体例として
取り上げる。
第 2 部では、数値予報システムの最新情報を、局地モデルの本運用などのモデル改良の
話題とともに紹介する。さらに、平成 24 年 4 月の急速に発達した低気圧が最新のモデルと
最大風速ガイダンスでどの程度現象を予測できていたかについて詳細な事例検証を示す。
本書は平成 6 年度に数値予報課報告・別冊第 41 号として発刊され、初任者のための入門
書として定評のある「数値予報の実際」の改訂版となるよう、各執筆者が力を込めて作成
したものである。数値予報資料の効果的利用の参考として、また現業数値予報の入門書と
して、幅広い分野の方々に本研修テキストが有効に活用されることを期待している。
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第1部 数値予報の基礎知識
第１章 概要
1.1 はじめに 1

報の原理や特性を十分理解した上で、プロダクトを
利用していただきたい。

第1部は、天気予報の基盤技術となっている数値
予報の基礎知識について、主に数値予報プロダクト
のユーザーが理解しておくべき事項をまとめたも
のである。この第1章では、数値予報の概要につい
てまとめる。第2章では、数値予報への入力となる
観測データの前処理と品質管理について、第3章で
は数値予報の初期値を作成するデータ同化につい
て、第4章では予測値を計算する数値予報モデルに
ついて、第5章では数値予報結果を予報作業に利用
しやすく加工するアプリケーションについて、それ
ぞれ述べる。また最後の第6章では、プロダクト利
用上の留意点について述べる。
数値予報により作成される予測資料は、現代の天
気予報・防災気象情報の作成作業においては必要不
可欠である（図1.1.1）。しかし、物理法則に基づき、
最新のスーパーコンピュータの能力をもって計算
したとしても数値予報は完全ではなく、そのプロダ
クトには特性がある。したがって、予報作業におい
て数値予報の性能を十分引き出すためには、数値予

1.2 数値予報とは
「数値予報」とは、大気現象を支配する物理法則
の方程式をコンピュータで解くことにより、その方
程式の時間発展を計算し、将来の状態を客観的に予
測することである。天気予報を目的としていること
をより明確に示すため「数値天気予報」と呼ぶこと
もあるが、ここでは本研修テキストの標題のとおり、
「数値予報」と記すこととする。
数値予報の原理である、方程式の時間発展を計算
するという基本的な考え方を、ボールの軌跡の予測
になぞらえて示したのが図1.2.1である。最初の位置
からボールを斜め上に投げ出す状況を考えよう。現
在の速度や位置とボールに加わる力がわかれば、1
秒後の位置を知ることができ、これを繰り返すこと
によって、2秒後、3秒後と将来のボールの状態を予
測することができる。原理的には未来の値をどこま
でも求めることが可能である。

図 1.1.1 数値予報から見た、観測から気象情報までの流れ
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図 1.2.1 数値予報の基本的な考え方を、ボールの状
態の予測になぞらえた模式図

実際の数値予報は、前述のボールの計算と比較す
ると非常に複雑であるが、基本的な考え方は全く同
じである。コンピュータで取り扱いやすいように、
大気の空間を規則正しく並んだ格子（図1.2.2）で区
切り、その格子点における気圧、気温、風などの大
気の状態をあらわす物理量を求めていく。原理的に
は、この格子間隔（メッシュ）が細かければ細かい
ほど、大気の状態をより正確に表現できる。

図 1.2.2 地球を覆う格子の模式図

も存在するためこれを除外する必要がある。これを
「品質管理」と呼んでいる。次に、数値予報に適し
た規則正しく並んだ初期値を作成する。これを「デ
ータ同化」
（または「客観解析」
）という。特に短期
予報や週間天気予報では、初期値の精度が予測精度
に決定的な意味を持ち、この手順は非常に重要であ
る。次に、データ同化で作成された初期値をもとに、
数値予報モデルを実行する。「数値予報モデル」と
は、地球の大気現象を支配する物理法則をできるだ
け忠実に、コンピュータで時間発展を解くことによ

1.3 数値予報の流れ
ここで数値予報のおおまかな流れと本研修テキ
ストの第1部の内容との対応を図1.3.1に示す。まず、
現在の大気の状態を知るために観測データを収集
する。観測データには様々な理由で誤差が含まれて
おり、中には精度が悪く利用に適さない観測データ

図 1.3.1 数値予報の流れ。本研修テキスト（第 1 部）の内容との対応を参考に示す
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図 1.4.1 数値予報モデルが対象とする現象の空間・時間スケール（気象庁の数値予報モデルの場合）

1.5 決定論的予報とアンサンブル予報

り、未来の大気の状態を求めるプログラムのことで
ある。最後に、数値予報の予測値を様々なガイダン
スや画像として、予報作業に利用しやすく加工し、
「プロダクト」として提供する。これが実際の天気
予報や防災情報作成の際の基礎資料となっている。

数値予報の目指す理想像は、地球の大気の状態を
正確に把握し、物理法則をコンピュータで正確に解
くことによって精度の高い予測値を作成すること
である。しかし実際には、観測データが十分得られ
ない、あるいは予報モデルに様々な近似や仮定をし
ているなど様々な事情により、初期値やそこからの
予測値には必ず誤差が含まれる。
数値予報本来の目指すところである、ある初期時
刻に対してひとつの初期値からひとつの予測を行
うことを「決定論的予報」といい、これに対して複
数の予測を行うことを「アンサンブル予報」という
（図1.5.1）。複数の予測のひとつひとつを「アンサ
ンブルメンバー」あるいは単に「メンバー」という。
アンサンブル予報では、わずかに異なる複数の初期
値から予報を行うものや、境界値を異なるものに置
き換えるもの、予報モデルの不確実性を考慮するも
の、あるいはこれらの組み合わせで行われるものが

1.4 全球モデルと領域モデル
地球全体を対象とした数値予報モデルを「全球モ
デル」と呼ぶ。一方、予報領域を興味のある地域に
限定したものを「領域モデル」と呼ぶ。領域モデル
の実行には側面境界値が必要で、全球モデルやより
広い領域モデルから与えられる。
現業数値予報では全球モデルに加え、それより高
解像度化された領域モデルを運用するのが一般的
である。予報モデルで予測できる現象の空間スケー
ルは、モデルの格子間隔の大きさに依存しており、
現象の空間スケールに応じて、予測可能な時間スケ
ールもおおよそ決まってくる（図1.4.1）。したがっ
て全球モデルなど、より広域の予報モデルの結果を
もとにしつつ、細かいスケールの予測についてはよ
り高分解能の領域モデルの結果を参考にすると作
業上有効である。
領域モデルをもってしても、大気中の細かい現象
をすべて表現・予測できるわけではない。例えば水
平分解能2kmのモデルでも、発達した積乱雲は何と
か表現されるが、それ以下の個々の積雲やその中に
発生する小さな渦、突風、竜巻などといったものは
表現できない。

図 1.5.1 決定論的予報とアンサンブル予報
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ある。
アンサンブル予報では、決定論的予報では知り得
ない予測値の誤差を事前に見積もり、その信頼性に
ついての情報を取り出すことができるため、予測対
象や利用目的に応じて、決定論的予報とあわせてア
ンサンブル予報も運用されている。
アンサンブル予報は、ひとつの初期時刻に対して
複数の予測計算が行われる。したがって、決定論的
予報で使われる予報モデルそのままでは計算量が
大きくなることから、決定論的予報で設定されるよ
り粗い解像度でアンサンブル予報を実行する場合
が多い。解像度を下げることによる精度低下の短所
と、アンサンブル予報を充実させることで信頼度情
報を得る長所は、相反する関係にある。決定論的予
報とアンサンブル予報、それぞれの特性を十分理解
してプロダクトを利用することが望ましい。

呼ぶことがある。例えば、地球全体を対象とする全
球解析と全球予報モデル、両者をあわせて「全球数
値予報システム」と呼ぶ。また前述のアンサンブル
予報について、初期摂動作成や予報モデルまで全体
として「アンサンブル予報システム」と呼ぶことが
ある。
気象庁における数値予報システムを一覧にして
表1.6.1および表1.6.2に示す。ここでは天気予報や防
災気象情報を支援するための主な数値予報モデル
のみをとりあげたが、現在の数値予報技術は、海
洋・波浪、季節予報、気候変動予測、長期再解析、
火山灰、黄砂・大気汚染予測など、さまざまな業務
の技術基盤となっている。

1.7 解析予報サイクル、サイクル解析と速報解析
データ同化においては後述のとおり、前の初期時
刻の予測値を「第一推定値」（たたき台）として用
いている。これにより観測データがない領域の値や
物理要素を合理的に算出することができる。例えば
海上に移動し発達する低気圧や、梅雨前線上の小さ
なスケールの現象は、観測データだけでは精度よく
解析することができないが、数値予報モデルによっ
て表現された構造を解析で考慮することによって、
次の初期時刻の予測に引き継ぐことができる。これ

1.6 数値予報システム
数値予報ではデータ同化と数値予報モデルとが、
予測精度を大きく左右する。このデータ同化と数値
予報モデルの両者は技術的には密接な関係があり、
データ同化を行う解析と予報モデルとが整合性の
とれたものであることが重要である。品質管理・解
析と予報モデルをあわせて「数値予報システム」と

表 1.6.1 気象庁の数値予報システム（決定論的予報）(2012 年 10 月末現在)
全球数値予報システム
メソ数値予報システム
局地数値予報システム
全球速報解析
メソ解析
局地解析
全球サイクル解析
データ同化手法
4 次元変分法
4 次元変分法
3 次元変分法
予報モデル
全球モデル(GSM)
メソモデル(MSM)
局地モデル(LFM)
解析時刻
00,06,12,18UTC
00,03,06,09,12,15,18,21UTC 00,03,06,09,12,15,18,21UTC
解像度
TL959（約 20km） 60 層
5km 50 層
2km 60 層
予報時間
84 時間(00,06,18UTC)
15 時間(00,06,12,18UTC)
9 時間
216 時間(12UTC)
33 時間(03,09,15,21UTC)
名称
データ同化

表 1.6.2 気象庁の数値予報システム（アンサンブル予報）(2012 年 10 月末現在)
名称
週間アンサンブル予報システム
台風アンサンブル予報システム（注）
初期値
全球速報解析
全球速報解析
初期摂動作成手法
特異ベクトル(SV)法
特異ベクトル(SV)法
SV 計算対象領域
全球
北西太平洋領域＋熱帯擾乱周辺域
予報モデル
全球モデル(GSM)
全球モデル(GSM)
初期時刻
12UTC
00,06,12,18UTC
解像度
TL319（約 55km） 60 層
TL319（約 55km） 60 層
予報時間
216 時間
132 時間
メンバー数
51
11
（注）台風アンサンブル予報システムは、RSMC Tokyo の責任領域（東経 100 度–180 度、0 度–北緯 60 度）の中に、
今後 24 時間以内に Tropical Storm 以上（最大風速 34kt 以上）の強度に発達することが見込まれる熱帯低気圧が存
在するか、解析時刻で Tropical Storm 以上の強度で解析されている熱帯低気圧が存在するか、どちらかの条件が満
たされている場合のみ実行される。その結果は、気象庁内の台風進路予報作業のために利用されており、プロダクト
の部外配信はおこなっていない。

4

くの観測データが利用可能となったタイミングで
あらためてデータ同化を行う、ということが、特に
国外の観測などのデータの入電に時間がかかる全
球解析で行われる。速報的なデータ同化を「速報解
析」と呼び、十分な数の観測データを利用して行う
データ同化を「サイクル解析」と呼ぶ。サイクルと
呼ぶのは、そこからの第一推定値を用いて次の時刻
のデータ同化を実施するため、情報が引き継がれて
いくからである。
このように数値予報では、データ同化と数値予報
モデルとは互いに影響を及ぼしあう関係にある。気
象庁の現業数値予報システムの解析予報サイクル
と数値予報モデル、その側面境界値の関係を示した
のが図1.7.2である。全球数値予報システムは、全球
サイクル解析では6時間間隔の、メソ数値予報シス
テムでは3時間間隔の、いずれも解析予報サイクル
となっている。

図 1.7.1 解析予報サイクルの仕組み

を「解析予報サイクル」と呼び、解析値と第一推定
値との差を「解析インクリメント」あるいは単に「イ
ンクリメント」と呼ぶ。解析予報サイクルの仕組み
を図1.7.1に示す。
ある時刻に対して同じシステムのデータ同化を
複数回実施することがある。これは、観測データが
入電するのに一定の時間が必要であることが理由
である。十分時間が経てば利用可能な観測データの
数は増え、初期値の精度がよくなり予測精度も向上
すると期待される。しかしプロダクト配信時刻が遅
くなることで、予報支援資料としての利用価値は下
がってしまう。そこで、予報支援のためにいったん
データ同化を行なってプロダクトを提供し、より多

1.8 数値予報とコンピュータ
これまで述べたように、数値予報とは大気の状態
を支配する物理法則をコンピュータで解くことで
あ る 。 気象 庁 の全 球モ デル は 水 平格 子 間隔 が約
20km、鉛直方向に60層を配置しており、格子数は
全体で約8000万、水平格子間隔約5km鉛直50層のメ
ソモデルは約2000万にも及ぶ。この全ての格子点に

図 1.7.2 解析予報サイクルと数値予報システムの関係(2012 年 10 月末現在)
CA：全球サイクル解析 GA：全球速報解析 GF：全球予報
MA：メソ解析 MF：メソ予報 RA：局地解析 RF：局地予報
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図 1.9.1 気象庁の数値予報で用いられた初代スー

図 1.8.1 気象庁の数値予報で用いられる現在のスーパ
ーコンピュータ (HITACHI SR16000M1)

パーコンピュータ (IBM704)

風や気温、水蒸気量などの物理量が配置される。
これを一定の時間間隔で時間発展の計算を行う
ことから、膨大な計算が必要となる。実際の予報作
業に間に合うようプロダクトを提供するためには
迅速な処理・高速な演算をする必要があり、現業の
数値予報の実行では「スーパーコンピュータ」が用
いられる。現在気象庁で用いているスーパーコンピ
ュータ（図1.8.1）は第9世代目のもので、その理論
性能は847TFlops（1TFlopsは1秒間に1兆回計算で
きることを示す単位）である。その性能を最大限に
発揮するために、数値予報のプログラムには様々な
工夫が行われているなど、数値予報とコンピュータ
技術とは密接な関係にある。

図 1.9.2 キーパンチングの様子

スーパーコンピュータと当時のキーパンチングの
様子をそれぞれ、図1.9.1と図1.9.2に示す。
当初のコンピュータは現在のパソコンよりも能
力ははるかに低く、数値予報モデルも解像度が粗く
非常に簡便なものであったため、そのプロダクトを
利用する予報作業者らの信頼を得るにはかなりの
年月を要した。これまでの気象庁スーパーコンピュ
ータと数値予報モデルの歴史（アンサンブル予報を
除く）を図1.9.3に示す。天気予報を近代化すべきで
あるという私達の先輩の熱い情熱と、その後のスー
パーコンピュータの性能向上、気象学の進歩と大気
現象のメカニズム解明、数値予報モデルの進化によ
って、徐々に精度向上が成し遂げられ、現在の天気
予報を支える姿があると言える。
気象学の最新の知見を毎日の天気予報に反映さ
せる、あるいは数値予報モデル開発者とプロダクト
利用者とがコミュニケーションを十分に行うとい
った姿勢は、時代が変わっても現在でも同じであり、
これが我が国において数値予報が根付いた大きな
要因のひとつと考えられる。コンピュータが得意と
する高速処理・高速演算能力と、人間が得意とする
総合判断力・分析力やコミュニケーション能力、そ
の両方のよいところを引き出していくことが、今後
も求められていると言えよう。

1.9 数値予報の歴史
本章の最後に、数値予報の歴史について簡単に述
べておきたい。
計算で天気予報を行うことを最初に試みたのは、
イギリスの気象学者リチャードソンである。彼は
1922年の著書の中で客観的な天気予報のため、物理
法則に初期状態を与えて時間発展を解くというス
タイルを提案し、大広間に人を集めて計算が可能と
述べ、地上気圧の6時間予報を実際に手計算でやっ
て見せている。しかし計算結果は正しくなかった。
これらは「リチャードソンの夢」「リチャードソン
の失敗」と言われる。
その後時代は変わって、天気予報の客観化を目指
し1955年にアメリカで数値予報が実用化された。日
本でも1953年に東京大学、気象研究所、気象庁の研
究者・技術者が結集して数値予報グループ「NPグ
ループ」が結成され、1959年に気象庁でも、官公庁
としてはじめてスーパーコンピュータが導入され
数値予報が開始された。コンピュータにより計算は
自動的に行われるが、そこで動作するプログラムや
入力データは、当時のまだ主流であったパンチカー
ドシステムが使用され、人の手により穿孔されたカ
ードが利用されていた。気象庁に導入された初代の
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図 1.9.3

気象庁のスーパーコンピュータと数値予報モデルの歴史
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第２章 観測データと品質管理
2.1 はじめに1

置された測器による地上リモートセンシングと人
工衛星搭載の測器による衛星リモートセンシング
がある。衛星リモートセンシングに用いられる衛星
は、静止衛星と低軌道衛星とに大きく分けられる。
このうち低軌道衛星には、気象機関などが運用する
現業衛星のほか、試験研究機関や宇宙機関が運用す
る研究開発衛星がある。疑似観測は、実際の観測で
得られたものでない情報を初期値解析で利用する
ために人工的に作成される、観測を模したものであ
る。

第1章で述べた通り、数値予報を行うには、まず
現実の大気状態を解析して、その状態を規則正しく
配置された格子点の値で表す「初期値」を作成する
こと（初期値解析）が必要である。このためには、
解析対象となる時刻（解析時刻）の現実の大気状態
を正しく反映した、各種（気象）観測データが必要
である。現在の数値予報では、世界各国の気象機関
や宇宙機関（衛星運用機関）などの様々な機関から
観測データをリアルタイムで取得し、各種品質管理
によって誤データを排除した上で、初期値解析に活
用している。
本章では、気象庁における全球、メソ、局地数値
予報システムの初期値解析（全球解析、メソ解析、
局地解析）などで活用される観測データとその品質
管理について概説する。

2.2.1 直接観測
ある場所の大気状態を実際にその場で測ること
を直接観測と言う。直接観測には、各地の気象台な
どによる地上観測や船舶・漂流ブイによる海上観測、
ラジオゾンデによる高層観測、商用航空機などによ
る航空機観測が含まれる。近年は、このうち、航空
機観測のデータ数が大きく増大してきている。これ
は、世界各国の気象機関と民間航空会社との間の連
携が進み、より多くの航空機の観測データが利用可
能になってきたことを背景としている。

2.2 観測の種類
図2.2.1に、初期値解析で利用される各種観測測器
や、測器を搭載する衛星などを示す。観測は大きく
分けて直接観測とリモートセンシング（遠隔観測）
に分類できる。リモートセンシングには、地上に設

高層観測

漂流ブイ

地上観測

ウインドプロファイラ
GNSS受信機
台風ボーガス
船舶観測

航空機観測

（ドップラー）レーダー

疑似観測

地上リモートセンシング

直接観測
（準）現業衛星

NOAA(image:© NOAA)

DMSP（image: ©NASA ）

Metop

MTSAT

(image:© ESA)

METEOSAT
(image:© ESA)

研究開発衛星
Aqua
（ image:©NASA ）

Terra

GOES(image:©
NOAA)
GOES（

（image:©NASA ）

静止衛星

TRMM
（image:©NASA ）

COSMIC
(image:©NASA)

低軌道衛星

図 2.2.1 気象庁の数値予報の初期値解析で用いられる各種観測測器や測器を搭載する衛星など（2012 年 7 月現在）
1
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2.2.2 リモートセンシング

適用して軸対象のTC構造を推定、②これに数値予報
で得られる非軸対象構造の情報を加えてTC周辺の
気圧や風の三次元分布を算出、③この中からいくつ
かの地点のデータを抽出、④抽出データを観測デー
タの形式に変換するという一連の手続きで行われ
る。ボーガスデータの配置場所と要素は、全球解析
の場合、第一推定値のTC中心とTCLOCに海面気圧、
TCLOCから半径200km程度の円周上4点に海面気圧
と風向風速（風向風速は鉛直プロファイルとして与
えられる）である（図2.2.2）。なお、第一推定値の
TC進路予報誤差が大きい場合には、さらに外側の円
周上に海面気圧と風向風速が追加的に配置され、台
風周辺の大気場の修正に利用される。詳細は岡垣
(2010)を参照されたい。
台風ボーガスは、数値予報で利用可能な観測デー
タの少ない熱帯海洋上で発生する台風周辺の大気
の解析精度を上げるために導入されているもので
あるが、概念モデルに基づいて人工的に作成された
データであるため、必ずしも現実の台風構造を表現
してはいない。特に、台風発生直後などの目のはっ
きりしない状況では、TCLOCの解析精度自体が低い
ことがある。このような場合には、ボーガスデータ
と現実との乖離が大きくなり、それを利用した大気
の解析精度が低くなる可能性がある。
台風ボーガスの作成条件は、気象庁の担当領域
（北緯0-60度、東経100-180度）に熱帯低気圧があ
って、その熱帯低気圧に対して海上風警報6（ないし
その上位の警報）が発表されたときである。ボーガ
スデータは、これらの条件に該当したときから（そ
れ以前になかったデータが）与えられ始めることに
なる。このため、ボーガスデータ利用開始直後の初

観測をしたい場所に対して、離れたところから電
磁波などを用いて間接的に観測を行う手法をリモ
ートセンシングと言う。
地上に測器を置く地上リモートセンシングには、
気象（ドップラー）レーダーやウインドプロファイ
ラ、地上GNSS2などがある。このうち地上GNSSは、
GNSS衛星から発信され大気中を通過した電波を地
上のGNSS受信機で受信し、水蒸気の影響による電
波の受信時間の遅れを基に鉛直積算水蒸気量（可降
水量）を推定するものである。
人工衛星から地球を観測する衛星リモートセン
シ ン グ では 、 多種 多様 な観 測 が 行わ れ てい る。
WMO(2012)によれば、全球数値予報の予報誤差の
軽減に現状最も寄与している測器は米国のNOAA
衛星や欧州のMetop衛星などに搭載されているサウ
ンダ（鉛直探査計）で、気温や水蒸気の鉛直分布に
関する情報を得ることができる。また、静止衛星な
どによる連続画像を基に、大気や雲などのパターン
の移動を追跡することにより算出される大気追跡
風(AMV 3 )も寄与が大きい。近年はGNSS掩蔽観測
(GNSS-RO4)も数値予報に重要なデータとされるよ
うになってきた。この理由は、GNSS-ROがその観
測原理から、地球上どこでも均質な精度のデータが
得られるためである。その他、大気下層の水蒸気量
に関する情報が得られるマイクロ波イメージャや、
海上の風向風速が得られるマイクロ波散乱計、大気
中層の水蒸気量に関する情報が得られる（静止衛星
の水蒸気に感度を持つチャンネルの）晴天放射輝度
温度(CSR5)などが数値予報で利用されている。

2.2.3 疑似観測
人間の手による主観解析の結果など、実際の観測
で得られたものでない大気に関する情報を初期値
解析で利用するために人工的に作成される観測を
模したものを、疑似観測と言う。現在、気象庁の初
期値解析で疑似観測データとして利用されている
のは、台風ボーガスのデータのみである。
台風ボーガスは、気象庁予報部で解析される熱帯
低気圧(TC)の情報（中心位置(TCLOC)、中心気圧、
強風半径など）を初期値解析で利用するための手法
（もしくはそのデータ）である。ボーガスの作成は、
①理想的な概念モデルに前述のTCに関する情報を
GNSS: 全球航法衛星システム(Global Navigation Sat
-ellite Systems)、米国の全球測位システム GPS (Global
Positioning System)を含む国際的な測位衛星システムの
総称
3 AMV: Atmospheric Motion Vector
4 RO: Radio Occultation
5 CSR: Clear Sky Radiance
2

図 2.2.2 台風ボーガスの配置例（2012 年 6 月 18 日
18UTC）、★が海面気圧を、矢羽が風の鉛直プロフ
ァイルを示す。背景は、MTSAT-2 による赤外画像。
海上で風速が 28kt 以上 34kt 未満の状態に既になって
いるか、または今後 24 時間以内にその状態になると予想
される場合に発表される警報
6
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表 2.3.1 各種観測で得られる物理量
可 放
屈
湿 降
屈
そ
降 射
折
風
水
折
の
水 輝
率
圧 温
度 量
角
他
量 度
・
気 気
種

別

通報式・略号・等

その他の
補足

地上観測
SYNOP
○ ○ ○ ○ ○
○
日射量など
地上自動観測
AMeDAS
○ ○
○
○
日射量など
海上観測
SHIP, BUOY
○ ○ ○
○
海面水温など
直接観測
航空機観測
AMDAR, ACARS, AIREP ○ ○ ○ *1
高層観測
TEMP
○ ○ ○ ○
高層風観測
PILOT
○
○
ウインドプロファイラ
WPR
△
○ ドップラー速度など
気象レーダー
WR
△
○
反射強度など
地上
リモート 気象ドップラーレーダー WDR
△
○ ドップラー速度など
センシング 解析雨量
R/A
○
地上GNSS
GNSS-PWV
△
○
電波遅延量
疑似観測 台風ボーガス
TY-Bogus
△
△
○ 台風位置・強度など
大気追跡風
AMV
△
静止衛星
晴天放射輝度温度
CSR
○
極域大気追跡風
Polar-AMV
△
マイクロ波サウンダ
MW Sounder
△
△
○
低軌道
赤外サウンダ
IR Sounder
△
△
○
△
オゾン量など
衛星
マイクロ波イメージャ
MW Imager
△ △ ○
△
海面水温など
マイクロ波散乱計
SCAT
△
○
散乱断面積
GNSS掩蔽観測
GNSS-RO
△ ○
電波遅延量
○：観測物理量、△：観測物理量から算出（推定）される物理量、赤字は初期値解析に利用されているデータ
*1: 近年精度の良い航空機搭載湿度センサーが開発され、搭載が推奨されつつあるが、まだ数は少ない

期値解析精度が不安定になり、急に台風の発達予想
が変わることがあるので、これも注意が必要である。

2.4 観測の分布
2.4.1 水平分布

2.3 観測で得られる物理量
表2.3.1に各種観測から得られる物理量、及びその
観測データを用いて推定される物理量を示す。
直接観測は、気圧や気温、風、湿度（比湿）など
数値予報モデルの予報変数を直接観測するものが
多く、従来から初期値解析に用いられてきた。
リモートセンシングでは、放射輝度やドップラー
速度、反射強度、屈折率等、予報変数ではない物理
量を観測するものが多い。従来はこれらの物理量は
初期値解析で直接利用できなかったため、予報変数
である何らかの物理量に変換され、利用されてきた。
現在は、第3章で述べるデータ同化の高度化により、
予報変数ではない物理量も直接初期値解析に利用
できるようになってきたので、必ずしも変換処理は
行われていない。例えばサウンダについて、従来は
観測輝度温度から気温や水蒸気の鉛直プロファイ
ルを推定していたが、現在はそのような推定処理は
行われておらず、輝度温度が直接初期値解析に利用
されている。これにより、この推定アルゴリズムの
開発にかかる期間が必要なくなり、サウンダの運用
開始後早期から、これらの輝度温度データを利用で
きるようになった。
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図2.4.1に2012年6月12日00UTCの前後3時間に
観測された観測データの水平分布を示す。A)～E)は
地上直接観測、及び地上リモートセンシングデータ、
F)～L)は衛星リモートセンシングデータで、黒以外
の色でプロットされたデータは実際に全球解析で
利用されたデータを示し、黒は利用されなかったデ
ータを示す。
A)は観測所などによって行われている地上観測
で、陸上の大半に密に分布しているが、アフリカや
シベリアなどでは観測密度が低い。B)は船舶（青）
や漂流ブイ（橙）で得られる海上観測で、海洋上に
広く分布しており、特に北大西洋で観測密度が高い。
C)はラジオゾンデによる高層観測で、上空の気温、
風、湿度データが得られるが、ほとんどが陸上に分
布している。またアフリカでは非常に数が少ない。
なお、海洋上では気象観測船や、北海油田などの洋
上プラットフォームなどによって観測が実施され
ている。D)はパイロットバルーン（測風気球、橙）
やウインドプロファイラ（青）で得られる上空の風
観測である。ウインドプロファイラは現在、日本の
ほか、米国や欧州、香港に展開されている。E)は航
空機による観測（青）、及び疑似観測（赤）の分布
を示している。航空機観測は全世界から広く得られ
る。ただし、観測高度は限定的であり、その多くは

航空機の巡航高度である10,000m付近の観測である。
これらの航空機が下層を飛行するのは離着陸時に
限られるため、対流圏下層のデータは空港近傍でし
か得られない。航空機では通常気温や風が観測され
ているが、水蒸気の観測は非常に少ない。疑似観測

図 2.4.1

は、台風周辺に配置される台風ボーガスのデータで
ある。
F)～L)は衛星データで、色によりその測器を搭載
する衛星を区別している。F)はマイクロ波散乱計に
よる観測の分布で、欧州の極軌道衛星7Metop-2に搭

2012 年 6 月 12 日 00UTC の前後 3 時間の観測データの水平分布
7

11

低軌道衛星のうち、北極から南極を周回するような衛星。

図 2.4.1

2012 年 6 月 12 日 00UTC の前後 3 時間の観測データの水平分布（つづき）

載された改良型散乱計ASCAT8により衛星軌道の左
右両側の海上で風向風速のデータが得られる。G)は
AMVのデータ分布で、5機の静止衛星、及び2機の
極軌道衛星からデータが得られるが、現状では南北
60緯度帯に観測の空白帯がある。H)は静止衛星によ
るCSRのデータ分布で、5機の静止衛星のデータが
あるが、上空に雲がない領域のみに分布は限られる。
I)はマイクロ波気温サウンダで、2012年6月現在、6
機の極軌道衛星のデータで全球をカバーしている。
J)はマイクロ波水蒸気サウンダ、K)はマイクロ波イ
メージャのデータ分布で、どちらも現在は海洋上で
のみデータを利用している。L)はGNSS-ROで、ま
ばらではあるが、全球に比較的均質にデータが分布
している。
図2.4.2に、2012年4月現在、メソ解析で利用され
ているが、全球解析で利用されていない観測データ
の水平分布を示す。Aは地上GNSSによる可降水量
データの水平分布である。地上GNSSは、日本列島
の陸上に密に分布している。海外のデータは現在ま
でのところ取得できていない。Bは気象庁の気象レ
ーダー(WR9)の反射強度から推定される相対湿度デ
ータ(REFRH)の分布である。REFRHはWRから半
径200km以内で作成されている。なお、REFRHの
分布は降水エコーの探知状況に応じて日々変動す
ることから、図では、一定期間データを積算するこ
8
9

ASCAT: Advanced Scatterometer
WR: Weather Radar
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A

B

C

図 2.4.2 メソ解析で利用されている観測データの
水平分布（全球解析では利用されていないもの）、
A:地上 GNSS、B:気象レーダーの反射強度より推
定される相対湿度、C:ドップラー速度。なお、B,C
はレーダー毎に色分けして描画した。

とで、おおよその観測可能範囲を示した。REFRH
の観測可能範囲は日本を広く覆っているが、WR
が整備されていない大東島地方や小笠原諸島でデ
ータが得られない。Cはドップラー速度データ
(DPV)の水平分布である。DPVは気象ドップラー
レーダー(WDR10)のほか、空港気象ドップラーレ
ーダー(DRAW11)からも得ることができる。DPV
はREFRHよりも観測範囲が狭く、WDRの場合、
半径150km以内、DRAWの場合は半径120km以内
となっている。図では図2.4.2Bと同様の手法で、
おおよその観測可能範囲を示した。現在は
REFRHで述べた地域のほか、東北地方や奄美地
方でデータの空白域がある。これらは秋田WR12及
び名瀬WRのWDR化及びその利用開始により、近
年中に解消される見込みである。

2.4.2 鉛直分布
表2.4.1に、各観測の観測対象となる高度の、お
およその分布を示した。地上GNSSは全層積算の
水蒸気量であるが、水蒸気の分布が対流圏下層で
密なため、対流圏下層の影響が大きい。また、放
射輝度温度は本来全層積算量であるが、ここでは
周波数の特性により感度があるとされる高度を示
した。現状中間圏で観測データが得られるのは衛
星搭載サウンダやGNSS掩蔽観測のみである。一
方、衛星観測では、特に陸上における大気下層の
情報は、
計算が複雑なため、
なかなか得られない。

表 2.4.1 各観測データの観測対象高度の分布
（衛星輝度温度の場合は感度のある高度）

種

別

地上（自動）観測
海上観測
直接観測 航空機観測
高層観測
高層風観測
ウインドプロファイラ
気象レーダー
地上
リモート 気象ドップラーレーダー
センシング 解析雨量
地上GNSS
疑似観測 台風ボーガス
大気追跡風
静止衛星
晴天放射輝度温度
極域大気追跡風
マイクロ波サウンダ
低軌道
赤外サウンダ
衛星
マイクロ波イメージャ
マイクロ波散乱計
GNSS掩蔽観測
△：海上のみ，▽：空港近傍のみ

対
流
地
圏
表
下
層

対
全
流 成 中
層
圏 層 間
積
上 圏 圏
算
層

○
△
▽ ▽ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○
○
○
○
○
○ ○ ○
△ ○
○
△ ○
*1 △ ○ ○ ○
*1 △ ○ ○ ○
○ △
△
○ ○ ○

*1: 地表に感度はあるが、地表面の細かな影響を受けること
から、その計算は非常に複雑であり、利用できていない

2.4.3 観測時刻分布
以前は、毎日決まった時刻に観測を行う定時観
測が主体であったが、現在では各種リモートセン
シングによる連続観測や、飛行機・船舶等の不定
期観測等の非定時観測が多くなっている。定時観
測には、通常毎日00UTCと12UTCに実施される
高層（風）観測などがある。
極軌道衛星は多くがその公転面と太陽に向かう
方向がなす角が一定（太陽同期）であるため、地
球上から見ると常に一定の地方時で上空を通過し
ているように見える。これらの極軌道衛星観測デ
ータを地球の自転成分を差し引いて描くと、図
2.4.3のようになる。ここで、図中の数字が地方時
に該当する。例えばMetop-2衛星は地方時で10時
と22時頃に、NOAA-18衛星は15時と03時頃にそ
れぞれ上空を通過し、観測を行う。なお図2.4.3下
段に示したTRMM衛星は太陽非同期衛星で、その
公転面が太陽に向かう方向となす角は時間ととも
WDR: Weather Doppler Radar
11 DRAW: Doppler Radar for Airport Weather
12 秋田 WR は、2012 年 3 月に WDR 化され、同年 10 月
より数値予報で利用開始された。
10

DMSP-F18

DMSP-F17
DMSP-F16

TRMM

図 2.4.3 衛星の観測範囲を、地球の自転成分を差し引いて
北極上空から眺めた様子。図中の数字が地方時に相当す
る。上段がマイクロ波気温サウンダ搭載衛星、下段がマ
イクロ波イメージャ搭載衛星（2012 年 1 月 1 日現在）
。
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にずれていくため、地球上から見ても、上空通過時
刻（＝観測時刻）は日々異なっている。

2.5 観測データ取得時間分布
当然のことながら、各種観測データを初期値解析
で利用するためには、解析処理開始までにそれらの
データを取得する必要がある。このため、観測デー
タの取得に要する時間は、数値予報の運用にとって
極 め て 重 要 で あ る 。 図 2.5.1 に 高 層 観 測 (TEMP,
PILOT)、地上観測(SYNOP, SHIP, BUOY)、航空機
観測（ここではAMDARのみ）、衛星観測（ここでは
マイクロ波気温サウンダAMSU-Aのみ）について、
解析時刻の前180分~後179分の間に観測されたデー
タの取得時間分布（解析時刻を基準とした相対時間）
の例を示す。なお、現在の運用ではこの時間範囲の
観測データが一回の全球解析で利用されている。
高層観測は、そのほとんどが解析時刻に行われて
おり、おおむね観測後3時間（解析時刻+3時間）以
内に全てのデータが入電している。
地上観測には毎時観測されるデータと数時間毎
に観測されるデータがある。どちらも観測後すぐに
入電が始まり、おおむね観測後3時間以内に配信が
完了している。従って、解析時刻の2時間後に観測
されたデータは、そのほとんどが解析時刻の5時間
後までに入電することになる。
航空機観測は、観測時刻が連続的に分布しており、
観測後30分以内に多くのデータが入電する。データ
100%

20%

2.6 デコード
観測データの処理は、通報された電文や取得した
独自形式のファイルを数値予報で扱いやすい形式
のファイルに翻訳・変換（デコード）することから
始まる。このデコード処理の際に、観測時刻の確認
100%

TEMP+PILOT

80%

の入電も連続的にあり、解析時刻の4時間後までに
は、解析時刻前後3時間のデータのほとんどが入電
する。
衛星データについては、（ここではAMSU-Aの例
だが）観測自体は連続的に行われるものの、一定量
（例えば地球半周分）のデータを衛星運用機関など
から一度に取得するため、データ取得分布は連続的
にならず、積算取得率も階段状の分布となっている。
データの取得に要する時間は、一般的には観測後1
～3時間程度、遅いものでは5時間程度である。従っ
て、配信の最も遅い解析時刻の約3時間後の観測デ
ータは、解析時刻の約8時間後にようやく取得でき
ることになる。なお、衛星データの中には気象衛星
センターなどの衛星受信局で直接衛星から受信さ
れるデータもある。こうした観測データは、観測後
30分以内にはおおむね取得できる。ただし、このよ
うにして衛星から直接得られるのは、受信局周辺の
観測データのみに限られる。このため、より迅速に
全球的なデータを取得するため、各国の受信局で得
られた直接受信データを相互に交換する枠組みが
WMOの下で構築されている（村田 2007）。

5%

SYNOP+SHIP+BUOY

80%
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40%

2%
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10%
40%
5%

20%

1.0%

100%

80%

0.8%

80%

40%

60%

0.6%

60%

30%

40%
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図 2.5.1 高層観測(TEMP+PILOT)、地上観測(SYNOP+SHIP+BUOY)、航空機観測（ここでは AMDAR のみ）
、衛
星観測（ここではマイクロ波気温サウンダ AMSU-A のみ）の、解析時刻前後 3 時間に観測されたデータの入電時
間分布（％）。青線が積算取得率（左軸）、赤線が毎分取得率（右軸）、横軸は解析時刻を基準とした相対時間（分）。
調査期間は、高層・地表・航空機観測が 2012 年 4 月 5～6 日、衛星観測が同年 3 月 1～9 日。
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や、重複データの確認・排除、訂正報の処理などが
行われる。

れる。前処理は、観測の種類に応じて様々な手法で
行われる。
このうち直接観測やAMVなどのQCは、以下に述
べる内的QCと外的QCの処理が実施される。

2.7 品質管理
観測データには、人為的なミスや観測測器の故障
等、様々な原因により異常データの混入がありうる。
図2.7.1にある船舶からの気温通報値と、対応する地
点における数値予報モデルによる気温推定値を例
として示す。推定値が明瞭な日変動を示しているの
に対し、通報値はときどき変動がみられるものの一
定値が連続しており、明らかに挙動が不自然である。
また、図2.7.2は衛星データの観測位置情報に誤りが
ある例である。衛星データは通常連続的に分布する
ので、矢印で示すような離れた位置に観測データが
現れるのは明らかにおかしい。
図2.7.3に異常データが数値予報の初期値解析に
利用されたと仮定した場合の例を示す。(A)は正常な
観測データを用いた場合の解析場、(B)は日本の東海
上に異常なデータが混入したと仮定した場合の解
析場、(C)はその差で、(B)では日本の東海上に偽の
低気圧（矢印）が解析されている様子が判る。
この例のように、異常データの混入は初期値解析
で偽の低気圧を生じさせるなどにより、その精度を
悪化させる。また、それだけでなく、場合によって
は初期値解析の処理が異常終了する原因となりう
る。このため、異常データはできる限り適切に排除
する必要がある。この処理などを実施するのが品質
管理(QC, Quality Control)である。
QCには、初期値解析のための前処理として自動
的に実施されるリアルタイムQCと、ある一定期間
の観測値の振る舞いを監視し、観測データの統計的
な問題点などを把握するための非リアルタイムQC
の二種類がある。

(1) 内的QC
内的QCは、観測データが持つ情報のみを使って
行うQCであり、以下のような項目がある。個々の
詳細については大野木(1997)を参照願いたい。

ブラックリストチェック：
ブラックリストは非リアルタイムQC（第2.7.2
項参照）の結果に基づいて、品質が悪いと事前
に判明しているデータを予め登録したもので
ある。これに基づいて低品質データを除去する。
図2.7.1の例は、このチェックにより排除されて
いる。

気候学的チェック：
気候学的に妥当な値が報じられているか確認
この期間だけ正常と思われる
一定値
一定値

一定値

図 2.7.1 2012 年 6 月 11～23 日の、ある船舶からの
気温通報値（◆）と第一推定値（＋）

誤データ

2.7.1 リアルタイムQC
リアルタイムQCは、初期値解析に入力するため
の観測データの妥当性を判定する前処理で実施さ
A

図 2.7.2 ある衛星データの観測位置情報に誤りがあ
る例。赤点が各観測点を示す。

B

C

図 2.7.3 A:正常な観測データが初期値解析に利用された場合の海面気圧解析値、等値線は 4hPa 毎。B:★の位置の船
舶が、海面気圧として約 980hPa の観測値を誤って 20hPa ほど低く通報し、それが利用されたと仮定した場合の海
面気圧解析値。C:A と B の差。等値線は 1hPa 毎で負の値を青色で示した。なおこの船舶の観測時刻は解析時刻の
3 時間前だったため、その時間差が考慮され、差が大きい場所の中心は系の移動と共に観測場所の東側に移動した。
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する。値の基準はWMO(1993)に基づいている。
航路チェック：
船舶や航空機などの移動体からの観測通報が
適切か確認する。移動速度や角度の確認のほか、
船舶では通報位置が海上かどうかも確認する。
要素間整合性チェック：
異なる観測要素間で、整合が取れているか確認
する。例えば、気温と露点温度の大小関係が逆
転していないか、など。
鉛直整合性チェック：
高層観測を対象として、鉛直方向にある一連の
データが気象学的に整合しているか確認する。
例えば、観測値が一定ではないか（測器が氷結
してないか）
、気温減率は妥当か、など。

(2) 外的QC
外的QCでは、第一推定値や周囲の観測等と比較
して観測データの妥当性が確認される。外的QCは
以下の手続きによって行われる。なお、これらの手
続きの模式図を図2.7.4に示した。

グロスエラーチェック（図2.7.4左側）：
観測値と第一推定値の差（D値）により、その
データが妥当か判定する。ただし、第一推定値
自体が妥当かどうか必ずしも明確でない（予報
精度が悪い可能性がある）ので、本判定では、
D 値 の 大 き さ に 応 じ て 、 PASS （ 通 過 ）
/SUSPECT（保留）/REJECT（排除）の三種
類に判定し、SUSPECTデータは後続の空間整
合性チェックで改めて判定する。なお、第一推
定値の品質が特に悪い場合には、正しいデータ
であっても、本チェックでリジェクトされてし



まう可能性があるので注意が必要である。
空間整合性チェック（図2.7.4右側）：
D値を周囲の観測データと比較し、周囲の観測
データも似たような値だった場合、観測は正し
いと判断してPASSとする。逆に周囲と異なる
場合には観測値の信頼性が低いとみなして
REJECTとする。

リモートセンシング観測のためのQCは、それぞ
れの特性に応じて様々な処理が施されている。例え
ば、グロスエラーチェックのほか、衛星データに関
しては、図2.7.2で示したような事例に対応するため
の観測位置整合性チェックなどが、ドップラーレー
ダーでは、地面の影響（グランドクラッター）を除
去するために、風速が弱いデータを排除する処理な
どが行われている。詳細は以下に示す参考文献など
を、適宜参照願いたい。

衛星全般：気象庁予報部(2007; 2011)

ドップラー速度：石川(2007); 小泉(2004)

レーダー反射強度：幾田(2011)

地上GNSS：石川(2008)

2.7.2 非リアルタイムQC
非リアルタイムQCは、一定期間の観測値の振る
舞いなどを監視し、観測データの統計的な問題など
を把握するために行われており、この結果に基づき
リアルタイムQCで用いるブラックリストの登録・
解除などを行っている。アジア地域の地上観測につ
いては、WMOの枠組みにより数値予報課がモニタ
リングレポートをとりまとめ、観測実施当局である
外国気象機関やWMOに周知すると共に、外国数値
周りもD値が大きい
→ 第一推定値が悪い可能性がある

第一推定値
観測値を個別に
チェック

REJECT

｜D値｜

Cs

PASS
0

REJECT

Cr

周辺の観測
データの
D値の平均

SUSPECT
Cp

周辺の観測データの
D値の平均

PASS
0

グロスエラーチェック

空間整合性チェック

周りのD値は小さい
→ 観測が悪い可能性が大

図 2.7.4 外的 QC の模式図、図中の平面が数値予報モデルによる推定値（第一推定値）を、棒の高さが D 値（観測
値と第一推定値の差）の大きさを示す。グロスエラーチェック（左）では、個々の観測データを、その D 値の大き
さで PASS（通過（緑））/SUSPECT（保留（黄）
）/REJECT（排除（赤）
）に分類し、その後に実施される空間整
合性チェック（右）では、SUSPECT データを周囲の観測と比較して突出してないかどうかで PASS / REJECT を
決める。
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平成19年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
102-103.
石川宜広, 2008: 地上設置型GPS大気遅延量の利用.
平成20年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
53-57.
岡垣晶, 2010: 全球解析における台風ボーガスの改
良. 平成22年度数値予報研修テキスト, 気象庁予
報部, 48-52.
大野木和敏, 1997: データ品質管理と解析前処理.
数値予報課報 告・別冊第 43号 , 気象庁予報 部 ,
17-61.
気象庁予報部, 2007: 数値予報と衛星データ. 数値
予報課報告・別冊第53号, 気象庁予報部, 220pp.
気象庁予報部, 2011: データ同化の改善に向けて.
数値予報課報 告・別冊第 57号 , 気象庁予報 部 ,
189pp.
小泉耕, 2004: メソ解析へのドップラー動径風の利
用. 平成16年度数値予報研修テキスト, 気象庁予
報部, 71-74.
村田英彦, 2007: アジア太平洋地域におけるATOVS
再配信サービス. 気象衛星センター技術報告第49
号, 気象衛星センター, 33-53.
WMO, 1993: Guide on the Global Data Processing
System. WMO No. 305.
WMO, 2012: Summary of recent findings
regarding observing system experiments
(OSEs) and observing system simulation
experiments (OSSEs). Annex II to ICT-IOS-7
final report, WMO, 33-37.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Repo
rts/documents/OPAG-IOS-7-Final-Report.pdf

予報センターとも情報交換し、観測の問題の把握に
努めている。なお、このモニタリングレポートは、
ウェブにより公開されている13。
数値予報課では、統計処理や図2.7.1に示した観測
値と第一推定値の比較の時系列図などで各種観測
データの監視を行っている。また、衛星データに関
しては、別々の衛星の、同様の周波数帯（チャンネ
ル）の輝度温度観測データについて、数値予報モデ
ル推定値に対する平方根平均二乗誤差(RMSE)の時
系列を確認するなどにより監視を行っている（例：
図2.7.5）。

2.8 まとめ
数値予報に利用されているものを中心に各種観
測データとその品質管理について概説した。数値予
報の高度化に伴い、初期値解析に用いられる観測デ
ータ数は年々増大している。これらの情報を利用す
ることにより、数値予報の精度が向上してきた。今
後も同化技術の高度化や新しい観測データの登場
によって、さらなるデータ利用が見込まれる。これ
らのデータの適切な品質管理は、数値予報の精度維
持・向上のために極めて重要で、そのためには観測
データのモニタリングと言う地道な作業も非常に
重要である。今後のデータ増大を踏まえ、品質警告
の自動発出などのシステム構築が重要であり、開発
を進める必要がある。
参考文献
幾田泰酵, 2011: メソ解析におけるレーダー反射強
度データの同化. 平成23年度数値予報研修テキス
ト, 気象庁予報部, 9-12.
石川宜広, 2007: ドップラーレーダーデータの利用.

図 2.7.5 複数衛星の観測データの、第一推定値に対する平方根平均二乗誤差(RMSE)の時系列比較図（例）
。この例で
は、2010 年 1 月に NOAA-19 の観測データ（青色）の RMSE の拡大が見られた。この際、他の衛星の誤差は拡大
していないことから、
（数値予報モデルの精度が悪化したのではなく）このデータの精度が悪化したと判断し、初期
値解析での利用を中止した。
13

http://qc.kishou.go.jp/
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第３章 データ同化
3.1 データ同化概要 1
「データ同化」とは、観測値と第一推定値を用い
て、整合のとれた、ある時刻の大気状態を表す物理
量の分布（これを「解析値」という）を求めること
である。求まった解析値は数値予報モデル（第4章
参照）の初期値として使用される。気象観測はさま
ざまな場所や時刻で行われている（第2章参照）が、
現在の数値予報モデルの格子点数と比較すれば一
般的にはまばらであり、観測データの分布も不均一
であるため、数値予報モデルに適した初期値がその
まま得られるわけではない。これらのデータを用い
て、数値予報モデルに利用可能な、空間的・時間的
により均一な形式の初期値が、ある一定の計算手法
を用いて作成される。図3.1.1にデータ同化の模式図
を示す。人の主観が入らないと言う意味で、「客観
解析」と呼ぶこともある。これに対して、観測値か
ら人の手で天気図を書くことを「主観解析」と呼ぶ。
観測データの数や種類には限りがある。最近のス
ーパーコンピュータの性能向上とともに数値予報
モデルが高分解能化し、貴重な観測データから有効
な情報を引き出すという過程はより重要さを増し
ている。前述の通り観測値だけでは、十分精度の高
い解析ができない。このため、前の初期時刻の予報
結果を第一推定値として用い、これを修正するとい
うことが行われる。このデータ同化の際に、予報値
だけでなく観測値にも誤差があると考えられるた
め、観測値を単純に解析値と置き換えるのではなく、
観測値と第一推定値との間に解析値を求めること
になる。解析値が観測値側に寄るかそれとも第一推
定値側に寄るかは、データ同化を実行する際に与え
られる「観測誤差」と「背景誤差」（第一推定値の
誤差）の設定 2によって決まることになる。観測誤差
が背景誤差より小さく設定されれば、解析値は観測
データ側に寄り、逆に観測誤差が大きく設定されれ
ば、解析値は第一推定値側に寄ることになる。図
3.1.1の模式図をより具体的に示したのが図3.1.2で
ある。
データ同化手法として、以前は簡便な手法が用い
られていた。しかし近年ではデータ同化の予報精度
に与える影響が大きいことが、とりわけ短期予報・
週間天気予報の範囲では強く認識されるようにな
ったため、より精度の良い解析値が得られる高度な
手法が用いられるようになってきた。観測で得られ
る物理量と数値予報モデルが必要とする風、気温、
第 3 章 室井 ちあし、佐藤 芳昭
ここでいう「誤差」は、統計的に得られる誤差の大きさ
の期待値のことである。

1
2
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図 3.1.1

データ同化の模式図

水蒸気量といった物理量とは、特にリモートセンシ
ング技術を応用した観測では必ずしも対応してお
らず、従来は数値予報モデルが必要とする物理量に
いったん変換することにより同化を行ってきた。し
かしながら高度な手法を採用することで観測され
た物理量を直接同化することが可能となり、これに
より多くの種類の観測が利用できるようになって
きた。
データ同化により作成される解析値は予報モデ
ルの初期値として利用されるほか、観測データのな
い領域や要素についても、均一で使いやすい形式で
提供されることから、実況値の代替として、検証・
評価・監視などにも幅広く利用されている（第1章
参照）。解析値は観測値そのものではなく、第一推
定値をもとに様々な過程を通じて観測値をなるべ
く適切に反映させたものであり、必ず誤差が含まれ
ている。したがってその利用にあたっては、これが
常に真の値と受け取るのではなく、観測データの持
つ誤差や第一推定値の特性などに十分留意する必
要がある。

3.2 データ同化手法
データ同化は、数少ない観測データからできるだ
け多くの情報を取り出して適切に解析値に反映さ
せようという過程である。可能な限り観測データの
数は多いことが望ましいが、一方で現象の時間・空
間スケールと予測可能性（第1.4節）を考慮すれば、
空間分解能の高い解析・予測ほど迅速に処理する必
要がある。したがって、利用目的や求められる迅速

図 3.1.2 データ同化の詳細な説明図。A:観測値（4 点の○）
、B:第一推定値（格子）
、C:第一推定値 B を、観
測値 A を踏まえて修正して得られた解析値（○は観測値）
、D:観測値と第一推定値の差(A-B)、E:第一推定
値の修正量(解析インクリメント) (C-B)。

性に応じて、いくつかのデータ同化手法が用いられ
る。
ここでは、気象庁のデータ同化で採用されている
手法を中心に、データ同化手法について簡単に解説
する。

観測値

解析値
第一推定値
繰り返し計算で観測値
に徐々に寄せていく
観測値

3.2.1 4次元変分法
「4次元変分法」は、数値予報モデルで用いられ
ている物理法則を活用して、空間的・時間的に広範
囲かつ様々な種類の観測データを同化する手法で
ある（露木 1997; 露木 2002）。
大気現象は3次元空間（東西・南北・高さ方向）
に存在し、時々刻々と移り変わっている。3次元空
間の様々な地点、またいろいろな時刻において観測
されるデータを活用することにより、大気の状態を
空間3次元＋時間の4次元的にとらえることによっ
て、より精度の高い解析値を得ることが可能となっ
ている。
4次元変分法の考え方とおおまかな処理の流れを
それぞれ図3.2.1と図3.2.2に示す。4次元変分法を用
いたデータ同化では、数値予報モデルを実行して少
しずつ解析値を修正させることにより、第一推定値
と観測値との間でもっともバランスのとれた最適
な解析値を探すという求め方を行う。最適であるか
どうかの指標には、「評価関数」を用いる。評価関
数は、現在の解析値が第一推定値や観測値からどの
くらい離れているかを、定量的に示す数値で、小さ
いほどより適しているとみなす。最初に解析値のた

同化ウィンドウ

図 3.2.1

スタート
処理の流れ

解析値修正

時間

4 次元変分法の考え方

積分１回目

評価関数計算

逆方向に積分
解析値修正

積分２回目

評価関数計算

逆方向に積分

解析値修正

積分n回目

評価関数計算

逆方向に積分
ゴール

最終的に積分し解析値作成
評価関数

同化ウィンドウ

評価関数の値は
徐々に下がっていく

繰り返し計算回数

図 3.2.2

4 次元変分法の処理の流れ

たき台として第一推定値を用いて数値予報モデル
を実行し、あらかじめ設定された時間範囲内にある
全ての観測からその予報がどの程度離れているか
を評価関数で判断する。なお、この時間範囲を「同
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化ウィンドウ」という。次に、数値予報モデルを逆
方向に実行して、評価関数をより小さくするにはど
のような修正を解析値に与えればよいかを探索す
る。そして、そのような修正を加えた解析値で、再
び数値予報モデルを実行、という繰り返し計算にな
る。これ以上繰り返しても評価関数の値が小さくな
らないと判断されたところ、あるいは一定以上の回
数の繰り返し計算が行われたところで終了となり、
その時に保持している値が最終的に解析値として
出力される。数値予報モデルを繰り返し実行するこ
とになるためその計算量は膨大であり、計算量を減
らすために、第一推定値を求めるモデル（アウター
モデル）の解像度よりも、繰り返し計算で使われる
モデル（インナーモデル）の解像度を落として計算
するという手法が用いられる。

値を修正する。この処理に使用される観測は、モデ
ルで扱われる気温や風、湿度などの物理量の観測で
なければならない。このため、衛星リモートセンシ
ングで得られる放射輝度温度などの観測は、直接は
利用できず、これらを利用するためには何らかの手
法でモデル物理量に事前に変換する必要がある。そ
の際に誤差が増大する懸念があるため、大量の衛星
観測データが得られる今日では大きな制約である。
現業の大気のデータ同化ではほとんど用いられ
なくなったが、力学的なバランスを重視しない地上
解析や積雪解析、海面水温解析などにおいては使用
されている。

3.3 気象庁のデータ同化

3.2.2 3次元変分法
4次元変分法では、空間の3次元に時間軸の1次元
を加えた4次元で解析を行うが「3次元変分法」では
大気状態の時間変化は考慮せずに、様々な観測が解
析時刻に得られたと仮定して、その時刻の大気の場
を解析する。評価関数を用いて繰り返し計算により
解析値を求める点は4次元変分法と同様だが、数値
予報モデルを実行しないため、その計算量が少ない。
その反面、大気の場の力学的な時間変化が考慮され
ないため、必ずしも力学的にバランスのとれた解析
値が得られないと言う欠点がある。
3次元変分法は、より迅速な処理が求められる局
地解析と毎時大気解析で用いられている。

3.2.3 最適内挿法
「最適内挿法」は、変分法よりも前に主流だった
解析手法である。この手法では、観測データの第一
推定値からのずれを、観測誤差や予報誤差の統計情
報を考慮して第一推定値の格子に内挿し、第一推定

データ同化手法
解像度
インナーモデル
の解像度
解析時刻
同化ウィンドウ
第一推定値
観測データ打ち
切り時間

ここでは、気象庁で現業的に実施されているデー
タ同化の概略について述べる。表3.3.1に気象庁のデ
ータ同化についてまとめる。なお観測データ打ち切
り時間とは、解析時刻から実際にデータ同化処理を
開始するまでの時間である。一般に観測データは多
ければ多いほど解析値の精度は良いことから、なる
べく打ち切り時間を長く取ることが望ましい。しか
し、迅速に処理をしてプロダクトを提供する必要が
ある場合は、打ち切り時間が短く設定されている。

3.3.1 全球解析
全球解析は地球大気全体の解析であり、大気の解
析手法には4次元変分法を用いている（門脇 2005;
西嶋・室井 2006）が、大気解析で解析されない地
上の気温や風などの解析には最適内挿法を利用し
ている。
第1.7節でも述べたとおり、予報モデルに初期値を
提供するための「全球速報解析」と、データ打ち切
り時間を長く確保して解析予報サイクルとしての
精度を重視した「全球サイクル解析」の2種類の運
用が行われている。

表 3.3.1 気象庁の主なデータ同化（2012 年 10 月末現在）
全球解析
メソ解析
局地解析
4 次元変分法
4 次元変分法
3 次元変分法
TL959（約 20km） 60 層
5km 50 層
5km 50 層
TL319（約 55km） 60 層
15km 50 層
–
00, 06, 12, 18 UTC
各解析時刻の 3 時間前から
3 時間後まで
解析時刻の 6 時間前を初期値
とする全球モデル予報値
速報解析：2 時間 20 分
サイクル解析：
11 時間 50 分(00,12UTC)
7 時間 50 分(06,18UTC)

00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
UTC
各解析時刻の 3 時間前から
解析時刻まで
解析時刻の 3 時間前を初期値
とするメソモデル予報値
50 分

20

00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
UTC
–
解析時刻の 3 時間前を初期値
とするメソモデル予報値
30 分

に充実している（計盛 2011）。

速報解析による解析値は全球モデル、週間アンサ
ンブル予報、台風アンサンブル予報の初期値に使わ
れる。地上解析値は数値予報モデルの初期値として
は用いられない。

3.3.3 局地解析
局地解析は日本列島を覆う東アジア領域の大気
解析であり、解析手法としては、3次元変分法と予
報を1時間毎に繰り返す手法を用いている（本研修
テキスト第2部第2.1節参照）。その解析値は局地モデ
ルの初期値に使われる。
速報性を重視していることからデータ打ち切り
時間は30分に設定している。全球解析やメソ解析で
は利用されていないアメダスデータを同化するこ
とにより、特に大気下層の解析精度向上を図ってい
る。

3.3.2 メソ解析
メソ解析は日本を中心とする東アジア領域の大
気解析であり、全球解析と同様、大気の解析手法に
は4次元変分法を用いている（本田・澤田 2008; 本
田・澤田 2009）が、大気解析で解析されない地上
の解析には最適内挿法を利用している。解析値はメ
ソモデルの初期値に使われる。地上解析値は数値予
報モデルの初期値としては用いられない。
全球速報解析よりも観測データ打ち切り時間は
短く設定されているが、レーダー反射強度やGNSS
可降水量データ（第2章参照）など、全球解析では
利用されていない観測データが同化されている（石
川 2010; 幾田 2011）。また最近では、衛星データ
の利用も輝度温度データを直接同化するなど徐々

3.3.4 毎時大気解析
日本を中心とする東アジア領域の大気解析であ
り、その解析手法には3次元変分法が利用されてい
る（藤田 2007; 藤田 2008）。この解析は速やかに
実況監視資料を提供することを目的としており、予

表 3.4.1 気象庁のデータ同化で同化される観測要素（2012 年 4 月現在）
従来型観測
（モデル変数）

種

湿

別

風
圧

温

GM

GML

GML

LQ

LQ

GM

GM

GMLQ

GMLQ

地上自動観測
海上観測

GM

航空機観測
高層観測

GM

高層風観測

GM

ウインドプロファイラ

度

GM

GM

静止衛星

放
射
輝
度

屈
折
率

GM

MLQ
M
M
ML
GM

GM

大気追跡風

GMQ

晴天放射輝度温度

GM

極域大気追跡風

G

マイクロ波サウンダ
低軌道
衛星

速
プ
度
ラ

GMLQ

地上GNSS
台風ボーガス

ド
降
水
量

GM

ドップラー速度
地上
解析雨量
リモート
センシング 3次元レーダー反射強度
疑似観測

可
降
水
量

ー

地上観測

直接観測

気

ッ

気

その他の観測

GM

赤外サウンダ
マイクロ波イメージャ

M

マイクロ波散乱計

GM

G

GNSS掩蔽観測

G

G:全球解析; M:メソ解析; L:局地解析; Q:毎時大気解析; 青字:地上解析で利用
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報モデルの初期値としては利用されない。
迅速性をより重視するため、観測データ打ち切り
時間は20分と、局地解析の30分よりもさらに短く設
定している。さらに実況監視資料という毎時大気解
析の利用目的を重視し、観測誤差を小さく設定する
ことで、解析値が観測値に近い値となるようにして
いる。

流れに依存し、場所や時間によって異なると考える
のが自然である。これを合理的に求めるために、
「ア
ンサンブルカルマンフィルター」
（三好・本田 2007）
という手法が注目されているほか、従来の4次元変
分法と新しい手法との両方の長所を組み合わせ、
日々の大気状態を反映した背景誤差を用いること
で大気の力学バランスを考慮する「ハイブリッド同
化」も開発が行われており、今後もデータ同化技術
は大きく発展すると考えられる。

3.3.5 その他のデータ同化
海面水温解析によって海面水温の解析値が作成
される（栗原ほか 2006）。その解析値は全球モデル
をはじめとする各種数値予報モデルの下部境界条
件として用いられる。
積雪解析（全球モデル用は積雪深解析、メソモデ
ル用は積雪域解析）によって、積雪深あるいは積雪
域の解析値が作成される（中村 2009）。その解析値
は各数値予報モデルの地表面状態として用いられ
る。利用される観測データは、地上観測(SYNOP)
であるが、国内のアメダスやDMSP衛星による観測
も一部では用いられる。
このほか、海洋データ同化によって海洋の解析値
が作成されており、季節予報モデルの海洋の初期値
として使われる。

3.4 各解析で用いられる観測データ
表3.4.1に各解析で実際に同化されている観測と
観測要素を示す（2012年4月現在）。「従来型観測」
はモデル物理量の観測を、「その他の観測」はそう
でないものを示している。地上リモートセンシング
や衛星観測はその多くがモデルの物理量ではなく、
観測量がその観測要素で直接同化されている。なお、
各観測の詳細については第2章を参照されたい。

3.5 データ同化の将来
数値予報におけるデータ同化は、観測データの持
つ情報を数値予報モデルの初期値に適切に反映さ
せる重要な処理であり、この技術が極めて重要であ
る。またこれからもリモートセンシング技術を応用
した地球観測が幅広く行われることから、データ同
化技術の研究開発は今後一層盛んになると予想さ
れる。
またこれまで主に、気象や海洋分野で盛んに取り
組まれてきたデータ同化は、数値シミュレーション
技術の発展により他の様々な分野でも注目されつ
つある。分野を超えた技術協力・連携も今後進むで
あろう。
データ同化の大きな課題は、背景誤差をどのよう
に設定するかということである。現在は過去のある
期間の予報モデルの誤差を蓄積・統計処理し、それ
を背景誤差として利用している。本来は一様でなく
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第４章 数値予報モデル
4.1 数値予報モデル概要 1
数値予報モデルは、数値予報全体の流れの中でも、
未来の値を計算するという中心の部分である。天気
予報用の数値予報モデルでは、大気現象を支配する
物理法則をコンピュータで解く。この物理法則が複
雑な方程式であるため、ある座標系上・時間方向に
おいてとびとびの値で表現することによって、コン
ピュータで解くことが可能になる。コンピュータで
解くことから、これを「数値的に解く」とも言う。
数値予報モデルでは大気の状態をできるだけ忠
実に表現する能力を持つことが望ましい。数値予報
モデルで考慮される過程を図4.1.1に示す。地球大気
中には、大規模な擾乱からメソスケール擾乱、さら
に小さな乱流や衝撃波などさまざまな時間・空間ス
ケールの現象が存在する。この中で、天気予報が対
象とする大気中の波動は、総観規模の傾圧不安定波
やロスビー波、そしてスケールの大きな内部重力波
であり、これらを正確に予測するために、大気の流
れを基本として、積乱雲の発生発達、雲と放射の相
互作用、境界層の大気の乱れに伴う運動量・熱・水
蒸気の輸送など、数値予報モデルで取り扱う過程は
非常に複雑なものとなっている。一方、音波や衝撃

波といった波動は、天気予報が対象とする大気現象
に影響を与えることはほとんどなく、数値予報モデ
ルで正確に解く必要はないので、必ずしもすべての
物理法則が考慮され正確に解かれている、というわ
けではない。
本章では、専門家が必要としている詳細には踏み
込まず、各計算手法のねらいを中心に概要を解説す
る。なお数値予報モデルが対象とする気象、大気科
学の基礎的知識については、小倉(1999)や日本気象
学会(1998)などを参考にしていただきたい。

4.2 基礎方程式
物理法則として数値予報モデルで用いられる基
礎方程式について解説する。
静力学平衡（(1-2)参照）の仮定をする方程式系を
「プリミティブ方程式系」、その方程式系を採用し
た数値予報モデルを「プリミティブモデル」あるい
は「静力学モデル」という。一方、静力学平衡の仮
定をしない方程式系を「非静力学方程式系」、その
方程式系を採用したモデルを「非静力学モデル」と
いう。

図 4.1.1 数値予報モデルで考慮される過程
1

第4章

室井 ちあし
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(1) 運動方程式

わりに温位で表される場合もある。

図4.1.1の大気の流れ（風）を支配する方程式であ
る。大気は3次元空間の中を運動するので、方程式
も水平（2方向）と鉛直（1方向）の3つにより記述
される。

＋ 断熱圧縮・膨張による変化

(1-1) 水平方向（2方向）

＋ 非断熱加熱

水平速度の時間変化率

=

温度の時間変化率

=

－ 温度の移流

(4) 水蒸気の方程式

－ 水平速度の移流

大気の水蒸気の変化に関する方程式である。
＋ 地球自転の効果（コリオリ力）
比湿の時間変化率

= － 比湿の移流

＋ 水平の気圧傾度力
＋ 相変化に伴う加湿
＋ 外力

(5) 気体の状態方程式
(1-2) 鉛直方向
鉛直速度の時間変化率

大気の状態に関する関係式である。気圧、密度、
温度の3つの変数の間には以下のような関係がある。
=

－ 鉛直速度の移流
気圧

=

空気密度 × 気体定数 × 温度

＋ 地球自転の効果（コリオリ力）

(6) その他
第4.5節で述べる物理過程の計算に必要な物理量
として、水物質に関しては、雲をより詳細に表現す
るためバルク法の雲物理（第4.5.3項）では水の形態
は水蒸気・雲水・雨・雲氷・雪・霰のカテゴリーに
分類され、そのカテゴリー毎に水蒸気の方程式と同
様の式を考える。また雲のパラメタリゼーション
（第4.5.2項）では雲水に関する方程式が考慮される
ことがある。さらに、大気の乱流エネルギーや地中
温度などの物理量の方程式を考える場合がある。

＋ 鉛直の気圧傾度力
＋ 重力 ＋ 外力
「静力学平衡」
（もしくは「静水圧近似」）を仮定
する場合（発達した積乱雲等でなければ、かなりよ
い精度で成り立つ）は、上記の式に代えて以下の式
が用いられる。
0

=

鉛直の気圧傾度力 ＋ 重力

4.3 数値予報モデルの全体構造
基礎方程式は第4.2節で見たように、一部を除いて、
ある物理量について時間変化率を求めるという形
になっている。したがって実際の数値予報モデルの
プログラムも、物理量毎に時間変化率を求め、それ
にある時間（積分時間間隔）を掛けることによって、
未来の物理量を求める、という構造になる。
数値予報モデルの流れを図4.3.1に示す。基礎方程
式に基づき、時間積分されて未来の値が求められる
量を「予報変数」と呼び、予報変数から時間積分を
経ずに求められる量を「診断量」と呼ぶことがある。
数値予報モデルのうち、基礎方程式にあらわに表現
されている移流や気圧傾度力といった時間変化率
を求めるところと、実際に時間積分を行うところを
あわせて、「力学過程」（または「力学フレーム」）
と呼ぶ。一方、それ以外の外力、非断熱加熱、相変
化に伴う加湿の効果を計算する部分や、それらの計
算に必要な大気以外とのやりとりや内部的な変化

この式は、大規模な運動で卓越するふたつの力が
釣り合っている状態を示し、鉛直速度の時間変化率
を予報する必要がないため、計算量が少なくなると
いうメリットがある。

(2) 連続の式（質量保存の式）
空気が増えたり減ったりすることはなく、保存さ
れているということを表す方程式。静力学モデルで
は、(1-2)の代わりにこの式と(1-1)による水平方向の
風の計算結果を用いて、上昇流が求められる。
空気密度の時間変化率

=

－ 密度の移流

＋ 収束・発散による密度変化

(3) 熱力学方程式
大気の温度変化に関する方程式である。温度の代
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座標系かに大きく分かれる（図4.4.3）。気圧座標系
のメリットとして、観測が気圧に対する高度や気温
という値で測られる場合においては取り扱いがし
やすいことがあげられ、デメリットとしては地表面
や海面の高さが気圧としては一定値ではないため、
取り扱いが複雑になることがあげられる。高度座標
系ではこのメリットとデメリットが逆になると考

図 4.3.1 数値予報モデルの流れ

を 考 慮 する こ とな どを 「物 理 過 程」 と 呼ぶ （原
2012a）。前者について 第4.4節で、後者について第
4.5節でそれぞれ解説する。
なお、計算手法のことを「スキーム」と呼ぶこと
がある。総称として例えば「移流スキーム」「境界
層スキーム」などと呼称されることもあり、考案者
や成果発表者の名前をとって「荒川－シューバート
スキーム」などと書かれることもある。

図 4.4.1 球座標系

4.4 力学過程
力学過程は、基礎方程式をどのような座標系を用
いて、どのように離散化を行い、どのように時間積
分をするかという、数値予報モデルの基本構造をな
す部分である。たとえ同じ基礎方程式を用いた数値
予報モデルであっても、その基本構造の中身は同じ
とは限らず、それぞれの数値予報モデルによって特
徴がある。

4.4.1 座標系・空間離散化
(1) 座標系
一般に物理法則は、3次元空間をターゲットとし
て直交座標系で記述される。このまま解くことも可
能であるが、地球はほぼ球体であることを利用して
方程式を解きやすい形式に書き換えることがよく
行われる。全球モデルでは球座標系に変換される
（図4.4.1）ことにより、重力は常に鉛直方向下向き
に働き、また水平方向2成分はどの緯度経度でも直
交していることから、解きやすくなる。領域モデル
では投影法によって平面に投影した座標系に変換
される（図4.4.2）。これに基づき方程式を変換する
ことにより、地球が球体である効果を考慮する。特
に予報領域が広いモデルでは重要である。
鉛直方向の座標系については、気圧座標系か高度

図 4.4.2 ランベルト座標系。円錐に投影し、上図の
オレンジ色の領域（下図）から長方形の範囲（水
色）を切り出して、予報領域とする。
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図 4.4.4 格子点法とスペクトル法の模式図

困難なため、「とびとびの値」を考えて連続的な分
布を構成していると考える（これを「離散化」とい
う）。そうすることにより、基礎方程式にある微分
項などを近似的に求めることが可能になる。
この元の空間分布をとびとびの値で表現する方
法として、大きく分けて格子点法とスペクトル法の
2種類がある（図4.4.4）。前者を採用したモデルを「格
子モデル」、後者を採用したモデルを「スペクトル
モデル」と呼ぶ。格子点法は、地球大気を覆う格子
の模式図（図1.2.2）で示したとおりの「メッシュ」
を考える方法で、一方スペクトル法は波の重ねあわ
せにより状態を表現したものである。スペクトル法
よりも格子点法の方が直感的な理解がしやすいが、
力学過程の計算精度という点ではより高精度で計
算できるスペクトル法の方が有利である。格子点法
をより高度にしたものとして、有限体積法がある。
有限体積法は、格子間隔が一定であれば格子点法と
全く同じであるが、格子間隔が一定でない場合でも、
保存性を保ちつつ精度よく計算ができるというメ

図 4.4.3 鉛直座標として用いられるハイブリッド
座標。気圧座標（上）と高度座標（下）

えて良い。さらに、非静力学モデルでは気圧（もし
くは密度）が予報変数になるため気圧座標系を採用
することは原理的に困難で、高度座標系が利用され
ることが多い。気圧座標・高度座標いずれを採用す
るとしても、地上付近では地形に沿った層配置が、
一方上層では地形の影響を受けない層配置が都合
がよいため、両者を組み合わせた「ハイブリッド座
標」もよく採用される（石田 2008）。図4.4.3は上下
どちらもハイブリッド座標である。

(2) 空間離散化
一般に大気中のさまざまな物理量は、図4.4.4の
「元の分布」のような連続的な分布をしている。し
かしこのままではコンピュータで取り扱うことが

図 4.4.5 標準ガウス格子（左）と適合ガウス格子（右）
（TL15 の例）
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スペクトルモデルの場合の「解像度」については、
切断波数を使用する場合と、変換格子の格子間隔を
使用する場合がある。厳密には前者で表記すること
が正しいが、本研修テキストや様々な資料では、プ
ロダクト利用者へのわかりやすさを重視して、なる
べく後者を用いている。例えばTL959の全球モデル
の場合、赤道上には1920個の格子点がある。赤道上
では地球一周が約40000kmであるため、東西方向の
格子間隔は約21km、北緯30度ではやや狭まって約
18kmとなる。また南北方向は赤道上の東西方向と
同じである。そこで解像度として一般的に格子間隔
20kmと表記している。様々な解像度・切断波数に
対する格子間隔を表4.4.1に示す。
また格子点法においては、予報変数をどのように
格子点に配置するかでいくつかのタイプがある（図
4.4.6）。わかりやすく言えば、将棋のように格子の
中央に置くか、囲碁のように格子の交点に置くかと
いうことである。横方向は中央で縦方向は交点、と
いう配置もある。詳細は省略するが、この配置によ
り計算のしやすさや計算結果の精度が異なるとい
う事情があり、実際には予報変数に応じてこれらを
組み合わせて用いることが多い。気象庁メソモデ
ル・局地モデルで使われている気象庁非静力学モデ
ルでは、Cグリッド（図4.4.6の右）の配置が用いら
れている。これは数値予報モデル内部の格子点配置
であって、数値予報GPVはすべての予報変数で同じ
点（Aグリッド）の格子に内挿して作成されている。

表 4.4.1 スペクトルモデルの切断波数と格子間隔の関係
切断波数

TL959
TL479

本研修テ
キストで
の標記
20km

格子間隔
（北緯 30 度）

格子間隔
（赤道）

18km

36km

21km

42km

55km

54km

63km

40km

TL319,
T213
TL159,
T106
T63

110km

108km

125km

180km

180km

209km

T42

270km

271km

313km

リットがあり、最近の数値予報モデルで用いられる
ことも多い。
離散化の基本的な考え方から言えば、格子点法の
場合はメッシュを細かく、スペクトル法では考える
波の数（単位長に含まれる波の数を「波数」、波長
が最短の波の数を「切断波数」という）を多く計算
したほうが精度は高い。全球スペクトルモデルの場
合は、切断波数をつけて T213やTL959などと表記
する。Tは、波数の切断を東西波数・全波数の空間
で三角形(Triangular)型で行うことに由来し、TLは
後述するセミラグランジュ法を採用した場合のガ
ウス格子が1次(Linear)であることを示しており、
TLから始まるモデルは、セミラグランジュ法を採用
したスペクトルモデルを意味することになる。
全球モデルでは、格子点法で緯度経度方向に格子
点を考えた場合は、両極付近で格子点が集中して取
り扱いが困難であるため、スペクトル法が使われる
ことが多い。しかし最近では、両極の取り扱いを工
夫した格子点法あるいは有限体積法による全球モ
デルも登場してきている。一方領域モデルでは格子
点法が一般的であるが、かつて気象庁では領域スペ
クトルモデルが利用されていた。
スペクトルモデルの場合でも、物理過程は、例え
ば陸面や海面の効果や雲の生成など、波の重ねあわ
せと考えるよりは局所的な効果や変化と考えたほ
うが都合がよい。これらを考慮するためには格子上
で効果を計算し、波数毎の効果に変換するという処
理が行われる。この際に用いられる格子を「変換格
子」と呼ぶ。変換格子にもいくつかのタイプがある
が、気象庁全球モデルでは「適合ガウス格子」（宮
本 2005; 岩村 2008）が、季節予報モデルなど一部
の全球モデルでは「標準ガウス格子」が用いられて
いる。適合ガウス格子では、中高緯度の格子が標準
ガウス格子よりも、精度に影響がない範囲で少なく
なっているため、格子間隔が全体的に均一となり、
また格子点数が少なくなるため物理過程の計算量
も減少するというメリットがある（図4.4.5）。

図 4.4.6 格子点法で使われる様々な配置

鉛直方向についても、水平方向と同様の原理であ
るが、スペクトルモデルの場合でもスペクトル法が
用いられるのは水平方向のみで、鉛直方向には通常
は格子点法が用いられる。一般に大気の流れは上層
へ向かうほど水平方向の流れが卓越し、下層ほど鉛
直方向の流れの変化が大きくなるため、鉛直層の配
置については下層ほど細かく設定されることが多
い（気象庁モデルの設定は図4.7.3を参照）
。

4.4.2 時間積分と計算安定条件
数値予報モデルの計算は図4.3.1に示した通り、さ
まざまな変数の時間変化率を求め、時間積分を行う
という手順になる。第4.4.1項の空間離散化により各
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方程式の時間変化率を求めることができるので、次
のステップは時間積分である。空間離散化と同様、
時間積分をなんらかの形に変換・離散化する必要が
あり、ここであらわれるもの、すなわち時間方向の
離散化を「時間積分法」といい、空間の格子間隔と
同様、時間積分の刻み幅を「積分時間間隔」と呼ぶ。
空間離散化で、例えば20kmメッシュより1kmメ
ッシュの方が、精度が高いという事情と同様、時間
方向も1時間間隔よりも1分間隔で計算を行った方
が一般的には精度が良い。しかしそれでは計算時間
が膨大になるため、精度を著しく落とさない範囲で
可能な限り積分時間間隔を伸ばして迅速に計算す
る、という方針が基本である。
一方で、安定な計算のため、取りうる積分時間間
隔には上限がある。これを「CFL条件」 2という。
格子間隔
積分時間間隔

図 4.4.7 セミラグランジュ法の模式図

> 実際の流れの速さ

これを満たさなければ、計算により流れに沿って
情報を伝えることができなくなり、計算が破綻して
しまう（精度が悪いという状態よりさらに悪化して、
無意味な計算をして物理的にありえない値を出力
してしまう）ことになる。例えば、格子間隔10km
のところを風速50m/sの風が吹いていれば、CFL条
件から決まる積分時間間隔の上限は 10000 / 50 =
200秒となる。実際の大気では場所によって風速が
異なるが、場所によって積分時間間隔を変えること
はしないため、最も厳しい（風速が大きい）場所に
おける制限が適用されることになる。この積分時間
間隔のとり方には、最初から厳しい気象条件を想定
して、ある固定の積分時間間隔を予め決める場合と、
その時の大気の流れに応じて積分時間間隔をその
都度決める場合とがある。
積分時間間隔を長くとり計算時間を短縮するこ
とは、とりわけ現業数値予報モデルにとっては重要
なことであり、例えば、天気予報にとって正確に予
測することが重要ではない重力波の効果を計算す
る際に、
「陰解法（インプリシット法）
」と呼ばれる
手法を用いてその振幅を抑制して計算時間を短縮
することが可能となる。それ以外の重要な効果を従
来の「陽解法（イクスプリシット法）」で解き、あ
わせて「セミ・インプリシット法（半分は陰解法）」
と呼ばれている。この場合でも移流によるCFL条件
は適用される。
この移流におけるCFL条件による積分時間の上
限を回避するために開発された手法が、セミラグラ
ンジュ法である。セミラグランジュ法は、大気中の

CFL とはCourant-Friedrichs-Lewyの略で、この条件
を説明した3人の名前をとったものである。
2
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粒子を追いかけるというラグランジアン的な発想
で計算されるため、計算により情報が伝わる速度を
考える必要がなく、積分時間間隔の上限がない。一
方、すべてラグランジアン的な発想では、大気中の
一部のみを計算するといった偏りが生じるため、積
分する毎に粒子をとりなおして、できるだけ均一に
計算するように工夫されている（図4.4.7）。したが
って、半分（「セミ」）という言葉をつけ、「セミラ
グランジュ法」と呼ばれる。積分時間間隔の上限が
ないといっても、あまり長くすると精度が低下する
ことから、実際には予報精度に大きな影響が出ない
範囲で決められている。20kmメッシュの大気モデ
ルで与えられる積分時間間隔はCFL条件では100秒
程度であるが、セミラグランジュ法を採用した全球
モデルの積分時間間隔は10分としている。

4.4.3 その他
この他、数値積分を安定に実行するために、数値
拡散やダンピングといった、元々の物理法則にはな
い処理が加えられることがある。
「数値拡散」は、モデルで表現される最小スケー
ルの波にエネルギーが過度に蓄積するのを防ぐた
め、小さなスケールの波を人工的に減衰させる処理
であり、第4.5.6項で述べる境界層内の乱流輸送によ
ってもたらされる拡散の効果とは区別される（田宮
2009）。
モデルの上層付近では、「スポンジ層」あるいは
「緩和領域」と呼ばれる緩衝帯が設けられ、波によ
る乱れを減衰させるダンピングをかけることがあ
る。上層のフィルターは大気中の波動のニセの反射
を防ぐことが主な目的である。領域モデルではこれ
に加えて、側面境界付近に「緩和領域」も設定され
る。ここでは外側モデルとの地形や解像度ギャップ
を抑え、外側モデルと予測が大きくずれないように
するため、徐々に外側モデルの値に近づけるダンピ
ングが行われる。緩和領域内の予測値については、
こうした処理をおこなっていない予報モデルの内

図 4.5.1 数値予報モデルの物理過程の模式図

側と比較して、精度が低下することに注意が必要で
ある。

例えば、ひとつひとつの雲は、中には発達した積
乱雲や水平方向に広がった層雲が発生することも
あるが、多くの場合は現在の数値予報モデルで設定
される格子間隔よりも小さい。したがって、格子平
均の物理量により直接雲の存在をすべて表すこと
はできない。しかし雲は大気において放射量に影響
を及ぼす重要な要素であり、また雲はその中で降水
粒子が生成・落下することにより地上に降水をもた
らすものであるため、天気予報の精度にとっては非
常に重要である。数値予報モデルで直接その存在を
表すことができないからといって、それによる効果
を無視することはできず、その存在やそれによる効
果を何らかの形で表現する必要がある。
ひとつの格子の中の一部で生じている現象を近

4.5 物理過程
物理過程は、方程式の各項で直接は現れない効果
や、離散化した際に物理量が格子平均で取り扱われ
ることにより格子平均からのズレが実際の格子の
内部に生じる効果を考慮する部分である。数値予報
モデルで考慮されている主な物理過程の模式図を
図4.5.1に示す。

図 4.5.3 パラメタリゼーションとは
図 4.5.2 サブグリッドスケールの現象の模式図
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似的に取り扱うことから、
「サブグリッドスケール」
の現象の効果（図4.5.2）を扱っている、と言い、そ
の効果を評価することを「パラメタリゼーション」
という。パラメタリゼーションは図4.5.3のように、
格子スケールの物理量とサブグリッドスケールの
現象との相互作用（コントロールとフィードバック）
を表現したものである。
物理過程が予報精度に与える影響は非常に大き
く、物理過程の高度化や精緻化が数値予報モデルの
重要課題である。一方で、格子点の平均値のみで現
象を表すことに限界があるほか、各物理過程のメカ
ニズムは未解明の部分が依然多く、根拠のあいまい
なパラメータや仮定が入っている場合もあり、その
改良に向けて、観測とモデルの予測との比較に関す
る国際プロジェクトなどによる調査研究も盛んに
行われている。
ここでは現在の数値予報モデルで考慮されてい
る物理過程のうち主なものについて、概要を解説す
る。実際の大気にはいろいろなスケールの現象が共
存している。ここは積雲、ここは境界層などと厳密
に分類することは難しいという考え方もあるが、数
値予報モデルでは一定の手順により計算する必要
があるため、便宜上いくつかの物理過程に分けて計
算をしている。
以下では、なるべく基本的な共通の考え方につい
て解説を行っているが、物理過程・パラメタリゼー
ションには様々な種類があり、格子間隔による特性
の違いなど、それぞれの予報モデルに適した形で改
良や調整も数多くなされている。細かい点について
はモデル毎に差異があり、実際とは異なる説明も含
まれていることはご了解いただきたい。

4.5.1 積雲
積雲は特に熱帯で顕著に発生・発達し、熱や水蒸
気の鉛直輸送に大きな役割を果たし、ひいては大気
大循環に大きな影響を与えている。また熱や水蒸気
を鉛直方向に分配した結果として、水蒸気が凝結す
る。凝結した水蒸気は降水として落下するか、雲水
として放出される。

図 4.5.4 湿潤対流調節の模式図
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現在の現業数値予報モデルは、非常に発達した積
乱雲を局地モデルで表現可能であるケースを除け
ば、積雲を直接表現するだけの十分な分解能を持た
ない。直接表現できないからといって積雲を何らか
の形で表現しなければ、数値予報モデルの予想は、
雲ひとつない晴れか、もしくは非現実的な降水か、
のどちらかの極端な予想になってしまう。したがっ
て、数値予報モデルの中における便宜上の取り扱い
を行い、熱や水蒸気の鉛直方向の再分配を行う仕組
みを導入している。これを「積雲対流パラメタリゼ
ーション」という（小森 2012）。
ここでは代表的な積雲対流パラメタリゼーショ
ンをいくつか紹介する。手法によりコントロールと
フィードバックの考え方に違いがある部分もある
が、大気中に成層不安定な状態があり、これを運動
エネルギーに変換して熱・水蒸気・運動量を鉛直輸
送して成層安定な状態にする、という基本的な役割
は共通である。

(1) 湿潤対流調節
大気の鉛直分布が条件付き不安定である場合に
対流が発生したと考え、安定となるように温度と水
蒸気の鉛直分布を調節する（図4.5.4）。不安定かど
うかの判定は、モデルの隣り合う鉛直層の値を比較
して行われる。
場の安定度のみに着目しており、積雲のふるまい
を考慮していないことから、現在となっては古典的
な手法と言える。

(2) マスフラックススキーム
マスフラックススキームと呼ばれる積雲対流パ
ラメタリゼーションでは、積雲のふるまいやそれに
よる大気への影響を表現するために、積雲対流に伴
う鉛直方向の質量輸送（マスフラックス）を追跡す
ることによって、その質量とともに鉛直流で輸送さ
れる運動量、熱、水蒸気の輸送量を見積もる。積雲
の中の上昇流は、積雲周辺の乾いた冷たい空気を取
り込み（これを「エントレインメント」と呼ぶ）、
積雲内部の湿った暖かい空気の一部を放出しなが
ら（これを「デトレインメント」と呼ぶ）上昇して
いく。浮力がゼロになった高度が雲頂となり、上昇
流の空気は全て放出される。また雨滴の蒸発による
冷却や落下する降水粒子の摩擦による対流性下降
流、積雲の外では積雲内の上昇流を補う補償下降流
ができる。
ここではケイン–フリッチ(KF)スキームと荒川–
シューバート(AS)スキームを紹介する。ケイン–フ
リッチスキームでは格子内の積雲の効果をひとつ
の積雲で代表させているのに対して、荒川–シュー
バートスキームでは複数の積雲をまとめて扱って

いるという点が異なる。そのような意味で前者はよ
り高解像度向き、後者は低解像度向きであると言え、
気象庁メソモデルでは前者、全球モデルでは後者が、
それぞれ採用されている。
ケイン–フリッチスキームでは、モデルの各格子
あたり、ひとつの積雲（一組の上昇流と下降流、そ
して補償下降流）を考える（図4.5.5）。持ち上げ凝
結高度まで断熱的に持ち上げた気塊の仮温度が、格
子スケールの大気の仮温度よりも高ければ、その気
塊は浮力を持つと考えて積雲を発生させる。持ち上
げた気塊の仮温度を求める際には、上昇流にもとづ
いて決められた摂動が考慮されている（成田・森安
2010）。発生した積雲では、雲底や雲頂だけではな
く中間の高度でも、周囲の大気とエントレインメン
トやデトレインメントにより熱や水蒸気が混合さ
れる。

によって決まる。またエントレインメントは中間の
高度でも起きる一方、デトレインメントは雲頂での
み起きるとする。

4.5.2 雲
雲はモデルの中で、格子スケールに近いかそれ以
上のスケールの雲を表現している部分である。大気
中の実際の雲は格子スケールに近い場合であって
も、格子全体を雲が覆ってはいないことが多いため、
部分的に雲が存在している状態「部分雲」を考える
こともある。部分雲の過程ではモデル格子内の雲量
と水蒸気や雲水など水物質の分布や部分的な凝結
を考慮することになる。
以前は部分雲を考慮せず、格子スケールで大気が
過飽和の状態になれば凝結が起こるとする「大規模
凝結」が用いられていた。近年では水蒸気や総水量
から診断的に雲量を求めるなど簡便な雲や、さらに
雲量を予報する形式、時間発展を考えて記述するス
キームへと高度化が進みつつある（中川 2012）。

(1) スミス(Smith)スキーム
水蒸気と雲水量を合計した量（総水量）が格子内
で一様ではなく、ある確率密度関数に従って分布し
ているとされている。総水量が予報されるが、雲量、
雲水量は時間変化率を求めて時間積分を行うので
はなく、各時間ステップで平衡に達していると考え
て、診断的に求められる。

図 4.5.5 ケイン–フリッチ(KF)スキームの模式図。
赤、青の鉛直方向の矢印はそれぞれ上昇流、下降
流に伴うマスフラックス、水色、黄色の水平の矢
印はそれぞれエントレインメント、デトレインメ
ント、緑の下方向の矢印は補償下降流を示す。

(2) ティドケ(Tiedtke)スキーム
比湿や雲水量に加え、雲量が予報される。これに
より、雲が移流する効果を直接考慮することができ
る、また長い時間をかけて徐々に消滅していく雲、
といったものも表現可能となっている。

荒川–シューバートスキームでは、モデル各格子
あたりにいろいろな高さの積雲（複数の上昇流、ひ
とつの下降流、さらに補償下降流）があると考える
（図4.5.6）。積雲の高さの違いはエントレインメン
トの起き方の違いに対応し、ある高さの積雲が発生
するかどうかやその活動の強さは、雲底と雲頂の間
の大気の安定度に関連する量である「雲仕事関数」

4.5.3 雲物理
大気中の水は気体・液体・固体の状態で存在する。
予報モデルは、かつては解像度も十分細かくはなく
物理過程も簡便であったことから、大気中の水の多
くを占める気体の水蒸気が物理法則としてまず考
慮された。その後前述の積雲や雲のパラメタリゼー
ションが開発され、雲の精緻化のために液体の雲水
が予報変数化されるなど発展を遂げてきた。一方、
メソスケール現象の集中豪雨等のモデルによる予
測が盛んになるにつれ、こうした大気中の水の取り
扱いをより正確に行う必要性が叫ばれてきた。
このような経緯から、水の状態をいくつかのカテ
ゴリーに分類し、相変化を考慮することによってカ
テゴリー毎の量を予報し、雲の発達・衰弱の様子を
正 確 に 表現 し よう とい うの が 雲 物理 で ある （原
2012b）。予報用ではなく雲の振る舞いの理解に目的

図 4.5.6 荒川-シューバート(AS)スキームの模式図。
矢印の意味は図 4.5.5 と同じ。
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を絞って計算するモデルを「雲モデル」といい、雲
を解像するだけの分解能をもち詳細な雲物理を組
み込んだ予報モデルを「雲解像モデル」と呼ぶこと
がある。微細な雲物理という意味で「雲微物理」と
呼ぶこともある。一般に、現業の数値予報モデルの
雲物理は、計算時間との兼ね合いから、研究用の雲
解像モデルのそれよりも簡略化されている。
大気中の凝結した水は、様々な形態や大きさで存
在し、その形態や大きさによって相変化の特性は細
かく変わってくる。粒子ひとつひとつを予報するの
は現実的ではないので、形態毎に集団的に状態を記
述する簡便な方法（これを「バルク法」と言う）が
考えられる。ほかに、形態に加えてさらに粒径をい
くつかのカテゴリーに分けて、大きさのグループ毎
に状態を記述する方法があり、これを「ビン法」と
いう。しかし依然計算コストが大きいという課題が
あり、現在の数値予報モデルで利用されている雲物
理は「バルク法」である。
バルク法の雲物理では一般に、水の形状は水蒸
気・雲水・雨・雲氷・雪・霰と分類される（図4.5.7）。
このそれぞれについて粒径分布をあらわす変数と
して、「混合比」と「数濃度」が用いられる。混合
比のみを用いているスキームを「1モーメントスキ
ーム」
、両者を用いているものを「2モーメントスキ
ーム」と呼ぶ。前者は計算は少なくなるが、粒径分

布の表現の幅が制限されるという欠点もある。すべ
ての状態量を2モーメントスキームにするのではな
く、一部のみ2モーメントにするという手法も時に
は用いられる。

4.5.4 放射
大気中には可視光・赤外線を中心にいろいろな波
長の電磁波が飛んでいる。この伝播とそれによるエ
ネルギーの吸収・放出を表現するのが放射である
（長澤 2012）。大きく、短波放射と長波放射に分け
て計算される。大気は太陽からの短波放射によって
加熱され、大気自ら長波放射を出して冷却されてい
る。大気中に雲があることで太陽からの日射を反
射・吸収し地面に到達する放射量を減少させるとと
もに、雲から長波放射が周囲に出ることにより周囲
の温度分布に影響を与える。地上気温の予測精度や
雲の生成・消滅にも直接影響するとともに、大気の
熱収支全体をコントロールする非常に重要なプロ
セスでもあり、長期間の予測精度にも重要な過程で
ある。
雲がある場合の放射の計算はかなり複雑になり、
それぞれの格子における雲をどのように決めるの
か、雲が放射に与える効果をどのように考えるか、
鉛直方向に雲がどのように重なっていると考える
か、などが問題となる。
雲が放射に与える効果については、雲の不透明度
に相当する「光学的な厚さ」を便宜上計算し、これ
を放射で利用することが行われている。
雲の重なり方（これを「オーバーラップ」と呼ぶ）
については、無相関に重なっている「ランダムオー
バーラップ」、必ず最大限に重なっている「マキシ
マムオーバーラップ」、および隣り合う層は重なっ
ていて他はランダムという両者の組み合わせの「マ
キシマムランダムオーバーラップ」がよく用いられ
る。ランダムオーバーラップは計算コストが低いが
鉛直層数に依存する（層数が多くなれば全雲量が大
きくなる）という欠点がある一方、マキシマムオー
バーラップは下層雲と上層雲がお互いに全く関係
なくても常に重なり合っている事になり、あまり現
実的でない。
放射は地球大気の成層状態を精度よく表現する
ために重要な物理過程のひとつであるが、計算時間
がかかることが難点である。第4.3節で述べたように、
数値予報モデルではいろいろな効果の時間変化率
を各格子点、各時刻について求めることが原則であ
るが、放射については空間・時間方向とも「間引き」
が行われることがある。これにより計算時間を短縮
することが可能となる。

図 4.5.7 雲物理の模式図
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4.5.5 地表面
地表面は、地球の表面のうち陸上についてそこに
生育する植生の状態や積雪の有無などを反映させ
ることで、海面とあわせて地球大気の下部境界条件
として、運動量・熱・水蒸気を大気に与える役割を
果たす（草開 2012）。地表面と呼ばれるが、多くの
場合は表面だけではなく地中の土壌の温度や水分
量といった状態も取り扱われる。地表面過程は放射
と同様、地上気温などのプロダクトに直接影響を与
えるほか、大気の成層状態に大きな影響を与えるこ
とから、長期間の予測精度にも重要な過程である。
全球モデルや気候研究用のモデルの陸上部分で
は、「陸面モデル」と総称されるやや複雑なモデル
がよく利用される（図4.5.8）。陸面モデルでは地表
被覆（植生の種類、積雪の有無、土壌水分量などの
状態）を考慮して地中の温度と含水量を予測する。
植生の状態は例えば、広葉樹や針葉樹、砂漠といっ
た分類が用いられる。陸面モデルでは、キャノピー
層（樹木に相当）と下草（芝生や裸地面）の種類や
状態、気孔の開き度合いなどに応じて、大気との熱
交換を大きく左右する蒸発散の効率を「抵抗」とい
うパラメータを変化させることによって、夏は葉が
茂り冬は枯れるといったことも考慮し、熱や水蒸気
輸送の日変化や年変動を表現している。大気から凝
結して落下した降水は地中に染み込み、一部は地中
深くまで達して地下水となって流れ出る（ランオフ）
ほか、一部は地面から大気へと蒸発により戻ってい
く、といった過程も表現される。土壌水の凍結や融
解、あるいは樹木が徐々に伸びていくといった植生
の経年変動は、現業の数値予報モデルでは考慮され
ない。

予報時間が短いメソモデルでは、「平板モデル」
と呼ばれる簡便な地表面がモデル化されている。こ
のモデルではキャノピー層は考えずに、地中を4層
に分けて、熱伝導方程式を解くことにより各層の地
中温度を予測する（図4.5.9）。地表面の種類を陸、
海、雪、海氷と4つに分類、すなわち陸面としては
陸と雪の2つに分類（これは「陸面モデル」の分類
数よりも大幅に少ない）し、初期値と最下層の温度
を気候値で与えることにより解くことができる。簡
便であり地上気温の予測にはある程度は有効であ
るが、（メソモデルの平板モデルでは）土壌水分を
正確に考慮していないなど精度には限界があり、例
えば乾燥した日が続き日中の気温が上がる猛暑は、
この手法で直接予測するには限界がある。

図 4.5.9 地表面（平板モデル）の模式図

地球表面のうち海面の効果についても、数値予報
モデルの中ではこの地表面で取り扱われる。海と陸
とでは熱容量が大きく違い、地球大気の状態を表現
するには海面の効果も正しく表現することが必要
である。短期予報・週間予報のモデルでは海洋の状
態を予測することはせず、海面水温を下部境界条件
として与え、境界層によりその効果を取り入れるこ
とが一般的である。さらに予報時間が長い季節予報
では、大気海洋結合モデルも利用される。大気海洋
結合モデルでは、大気モデルと海洋モデル、それぞ
れ時間積分が行われ、一定の時間間隔毎に大気モデ
ルの最下層の下向きフラックスと海洋モデルの海
面での上向きフラックスを交換することにより、相
互のフィードバックが考慮される。

4.5.6 境界層
大気の上層とは異なり、地表面付近では乱流が卓
越し、それによって運動量・熱・水蒸気の鉛直輸送
が行われている。この高さ2km程度までの大気の層
を「大気境界層」といい、その上の層は「自由大気」
と呼ばれる。この大気境界層で生じている現象のス
ケールは、現在の数値予報モデルの分解能よりも小
さいため、乱流による輸送がもたらす効果はパラメ

図 4.5.8 地表面（陸面モデル）の模式図
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図 4.5.10 境界層の模式図

タリゼーションの対象である（米原 2012）。
境界層はさらに、
「エクマン層」と「接地境界層」
に分けられる。地表面付近では、運動量や熱の鉛直
輸送量は高さによらず近似的に一定とみなされる。
この高さ数十メートルの層を接地境界層と呼ぶ（図
4.5.10）。接地境界層を考えるためには、地表面状態
に関する情報も必要となる。
境界層のパラメタリゼーションは、ある物理量を
格子平均とそこからのズレに分けて考えることに
より、モデルに取り入れられている。格子平均の値
は数値予報モデルの格子点値そのものである。一方、
そこからのズレは当然ながら未知であり、これを何
らかの方法で格子平均の値を用いて近似的に表す
こと（クロージャー）が必要となる。この近似的な
手法で頻繁に用いられるのが「メラー(Mellor) –山
田のクロージャーモデル」である。近似の精度によ
り、レベル2のメラー–山田モデル、レベル3のメラ
ー–山田モデルなどがある。レベルが高いほど計算
精度は高いが計算コストがかかるという欠点があ
る。

4.5.7 重力波抵抗
重力波抵抗とは、大気の流れを制御する効果のう
ち、周期の比較的短い重力波による効果を取り出し
て表現したものである。主に上空の風を減速させる
効果があることから、抵抗という言葉が使われる。
大気中には様々なスケールの重力波があるが、小さ
なスケールの重力波による効果は、解像度が十分細
かくない数値予報モデルでは直接表現できないた
め 、 パ ラメ タ リゼ ーシ ョン の 対 象で あ る （ 金浜
2012）。
一般に小さなスケールの重力波には地形による
ものと地形以外の要因によるものがある。地形によ
る重力波抵抗とは、山岳などに風があたることによ
り波が発生し、それが上空に伝搬してつぶれるとき
に風を減速させ、大きな循環にも影響を与えるもの
であり（図4.5.11）、大気下層の運動量を上空に輸送
するという役割を持つ。
全球モデルでは地形による重力波のみが考慮さ
れている。一方、メソモデルでは解像度が十分高い
ため、この効果はサブグリッドではなく、力学過程
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図 4.5.11 地形性重力波抵抗の模式図

で直接表現されているとみなし、重力波抵抗は導入
されていない。

4.6 アンサンブル予報
第1章の概要でも述べたように、数値予報の目指
すところは天気予報の客観化であり、精度の高い大
気の状態の把握と高精度の予測に重点をおき、技術
開発がこれまで進められてきた。一方で、観測が十
分にないことや予報モデルの分解能が十分細かく
ないこと、さらにモデルの特に物理過程に不完全な
面が多々あるといった事情により、決定論的予報に
加えてその不確実性を考慮した「アンサンブル予報」
が必要という考えが強まり、アンサンブル予報が現
業数値予報では拡充しつつある。アンサンブル予報
のプロダクトの利用にあたっては、予測のばらつき
（「スプレッド」
）や確率的情報といった決定論的予
報にはない特徴や現在のアンサンブル予報の特性
を十分理解することが必要である。
図4.6.1は、アンサンブル予報で表現する予測不確
実性を、2つの事例（2006年台風第7号と2007年台
風第5号）の台風進路予報に対して示したものであ
る。青い丸印の地点に台風が接近するかどうかを予
測するとしよう。左列は決定論的予報で作成される
台風進路予報である。この上下2つの台風進路予報
によれば、青い丸印の地点には台風は接近しないと
される。一方、右列はアンサンブル予報から作成し
た台風進路予報である。上の事例では青い丸印の地
点に台風が接近する可能性があり、下の事例では接
近する可能性はほぼないことを、それぞれ示してい
る。実際に台風は、上の事例では青い丸印の地点に
接近し、下の事例では接近はしなかった（黒線）。
このように、アンサンブル予報では、決定論的予報
では得ることができない不確実性に関する情報を
得ることができる。
一般に大気の不確実性を考慮したアンサンブル

予報のためには
(1) 初期値の誤差
(2) 予報モデルの不完全性
(3) 海面水温など境界条件の誤差
を考慮する必要があると言われている。
このうち(1)の初期値の誤差については、微小な
「摂動」を初期値に意図的に加えることにより考慮
される。初期値の誤差は場所によって大きく異なり、
観測のみから特定することはできない。また摂動は、
天気予報に意味がある（時間とともに成長する）誤
差を取り出すことが望ましいが、ランダムに摂動を
加えただけでは、予測の不確実性を正しく考慮する
ことは難しい。そこで、成長する誤差を合理的に取
り出すために活用されるのが「初期摂動作成手法」
である。その中のひとつの手法である「特異ベクト
ル法」とは、ある「評価時間」でこれから最大に成
長する摂動を検出する手法であり、通常の予報モデ
ルより簡略化し解像度も落としたモデルを用いて、
どこの摂動が予測不確実性に重要そうかが計算さ
れる。
(2)の予報モデルの不完全性については、その精度

や予測へのインパクトから考えて、予報モデルの物
理過程に着目した考慮が行われることが多い。「確
率的物理過程強制法」では、予報モデルの物理過程
で計算した予報変数の時間変化率を、ある一定の幅
でランダムに変化させることにより予報モデルの
不確実性が表現される（米原 2010）。このほか、複
数の種類の予報モデルを実行させる「マルチモデル
アンサンブル」の手法も研究では盛んであるが、得
られた予測結果を確率情報とみなせるかどうか、特
定のモデルが常に精度が高いのではないか、といっ
た議論もある。
(3)の境界条件については、不完全性を考慮するた
めには必要だと考えられているが、天気予報用のア
ンサンブル予報では実用化はされていない。海面水
温の誤差については、台風予報や季節予報、地球温
暖化予測などへの影響は従来から指摘されており、
今後研究や実用化に向けた取り組みが進んでいく
であろう。

4.7 気象庁の数値予報モデル
ここまでは、近年の数値予報モデルで利用されて

図 4.6.1 台風進路予報における表現されるアンサンブル予報による予測不確実性。上は 2006 年台風第 7 号、下
は 2007 年台風第 5 号に対する予測、左列は決定論的予報、右列はアンサンブル予測による台風進路予報図。赤
線・黄線は数値予報モデルによる予測、青線はアンサンブル平均、黒線はベストトラックを示す。
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いる技術について一般的に述べてきた。ここでは気
象庁で現業的に実行されている数値予報モデルに
ついて、具体的に述べる。表4.7.1に気象庁の主な数
値予報モデルの仕様についてまとめる。またメソモ
デルと局地モデルの予報領域を図4.7.1に、各モデル
の日本周辺の地形分布を図4.7.2に、また各モデルの
鉛直層の配置を図4.7.3に示す。

ただし積雲対流パラメタリゼーションは用いられ
ていない。
水平分解能が細かいことにより、発達した積乱雲
を直接表現することが可能となっており、集中豪雨
や突風など激しい現象の予測精度向上が期待され
ている。

4.7.4 週間アンサンブル予報モデル
4.7.1 全球モデル (GSM; Global Spectral Model)

週間天気予報の予測不確実性に関する資料を提
供し、確率情報・信頼度情報の作成作業を支援する
ため、2001年年3月から本運用が開始された。予報
モデルは全球モデルの低解像度版の水平約55kmメ
ッシュ(TL319)鉛直60層のモデルで、物理過程は
20kmメッシュの全球モデルと同じものを利用して
いる。2007年11月に初期摂動作成手法として北半球
域と熱帯域を対象とした特異ベクトル法を導入し、
その後改良を重ねて現在では地球全体の初期摂動
を考慮している（山口 2011）。また2010年12月に
確率的物理過程強制法を導入し、予報モデルの不確
実性も考慮している（米原 2010）。下部境界条件の
誤差は考慮していない。

全球モデルは文字通り、地球全体を予報領域とし
た数値予報モデルであり、短期予報、週間天気予報、
台風予報を支援している。また全球モデルの予測値
はメソモデルの側面境界値に利用されるほか、波浪
モデルへの入力としても利用される。また、アンサ
ンブル予報モデルや季節予報モデル、地球温暖化予
測モデルにも、解像度など一部の仕様は異なるもの
の、基本的には同じ技術が使われている。
全球モデルは、1988年にスペクトル法を採用し静
力学平衡の仮定をした「プリミティブ方程式系」を
基礎方程式として実用化され、その後高解像度化と
物理過程改良を重ねて、2007年 11月から水平約
20kmメッシュ(TL959)鉛直60層のモデルの運用を
行なっている（北川 2006; 岩村 2008）。台風予報
については従来の台風進路予報のほか、分解能が高
まったことで台風強度についても発達・衰弱傾向を
ある程度示しうる程度まで精度が向上している。

4.7.5 台風アンサンブル予報モデル
台風進路予報を支援するため、2008年から運用を
開始しているアンサンブル予報モデルである。予報
モデルは週間アンサンブル予報モデルと同じ解像
度を持ち、物理過程も全く同じである。初期摂動は、
北西太平洋領域と熱帯擾乱周辺のみ考慮されてい
る（太田・佐藤 2010）。

4.7.2 メソモデル (MSM; Meso-Scale Model)
メソモデルは防災気象情報、飛行場予報を支援す
ることを目的に、水平5kmメッシュ鉛直50層で運用
を行なっている数値予報モデルである。格子点法を
採用し、非静力学方程式系を基礎方程式とした非静
力学モデルである。
メソモデルは、2001年3月に水平10kmメッシュの
モデル（当時は静力学平衡を仮定し、かつスペクト
ルモデル）として本運用が開始された。2004年9月
に非静力学モデルが導入され、2006年3月に水平
5kmメッシュに高解像度化し、現在に至っている。
詳細な雲物理が組み込まれ、境界層も高度化されて
いるのが大きな特徴である。積雲対流パラメタリゼ
ーションも併用している。
メソスケールの現象を精度よく予測し、ある程度
の水平スケールをもつ大雨を表現できるなど、全球
モデルにはない特徴を持つ。

4.7.6 その他の数値予報モデル
他に気象庁で運用している数値予報モデルとし
て、1か月予報、異常天候早期警戒情報を支援する
ための1か月アンサンブル予報モデル、3か月予報や
暖寒候期予報を支援するための3か月・暖寒候期ア
ンサンブル予報モデル、大気汚染予報を支援する化
学輸送モデル、火山噴火に伴う降灰を予測する移流
拡散モデルなどがある。
各モデルの技術開発は共通するところが多く、短
期予報・週間天気予報の数値予報モデルとこれらを
協力し、精度向上を目指す取り組みを行なっている。

4.8. 数値予報モデルの将来
日々の高低気圧の動向、台風の発達衰弱といった、
我々の日常生活に直接影響する大気現象の予測を
目指した数値予報モデルは、現在では天気予報作成
作業には欠かせない数値予報資料を提供する強力
なツールへと進化を遂げた。これには、気象学の進
歩、現象のメカニズム解明が進んだこと、さらにス
ーパーコンピュータが大幅に性能向上したこと、そ

4.7.3 局地モデル (LFM; Local Forecast Model)
羽田空港周辺の飛行場予報を支援することを目
的に、2012年8月に水平2kmメッシュの数値予報モ
デルとして運用を開始した（第2部第1章参照）。モ
デルのプログラムはメソモデルと同じものである。
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れとともに数値計算技術や予報モデルに組み込ま
れる物理過程が高度化したことが非常に大きい。
全球モデル、メソモデルの2つのモデルを技術基
盤として今後さらに発展・飛躍させることが必要で
ある。様々な利用目的に見合った数値予報モデルの
開発・運用を効率的・効果的に進めるためには、な
るべくひとつの技術で多目的を達成するという「シ
ームレス」なモデル開発が必要である。そのために
は、さまざまな視点からの評価・検証を行い、モデ
ルの特性調査や課題などの情報共有を円滑に進め
ていくことが一層求められる。
今後も数値予報モデルは高解像度化、高度化が進
むであろう。現在の解像度ではひとつひとつの雲を
解像することができず、積雲や雲のパラメタリゼー
ションなど物理過程が必要であった。では、今後さ
らに高解像度化が進めば、これらの物理過程は必要
なくなるのであろうか。現時点では明確な結論は出
ておらず、今後こうした視点での研究開発も進めら
れていくと思われる。
参考文献
石田純一, 2008: 気象庁非静力学モデルの支配方程
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27-43.
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報システムの改善. 平成22年度数値予報研修テキ
スト, 気象庁予報部, 66-70.
小倉義光, 1999: 一般気象学（第2版）. 東京大学出
版会, 308pp.
金浜貴史, 2012: 重力波抵抗. 数値予報課報告・別冊
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表4.7.1 気象庁の主な数値予報モデルの仕様（2012年10月末現在）
全球モデル
メソモデル
局地モデル
(GSM)
(MSM)
(LFM)
予報領域
全球
日本周辺
東日本領域
側面境界値
（不要）
全球モデル
メソモデル
予報変数
風（水平2成分）
、温度、 風（3成分）
、温位、気圧、 メソモデルと同じ。ただし
比湿、地上気圧、雲水量 比湿、＜雲水、雲氷、雨、
雲氷の数濃度は除く。
雪、あられ＞の混合比、雲
氷の数濃度、乱流エネルギ
ー、液水温位自己相関、総
水量自己相関、液水温位と
総水量の揺らぎの相関
時間積分法
セミラグランジュ法
リープフロッグ法＋アセリンフィルター
積分時間間隔
10分
20秒
8秒
鉛直座標
σ–P ハイブリッド
z*–z ハイブリッド
鉛直層数
60
50（注）
60（注）
最上層の高さ
約65km
約22km
約20km
展開関数系
球面調和関数
–
–
切断波数
三角切断 959
–
–
格子座標
適合ガウス格子
ランベルト座標系
水平格子点数
[1920（赤道付近）－60
721×577
551×801
（極付近）]×960
水平格子間隔
約20km
約5km
約2km
積雲
荒川–シューバート(AS)
ケイン–フリッチ(KF)
（適用しない）
雲
スミス
確率分布密度に基づき診断
（放射でのみ利用）
バルク法
雲物理
雲水から降水への変換率
バルク法
1モーメント
のみ考慮
雲氷は2モーメント、
その他は1モーメント
放射
短波3時間毎
短波・長波とも15分毎
長波3時間毎
地表面
陸面モデル
平板モデル
境界層
メラー–山田レベル2のク
メラー–山田レベル3のクロージャーモデル
ロージャーモデル
重力波抵抗
短波・長波
（適用しない）
海面水温
海面水温解析より
海氷
海氷解析より
積雪
積雪深解析より
積雪域解析より
オゾン
3次元気候値
エーロゾル
3次元気候値
（注）このうち最上層と最下層の2層は、計算の便宜上設定されているものであり、物理量の予報は行わ
れていない。
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図4.7.1 メソモデル（上）と局地モデル（下）の予報領域。
赤線の外側は側面境界の緩和領域（第4.4.3項参照）。
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図 4.7.2 予報モデルの地形（日本周辺のみ）
全球モデル（左上）、週間・台風アンサンブル予報モデル（右上）、
メソモデル（左下）、局地モデル（拡張予定のもの）
（右下）
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図 4.7.3 鉛直層の配置
左から、週間・台風アンサンブル予報モデル、全球モデル、メソモデル、局地モデル
右図は、左図の地上から 500hPa までを拡大したもの
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第５章 アプリケーション
3) 統計的な補正。数値予報モデルは未来の気象状
況を予測するがその予測には必ず予報誤差を含ん
でいる。アプリケーションにより数値予報データに
統計的な補正をすることによって、生の数値予報の
結果より精度の良い予測値をユーザーに提供する。
数値データ資料のうち、上記2)または3)の目的で
作成したアプリケーションをガイダンス 2と呼び、予
報作業や注意報・警報の発表作業、飛行場予報の基
礎資料として利用している。

5.1 はじめに 1
第4章までで述べられたとおり、数値予報は観測
データの収集、デコード処理、品質管理、データ同
化、数値予報モデルの実行、配信処理というプロセ
スを経て未来の気象状況の予測を行っている（図
5.1.1）。数値予報モデルの実行結果は未来の気象状
況を予測した、気温、風、湿度、気圧など数値デー
タの集まりである。この数値データは予報官や一般
のユーザーがただちに理解できる形式ではないた
めに、ユーザーが使いやすい形に加工している。こ
のプロセスを数値予報の応用処理（アプリケーショ
ン）と呼んでいる。また、応用処理による製品（ア
プリケーションプロダクト）も略してアプリケーシ
ョンと呼ぶ。

図 5.1.2 ガイダンスのイメージ（予報要素への翻訳）

5.1.2 アプリケーションの種類
図 5.1.1 数値予報におけるデータ処理の流れ

数値予報課で作成しているアプリケーションを
大別すると3種類ある。
1) 天気予報・防災気象情報用支援資料
天気予報作業や注意報・警報作業の支援を目的と
して作成しており、予報作業の基礎資料として利用
されている（天気予報ガイダンス、防災情報ガイダ
ンス、一般予報用FAX図、一般予報用GPV）。
2) 飛行場予報用支援資料
飛行場予報(TAF)の発表や飛行場における解説業
務の支援を目的として作成しており、飛行場予報や
カテゴリー予想の基礎資料として利用されている
（TAFガイダンス）。
3) 空域予報等支援資料
航空機が飛行する空域と呼ばれる領域を対象と
した予測資料である。航空会社や航空局に提供され
航空機の運航支援に利用されるとともに、気象庁に
おける空域予報作業の基礎資料として利用されて
いる（航空用FAX図、航空悪天GPV、ATM用悪天イ
ンデックスなど）
。

5.1.1 アプリケーションの目的
アプリケーションの目的は、数値予報の結果であ
る数値データをユーザーが利用しやすい形に加工
することである。また、その製品はユーザーに図形
式で提供される資料と、ユーザー側で可視化等の処
理をする事を前提に数値データ（GPV, XMLなど）
で提供される資料に大別される。
図形式（FAX図やWeb等で表示が容易な画像ファ
イル）資料は、ユーザーが気象状況を視覚的に捉え
やすく、またユーザー側で特別な処理をすること無
く利用できるという利点があり、従来広く用いられ
てきた。
一方、数値データ資料は次の3つの目的をもって
作成している。
1) 数値予報モデルの出力する膨大なデータから
ユーザーの利用目的に適した領域・要素等を選択し
形式を整えてユーザーに提供する。
2) 予報要素へ変換（翻訳）。数値予報モデルが直
接予測しない晴れ、曇りなどの天気カテゴリーや降
水確率などの要素を計算する（図5.1.2）。

1

2

気象庁では一般的に3)の目的で作成したアプリケーシ
ョンをガイダンスと呼ぶ場合が多いが、本章では2)の目的
で作成したものも予報官を補助する資料と言う意味で広
義のガイダンスに入れる。

第5章 松下 泰広
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5.2 ガイダンス
（図5.2.1縦の枠）。翻訳ルールの作成には、カルマ
ンフィルターやニューラルネットワークなどの統
計手法を用いるが、これらの予測技術については第
5.2.3項で述べる。
翻訳ルールができたら、このルールを最新の数値
予報結果に適用することで未来の観測値を予測す
ることができる（図5.2.1横の枠）
。

5.2.1 ガイダンスの作成手順
気象庁で利用しているガイダンスの典型的な作
成手順を以下に示す。まず、過去の数値予報結果と
その予報期間に対応する観測データを集める。これ
らの予測値と観測値を統計処理することにより、予
測値を観測値に翻訳するルール（予測式）を作成す
る

図 5.2.1 翻訳ルール作成の概念図

図 5.2.2 地形に起因する系統誤差の概念図

図 5.2.3 ガイダンスの系統誤差修正が有効な例。(a)週間アンサンブルモデル地形と実地形、 (b)モデルによる
予測、(c)アメダスによる観測、(d)ガイダンスによる予測。矢羽根の色は凡例で示した大まかな風速を表す。
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5.2.2 ガイダンスによる系統誤差の補正

5.2.3 ガイダンス作成に用いる予測手法

数値予報モデルの予報誤差は、ある偏りを持った
系統誤差と、ランダム誤差に分けて考えることがで
きる。系統誤差は、ある一定の偏りを持っているの
で統計的な補正をする事により軽減することがで
きる。一方、ランダム誤差は特定の傾向を持たない
ため統計的な処理を行っても軽減することができ
ない。
では、数値予報モデルの系統誤差とはどのような
ものか。系統誤差の原因はさまざまであるが、ここ
では数値予報モデルの地形と実地形の差に起因す
る系統誤差を例に簡単に説明をする。
図5.2.2は実際の地形（緑線）と数値予報モデルの
地形(青破線)のイメージである。気象条件として風
が図の左から右に向かって吹いており降水がある
場合を考える。この場合、図上の地点Aにおいて観
測される降水は地形効果によって強化されるが、数
値予報モデルの地形は実地形よりもなだらかなの
で、数値予報モデルで予測される降水量は観測より
も少なくなりやすい。また、地点Bは実地形では谷
底に位置しており数値予報モデルで表現される地
表面より標高が低い。このため数値予報モデルの予
測が仮にその地形のもとで完璧であったとしても、
標高が高い分数値予報モデルの地表面の気温は実
況よりも低く予測される。また、数値予報モデルで
予測される風についても、地点Bにおいては実際に
は谷筋に沿った(紙面に垂直な方向)風が吹くと思わ
れるが、数値予報モデルは実地形より滑らかである
ため地形による変形が少なく、実際とは異なる(図の
左から右向きの)風が予測されることになる。これら
のように、数値予報モデルの地形が実際と異なるこ
とによって系統誤差が発生することになる。これら
の誤差はガイダンスで軽減することが可能な誤差
である。
ガイダンスの補正効果をより分かりやすく見る
ためにGSMより解像度の粗い週間アンサンブルモ
デルで予測された風と、ガイダンスにより修正され
た風の例を示す（図5.2.3）。
(a)は週間アンサンブルモデルの地形と実地形で
ある。数値予報モデルの地形では中部山岳地帯が一
つのなだらかな山岳として表現されており、標高も
最高で1100m程度と実地形よりも低い。(b)は数値予
報モデルの予測した地上風で、数値予報モデルの地
形に沿うような形で水平方向に比較的一様な流れ
となっている。(c)は同じ時刻のアメダスによる観測
で、実地形の影響により地点毎に細かく変化してお
り、数値予報モデルの予測とは大きく異なる。(d)
はガイダンスによる予測で、地形の違いによる系統
誤差を軽減して、実況により近い風向・風速を予測
することができている。

ガイダンスでは、数値予報モデルの予測値を観測
値に翻訳するルール（予測式）を作成する。予測式
は目的変数、説明変数、係数で構成される。目的変
数は、ガイダンスで予測したい要素の値である。説
明変数はガイダンスで予測したい要素と相関関係
のある量、例えば降水量ガイダンスであれば数値予
報モデルの降水量予測値や安定度の指数など数値
予報モデルの予測結果から直接計算できるものが
用いられている。係数は過去の数値予報モデルの予
測結果と観測データを統計処理することにより決
める。係数を決めることにより予測式が決まる。
予測式を作成するための統計手法について、気象
庁のガイダンス作成に用いられている手法を説明
する。

(1) 線形重回帰
線形重回帰は1996年以前は気象庁の多くのガイ
ダンスでこの手法が用いられていた。予測式は係数
と 説 明 変数 の 積を 足し 合わ せ る 形の 線 形多 項式
（(5.2.1)式）である。
y = a 0 + a1 x1 + a2 x2 + ∙∙∙∙

(5.2.1)

ここで、a0,a1,a2は係数、x1,x2は説明変数、yは目的
変数である。
過去の数値予報結果と観測値のセットを数年分
一括して統計処理して係数の作成を行う。図5.2.4は
説明変数が2個の場合の線形重回帰ガイダンスの予
測式を図で表現したものである。予測式を決める事
は3次元空間上で一つの平面を決めることに相当す
る。ガイダンスに線形重回帰を用いるメリットは、
係数が変化しないためにガイダンスの予測特性を
ユーザーが経験的に把握しやすい点および説明変
数を客観的に選択する手法が準備されていること
である。デメリットとしては、係数決定の為に過去
の数値予報結果と観測を多量に準備する必要があ

図 5.2.4 線形重回帰の予測式のイメージ。説明変数が

2 つの場合、係数を決定することは 3 次元上の平面を決
めることと同じ。
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ることおよび、数値予報モデルの変更に柔軟に対応
できないことなどがあげられる。これらの理由によ
り、現在では次に述べるカルマンフィルターやニュ
ーラルネットワークがガイダンス作成手法の主流
になっている 3。

リットである。カルマンフィルターは気温、平均降
水量、降水確率、風など気象庁で作成する多くのガ
イダンスに用いられている。

(3) ニューラルネットワーク

(2) カルマンフィルター
カルマンフィルター（片山 1983; 瀬上ほか 1995）
を用いたガイダンスの予測式は線形重回帰のガイ
ダンスと同じ線形多項式であるが、こちらの場合は
前回の予測と実況の差を考慮して係数を初期時刻
毎に調整(最適化)することができる((5.2.2)式)。この
ため、数値予報モデルの変更や季節進行による予報
特性の変化に柔軟に対応できるという特徴がある
（図5.2.5）。
y = a 0 (t) + a1 (t)x1 + a2 (t)x2 +∙∙∙

(5.2.2)

ここで、a0(t),a1(t),a2(t)は係数、x1,x2は説明変数、y
は目的変数、tは:初期時刻を表す変数である。
カルマンフィルターを用いたガイダンスは、予測
式が線形多項式であるため説明変数の変動がどの
程度、予測結果に影響があるのかを把握しやすいこ
とと、係数が自動的に最適化されることからガイダ
ンス利用開始前の事前学習が比較的少量のデータ
で可能なこと、および季節進行による数値予報モデ
ルの予報誤差特性の変化や数値予報モデルの変更
にも柔軟に対応できることなどメリットが多い。一
方、係数が最適化により変動し予測特性が変化する
ため、ガイダンスのユーザーが経験的に予測特性を
把握することが難しいことや、ガイダンス開発の初
期段階で説明変数や係数の最適化の特性を決める
パラメータを客観的に決める手段が無いことなど
が、線形重回帰を用いたガイダンスと比較したデメ

ニューラルネットワーク(Wasserman 1993)は、
神経細胞の動作を模した働きをするように作られ
た情報処理の手法である（図5.2.6）。この手法は、
説明変数（数値予報モデルの予測要素）と目的変数
（予測したい天気要素）の関係が線形でない場合で
も取り扱う事ができる点に特徴がある（図5.2.7）。
たとえば、ある説明変数が閾値を境に現象の振る舞
いが大きく変化する場合などは、カルマンフィルタ
ーなどの線形な予測式では取り扱う事ができない。
またニューラルネットワークにおいても、カルマン
フィルターのように予測値と実況の差に応じて係
数の予測の毎に調整（逐次最適化）を行うことによ
り、数値予報モデルの予測誤差特性の変化や数値予
報モデルの変更にある程度追従することができる。
図5.2.8は日照率ガイダンスのニューラルネット
ワークの構成を示したものである。また図5.2.9はあ
る日の係数で500hPaの湿度と850hPaの湿度の値
を変化させた場合の出力（日照率）の変化を示すグ
ラフである。入力と出力が非線形（平面ではない）
の関係にあることが分かる。
ニューラルネットワークを用いたガイダンスの
メリットは、非線形の関係を取り扱うことができる
ことおよび数値予報モデルの変更に自動的に追従

図 5.2.6 ニューラルネットワークのモデル(神経細胞の
動作)。神経細胞への入力の総和がある閾値を超した時
に出力が次の神経細胞に伝達されるという動作がニ
ューラルネットワークのモデルとなっている。

図 5.2.5 カルマンフィルターの予測式のイメージ。カル
マンフィルターの場合、係数が変化することにより 3 次
元上の平面が移動する。
3

季節予報用ガイダンスなどでは線形重回帰が使われて
いる

図 5.2.7 線形、非線形な関係のイメージ
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ここで、a0,a1,a2は係数、x1,x2は説明変数、pは確率、
ln(p/(1-p))はpの対数オッズ比である。
発雷確率ガイダンスの予報式にロジスティック
関数を使うことの有効性を発雷確率で用いられて
いる説明変数の一つであるSSI(Showalter 1953)と
雷発生率の関係で説明する。季節別にSSIの値と雷
発生率をグラフにすると両者は非線形な関係にな
っている（図5.2.10）のに対しSSIと雷発生率の対数
オッズ比をグラフにすると両者はほぼ線形な関係
となっている（図5.2.11）。このことは、発雷確率の
予測にロジスティック回帰を使うと良い予測特性
を得ることが期待できることを示している。
ロジスティック回帰は確率値を扱うのに適した
手法である。また、SSIと発雷確率のように非線形
な関係であっても対数オッズ比を予測することに
より精度の高い予測が可能となっている。この手法
のデメリットは線形重回帰のガイダンスと同じよ
うに逐次学習ができないために数値予報モデルの
変更などに柔軟に対応することが難しいことであ
る。

図 5.2.8 日照率ガイダンスのニューラルネットワーク

図 5.2.9 日照率ガイダンスの入出力関係

できることであり、最大降水量（小泉 2009） 、天
気 （澤田 2009; 鎌 倉 2007a）、 最小 湿度（鎌倉
2007b）、日照率（鎌倉 2007a）などのガイダンス
に用いられている。この手法は、予測式が複雑なた
めユーザーが説明変数と予測結果との関係を把握
することが困難なこと、予測式が変化するためにユ
ーザーが経験的に予測特性を把握することが困難
なこと、また説明変数や中間層の数を客観的に選択
する方法がないため、これらを試行錯誤により決め
る必要があり開発コストが高いことなどデメリッ
トも多い。

図 5.2.10 雷発生率と SSI の関係

(4) ロジスティック回帰
ロジスティック回帰は、実況が現象の有無の2値
(0,1)で表現できる現象の確率を求めたい時などに
使われる。気象庁では発雷確率、雲底確率ガイダン
スの作成に用いられている。予測式は確率の対数オ
ッズ比を線形多項式で予測する形をとる（(5.2.3)式）
。
ln(p⁄(1 − p)) = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ∙∙∙ (5.2.3)

図 5.2.11 雷発生率の対数オッズ比と SSI の関係
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(5) 頻度バイアス補正

点であるが、一方空振り率が増加してしまうデメリ
ットもある。

カルマンフィルターなどの統計手法を用いて気
象要素を予測すると、発生頻度の高い現象を予測す
るのに適した予測式となり、発生頻度の低い大雨や
強風などは実況に対して予測頻度が低くなる（図
5.2.12）。しかし気象予測ではこれらの現象を当てる
ことが防災などの観点からは重要であるため平均
的な予測誤差が多少悪くなっても発生頻度の低い
現象の予測精度を上げたい時に頻度バイアス補正
を用いている。
具体的には、観測の頻度分布と予報の頻度分布が
同じになるように補正を行う。観測と予測に閾値を
設定して幾つかのカテゴリーを作り、対応するカテ
ゴリーの現象の発生頻度が等しくなるように（バイ
アススコアが1となるように）予測の閾値を調整（学
習）する（図5.2.13）。頻度バイアス補正は平均降水
量、風、視程ガイダンスなどに用いられている。
頻度バイアス補正を用いることのメリットは強
風や大雨などの捕捉率を向上させることができる

(6) 係数の層別化
数値予報の系統誤差は、場所、対象時刻、予報時
間、季節などで変化する。また、説明変数と目的変
数の関係も変化する。このため一つの予測式で全て
の場合に対応する事は困難なので条件により予測
式(係数)を複数使い分けて予測精度の向上を図るこ
とが多く、これを係数の層別化と言う。しかし、予
測式を多くすれば、予測式を作成するためのサンプ
ル数が少なくなり精度の高い予測式を作成できな
くなるというトレードオフの問題が発生する。この
ため、どの程度層別化を行うかはガイダンス開発の
重要なポイントとなる。例えば、気温、風について
は予報対象時刻により数値予報モデルの誤差特性
が大きく変動する（成田・森安 2010）ため、これ
らのガイダンスでは予測対象時刻別の層別化をお
こなっている。また、発雷確率ガイダンスでは格子
毎に予測式を作成すると必要なサンプル数を確保
できないため、発雷特性の似た格子同士をまとめて
日本を35区域に分けて予測式を作成している（図
5.2.14; 高田 2009）。
係数の層別化は気温、降水、風、発雷確率など多
くのガイダンスで行われている。

(7) 診断的な手法
近年では数値予報モデルの予測精度が向上して
きたため、厳密な系統誤差の補正をおこなわず、数
値予報モデルの出力をそのまま予測値に変換する
タイプのガイダンスを作成しやすくなった。このよ
うなガイダンスの予測式は論理的な関係や簡便な
調査結果などを基に作成し、格子毎に予測式を変え
るなどの細かい調整は行わない。このため観測資料
が十分得られない場合でも作成することができる。

図 5.2.12 統計手法による予測のデメリット。目的変
数と説明変数の関係（降水、風速など）
。

図 5.2.13 頻度バイアス補正の仕組み。観測と予報で同じ色の区間の事例数が等しくなるように予報の閾値を調
整する。o1,o2,o3,o4,o5：観測の閾値。f1,f2,f3,f4,f5：予報の閾値。
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図 5.2.14 発雷確率ガイダンスの区域による層別化。
青線で区切られた 1～9,a～z の格子では同じ予測式
を使う。

図 5.2.15 お天気マップ。青：雨、灰：曇り、橙：晴れ。

このようなガイダンスの例としてお天気マップ（図
5.2.15）、視程分布予想、航空悪天GPVの積乱雲頂高
度、乱気流指数、着氷指数などがある。これらは面
的または立体的な予測値として提供することが可
能である。
一方、厳密な系統誤差補正をおこなわないため数
値予報モデルの予測特性がそのまま反映され、数値
予報モデルの変更に伴い予測特性が変化すること
が予報作業に利用する上ではデメリット 4となる。

ガイダンスの例として、お天気マップ、視程分布予
想、航空悪天GPV（乱気流指数、着氷指数、積乱雲）
を、上記両者の手法を併用して作成しているガイダ
ンスの例として、最大降雪量ガイダンスを、観測と
予測を特定の用途に適する形に加工して提供して
いるアプリケーションの例として、ATM用悪天イン
デックスを紹介する。

5.3.1 気温ガイダンス
気象庁では一般予報および飛行場予報を支援す
る目的で地点ごとの気温ガイダンスの作成を行っ
ている。予測手法はカルマンフィルターを用いて数
値予報モデルの予測値と観測値の差を目的変数と
して予測を行う。予測要素は、一般予報用ガイダン
スがアメダス地点の時系列気温および最高、最低気
温であり、飛行場予報用ガイダンスが航空官署の時
系列気温および最高、最低気温である（小泉 2007）。

5.2.4 ガイダンスの提供形式
ガイダンスの提供形式としては、地点形式と格子
形式がある。地点形式のガイダンスは気温ガイダン
スなどのように現地観測を利用して数値予報モデ
ルの予測値に統計的な補正を行うことを重視した
ものである。一方格子形式のガイダンスは、最大降
水量ガイダンスのように統計的な補正を重視した
ものもあるが、視程分布予想や航空悪天GPVなどの
ように統計的な補正よりも、面的、立体的な情報を
提供することを重視したものも多い。

5.3.2 最大降水量ガイダンス
気象庁では一般予報および注意報・警報発表作業
の基礎資料として最大降水量ガイダンスの作成を
行っている。最大降水量ガイダンスは格子（GSMガ
イダンス20km、MSMガイダンス5km）内の降水量
の最大値を予測する（安藤 2007a; 小泉 2009）。
作成方法は、まずカルマンフィルターと頻度バイ
アス補正により平均降水量(小泉 2010)の予測値を
作成し、続いてニューラルネットワークにより解析
雨量から算出した平均降水量と最大降水量の比を
予測して、最後に両者を掛けあわせることにより最
大降水量を作成する(図5.3.1)。

5.3 アプリケーションの具体例
気象庁で作成しているアプリケーションのうち、
統計的な補正を重視したガイダンスの例として、気
温ガイダンスと最大降水量ガイダンスを、診断的な
手法を用いて平面や立体的な気象情報を作成する

4

モデルの予測特性の変化が直接表れることは数値予報
モデルの予測特性を確認したい開発者にとってはメリッ
トと言える。
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図 5.3.1 最大降水量ガイダンスの作成方法

図 5.3.2 最大降雪量ガイダンスの作成方法

図 5.3.3 地上気温と雪水比の分散関係。青い点は観測値、赤い線は経験式を表す。

5.3.3 最大降雪量ガイダンス

温ガイダンスと数値予報モデルの予測する相対湿
度から計算した雪水比（降雪量と降水量の比）を掛
けることにより作成する（図5.3.2）。格子形式気温
ガイダンスは前述の地点気温ガイダンスの予測値
（数値予報モデルの地上気温と観測値の差を予測）
を標高などを考慮して水平方向に内挿することに

最大降雪量ガイダンスは5km格子内の最大降雪
量を予測し、一般予報および注意報・警報発表作業
の基礎資料として利用されている（古市 2010）。最
大降雪量ガイダンスは平均降水量ガイダンスに最
大降雪量ガイダンスのために作成した格子形式気

49

より作成する。雪水比の計算には観測された気温お
よ び 雪 水比 か ら作 成し た経 験 式 を使 用 する （ 図
5.3.3）。
このような比較的簡便な手法で作成された気温
と雪水比の予測値を用いることにより、従来は雪の
観測値データのある地点でしか作成できなかった
降雪量の分布を予測することができるようになっ
た。

の判断ための有効な資料となっている。

5.3.5 視程分布予想
視程分布予想（井藤 2011）は数値予報モデルの
予測値から雲、エーロゾル、雨、雪それぞれに起因
する消散係数σを診断的に計算 5し、消散係数と視程
の近似式（変換式）を用いて各格子における視程を
予測する。消散係数は数値予報モデルの予測する雲
水量、相対湿度、降雨量、降雪量、風速と消散係数
の主に物理的な関係を考慮して経験的に決めてい
る（図5.3.5）。このような手法を用いることにより

5.3.4 お天気マップ
お天気マップは数値予報の予測結果から晴れや
曇りという天気を分かりやすく見ることを目的に
開発された（瀬上 1992; 安藤 2007b）。簡便な調査
結果に基づいて天気へ翻訳する閾値などを決定し、
数値予報の予測値から（診断的に）直接天気の判別
を行う（図5.3.4）。お天気マップを見ることにより、
数値予報モデルがどんな天気を予測しているかを
一見して把握することができる。
一方、天気ガイダンスはニューラルネットワーク
などにより統計的な補正を行い、できる限り数値予
報モデルの予測誤差を軽減するように作成され予
報作業の基礎資料として使われている。お天気マッ
プは天気ガイダンスと比較することにより、天気ガ
イダンスがどの程度数値予報モデルの予測を修正
しているのかを把握することができ、予測の妥当性

図 5.3.5

MSM 視程分布予想の消散係数の算出方法

図 5.3.4 お天気マップの判別木。Pr1:前 1 時間降水量、
Cl:下層雲量、Cm:中層雲量、Ch:上層雲量、
Clmh=1–(1–Cl)(1–Cm)(1–Ch):全雲量、
Clm=1–(1–Cl)(1–Cm):中下層雲量、
R_yuki:雪ありとする降水量の閾値、R_ame:雨ありと
する降水量の閾値、Clmh_k:晴れ・快晴と曇り・薄曇
りの閾値、Clm_k:曇りと薄曇りの閾値、Kaisei:晴れ
と快晴の閾値。

図 5.3.6 MSM 視程分布予想と実況。2010 年 2 月
24 日 03UTC 初期時刻の 25 日 00UTC の現地観
測（上）と視程分布予想（下）
（単位 m）
。
照度 E の距離 r に対する減衰率を消散係数とする。
dE/dr = –σE の関係がある。
5
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視程観測データの無い地点の予測や視程の水平
分布予測を作成することができるようになった（図
5.3.6）。視程分布予想が実用的な予測精度を持つこ
とができたのは、数値予報モデルの地上付近の雲水
量や水蒸気量の予測精度が向上したことによる。

5.3.6 乱気流指数、着氷指数、積乱雲
空域予報業務を支援する目的で、航空悪天GPVを
作成している。航空悪天GPVは乱気流、着氷、積乱
雲などの分布を3次元で予測している（積乱雲の予
測は発生場所と雲頂高度）
。
乱気流指数（図5.3.7; 工藤 2010）は、ウインド
シアーや山岳波など乱気流の成因別に発生しやす
さを指数化し、おのおのの指数を説明変数としてロ
ジスティック回帰により乱気流の発生しやすさを
求めた後、どの高度においても一定の値を乱気流発
生の目安とすることができるように値を調整して
いる。
着氷指数（図5.3.8; 工藤 2008）は数値予報モデ

図 5.3.7 乱気流指数の例、乱気流指数(上)と乱気流
の観測(下)。☆△は乱気流の通報された位置と強
さ、色は高度を表す。

図 5.3.9 積乱雲の雲頂高度の予測（上）
。 暖色系
ほど雲頂高度が高い。数値はピークの雲頂高度
(m)。積乱雲量の予測（下）
。積乱雲量 5/8 以上
の領域を積乱雲のキャラクタで囲んで表示。

図 5.3.8 着氷指数の例。着氷指数（上）と着氷の観
測（下）
。▽は着氷の通報位置と強さ、色は高度を
表す。
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ルの予測した気温および湿数と着氷の発生頻度か
ら求めた経験式により着氷の発生しやすさを指数
化して0～100の間の数値で表したものである。それ
までの着氷の予測方法であった–8D法(Godske et al.
1957)に較べて大きく予測精度が向上している。
積乱雲量（予測格子内における積乱雲のしめる割
合）および積乱雲頂高度の予測（工藤 2007）は、
数値予報モデルの予測した成層状態から不安定度
などを診断して積乱雲量と積乱雲頂高度を算出し
ている（図5.3.9）。

について概要を紹介した。
昔の数値予報モデルは特に地上付近の予測精度
が十分では無かったために、数値予報モデルの予測
値をベースにしつつ、観測値との統計関係を利用し
て数値予報モデルの予測値を大幅に修正するガイ
ダンスを作成して予報作業に利用する必要があっ
た。
近年数値予報モデルの予測精度が向上したおか
げで、第5.2.3節(7)で述べた診断的な手法により観測
データのあまりない海上や上空の面的または立体
的な予測情報を実用的な精度で提供する新しいプ
ロダクトを作成できるようになりつつある。
今後さらに数値予報モデルの高解像度化が進み、
高解像度のアドバンテージを生かした物理過程の
開発が進むことにより、数値予報モデルのさらなる
予測精度の向上とこれを生かした診断的な手法を
用いたアプリケーションの充実が期待される。

5.3.7 ATM 6用悪天インデックス
航空交通気象センター（通称ATMetC）では航空
局の航空交通流管理を支援するために気象予測情
報の提供・解説を行っている。ATMetCにおける航
空交通流に影響する気象についての予測情報作成
を支援する目的で、ATM用悪天インデックスを作成
している。提供を行う予測情報の一つにATMet時系
列（図5.3.10; 宮内ほか 2008）がある。これは、日
本の飛行情報区(FIR)の管制用空域毎の航空交通流
に影響を与える気象現象を時系列に表した資料で
ある。
ATMet時系列を作成するための基礎資料として、
降水短時間予報やMSMで予測された強雨や積乱雲
などの悪天域を管制空域別に編集して指数化し、
ATM用悪天インデックスとして提供を行っている。
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第６章 プロダクト利用上の注意点
6.1 はじめに 1

としては誤差成長の観点が重要であるので、これに
ついてもあわせて考えてみる。

数値予報モデル及び客観解析の技術は計算機技術
の発展を背景に、数値計算の高精度化、物理過程の
精緻化を重ねてきた。そして、予測精度の向上と統
計ガイダンスや航空分野の悪天予想などの応用技術
の発展とがあいまって、今日では気象予測の基盤技
術として揺るぎない地位を占めている。一方で、数
値予報には手法に由来する制約などのために今でも
限界があることに違いはない。また、作業時間が限
られる現業予報では多くの資料を能率的に利用しな
ければならないという要請もある。このため、作業
に当たって、この限界を踏まえた留意点を確かめて
効果的に数値予報資料を利用する必要がある。この
ような議論として、永田・萬納寺(1994)による包括
的な解説や、永田(1994)のメソスケール現象に焦点
を当てた解説があるほか、短期予報と週間予報につ
いて北川(2005)の、またメソ数値予報について藤田
(2004, 2005)や本田(2006)の解説がある。ここでは
現在の数値予報システムに即して、改めて数値予報
資料の利用上の留意点を考えてみることにする。
本章では、まず第6.2節で数値予報の特性としてそ
の限界と予測可能性について述べ、これらを踏まえ
た数値予報プロダクトの利用上の留意点を述べる。
次に第6.3節ではこれら留意点を念頭に数値予報の
見方をいくつかの事例に即して検討してみることと
する。
なお、数値予報モデルや解析システムの詳細、
また気象庁の現業モデルの具体的な仕様や特性など
については必ずしも明示しないので、読者には必要
により本テキストの関連箇所やこれまでのテキスト
を確認しつつ、本章記述について考えてほしい。

(1) 数値予報モデルの力学過程について
力学過程に関しては、まず離散化に伴う限界を知
ることが大切である。離散化とは、空間的に区切り
のない連続体（流体）である大気の状態を数値的に
計算するために、例えば、多数の格子点における値
で代表させることである 2。この格子点の間隔で分解
能が決まり、どの程度のスケールの現象が格子点に
おける値で直接的に表現可能であるかが決まる。一
般に表現できる現象の最小スケールは分解能の5～
8倍程度とされる（図6.2.1を参照）。これを短期・中
期予報で用いる気象庁現業数値予報モデルで考える
と、GSMは水平分解能約20km、MSMは5km、LFM
は2kmであることから、それぞれ100～150km、25
～40km、10～15km程度以上のスケールの現象を表
現可能である。
図6.2.2に、大気現象（空間スケールと典型的寿命）
と数値予報モデルのカバーする範囲（表現可能な空
間スケールと予報時間）を示す。GSMでは高低気圧
はもちろん、前線系も表現でき、MSMでは豪雨を
もたらす現象までをある程度扱え、LFMであれば発
達した積乱雲までも表現できる。
水平分解能を向上させると、より小さなスケール
の現象まで格子点値で直接表せるだけでなく、直接
的に計算精度の向上に寄与し、大気現象全体の表現
の向上にもつながると考えてよい。例として本テキ
実際の現象

6.2 数値予報プロダクトの利用
現象が格子
間隔の6倍

6.2.1 数値予報の限界と予測可能性
数値予報の必須要素は数値予報モデル（プログラ
ム）と初期値（データ）
、及び境界条件（主に下部と
側面）であり、これらを計算機に適正に投入すれば
予測計算が可能である。
短期・中期予報の範囲では、
境界条件にある程度の精度が確保されていれば数値
予報の精度は数値予報モデルと初期値でほぼ決まっ
ていると考えられている。そこで、数値予報の限界
を考える手がかりとして、数値予報モデルについて
力学過程と物理過程を、これに加えて初期値と境界
条件について考えることとする。また、予測可能性
1

現象が格子
間隔の3倍

図6.2.1 現象のスケールと分解能の違いによる表
現の差（模式図）。実線（黒）のような波形の現
象に対して、現象が格子間隔の6倍の場合（青破
線）と3倍の場合（赤点線）の表現の違いに注意。
2

離散化の方法には格子点を用いる方法以外に関数展開
を用いた方法（スペクトル法）もあるが、本質的には同じ
議論となる。第4.4.1項を参照。

第6.1節、第6.2節 藤田 司
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図6.2.2 大気現象の時間空間スケールと気象庁の現
業数値予報モデルのカバーするスケール（図1.4.1
の再掲）。図の縦軸は空間スケール、横軸は時間ス
ケールである。

スト第2部第2章でも水平分解能2kmのLFMが水平
分解能5kmのMSMでは表現できないスケールの積
雲を表現していることや、降水量予測がMSMより
も実際に近かったことを報告している。この結果は
高い水平分解能がより現実的な予測に必要であるこ
とを示唆している。ただし、表現できるからといっ
て予測できるとは限らないことに注意が必要である。
鉛直分解能は、鉛直スケールが小さい現象、ある
いは鉛直の不連続が特徴的な現象を考える場合は重
要な問題である。現在の数値予報モデルの鉛直分解
能は地表付近で数10m、500hPa付近で数100m、成
層圏で1000m程度である。ラジオゾンデ観測で特異
点として通報されるような急激な不連続はしばしば
表現されないし、このような観測データは初期値に
同化しても忠実に反映されるとは限らない。図6.2.3
に観測値の同化結果の一例を示す。
力学過程の計算において、方程式系が対象とする
現象を予測するために十分な精度を備えていること
は決定的に重要なことである。数値予報では静水圧
平衡を仮定したプリミティブ方程式が長く採用され
て成功を収めているが、水平分解能がおよそ10km
より高い場合には非静力学化する必要が生じる 3。こ
のために、MSMは水平分解能10kmであった2004
年9月に非静力学モデルに変更され、これをベース
に分解能5kmのMSMや、2kmのLFMが開発されて
いる。一方、分解能約20kmのGSMでは現在の方程
式系（プリミティブ方程式系）で十分な精度が保た
れていると言える。従って、方程式系そのものにつ
いては現状で十分な精度があると考えてよい。

3

水平分解能が10km程度以上になると個々の積乱雲を直
接扱う状態に近づき、このとき、運動の鉛直スケールが水
平スケールよりも十分小さいことを求める静力学平衡の
条件（小倉 1978）が成立しない。第4.2節も参照。
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図6.2.3 ラジオゾンデ観測と第一推定値及び解析値
のエマグラム。2012年6月15日00UTCの全球速報
解析について、潮岬の観測（実線）と第一推定値
（太点線）、及び全球速報解析（細点線）で、気
温（赤）
、露点温度（青）
、相対湿度（緑）を描画
している。850hPaと700hPaの直下のレベルに温
度の逆転と高湿度が観測される。いくつかのデー
タ（○印）が同化され、解析値は第一推定値より
も観測に近づいているが、観測との差は大きい。
特に850hPaの気温及び湿度は観測との差が大き
く、同化対象とならなかった（☆印）
。

(2) 数値予報モデルの物理過程について
物理過程については近年精緻化が進んでおり、今
の天気予報で対象となる現象の予測に必要な物理過
程はほぼ含まれていると考えてよい。一方、様々な
問題が残されていることも事実で、気象庁でも継続
的に改善に取り組んでいる（気象庁予報部 2012）。
ここでは防災上の観点から最も関心の高い降水と、
下部境界と地表付近の扱いについて考えよう。
数値予報モデルにおける降水の取り扱いは、GSM
では主に雲水スキームと荒川-シューバート(AS)ス
キーム、MSMでは雲物理過程とケイン-フリッチ
(KF)スキーム、LFMでは雲物理過程によっている
（表4.7.1を参照）。ASスキームとKFスキームは対
流パラメタリゼーションの一種であり、数値予報モ
デルの分解能で表せない積雲の効果を取り入れるた
めに導入されている。対流パラメタリゼーションは
これらの他にも様々な手法が提案されており、通常
は物理的考察を基礎にスキームを構築・修正し、予
報実験を行って最適化されている。しかし、格子ス
ケールよりも小さなスケールの現象を格子点値で扱
うことの本質的な難しさや、モデルの他の部分との
関係によって特性が変わるという問題があるために、

られる。台風が存在する場合、強い海上風により海
面付近では混合が起きて海面水温を低下させ、水蒸
気（潜熱）供給が減少して台風の発達を抑制するこ
とが知られているが、GSMではこの効果が台風強度
予報に取り入れられていなくて、発達しすぎること
がある。この問題はGSMとMSMで共通である 5が、
予報時間が長いGSMで影響が大きいと考えられる。
改善策として、大気現象による海面水温の変化を考
慮に入れること、具体的には海洋混合層結合モデル
の導入で解消することが期待されている。

すべてにバランスの取れたスキームとすることは極
めて難しい。一方、対流パラメタリゼーションを廃
するとともに、雲物理過程によって大気中の水蒸気
や雨水、雪などの変化をより現実的に扱い、鉛直運
動も非静力学方程式を解いているLFMでは精度の
高い定量的な予測ができるケースも見られるように
なっており、完全なモデルに近づいたようにも見え
る。しかし、現在の雲物理過程が雲内のすべての過
程を完全に実装しているわけではないし、発生初期
の雲など今の分解能では表すことができない雲もあ
る。また、LFMに関する本テキスト第2部第2.1節や
平原ほか(2011)による検証でも、雨の強さや季節に
よって、雨の頻度（バイアススコア）や精度（スレ
ットスコア）に差が現れている。以上の点から、数
値予報モデルの降水予測の現状は完全と言えるもの
ではなく、初期値精度の問題を別にしても、特に激
しい降水、局所的な降水に対して常に高精度の定量
的予測をすることは困難である。
地形表現は強制上昇や風系への影響など、数値予
報モデルの結果に直接影響を与えるが、通常、実際
の地形とは標高も起伏も異なっている（第4章図
4.7.2参照）ために誤差が生じる 4。また、地形表現
だけでなく、海陸分布や植生・土地利用状況の扱い
も水平分解能に制約されて、特に後者については分
解能だけでなく、基礎データやモデル内での表現内
容にも実際との違いが避けられない。これらにより
潜熱（水）や顕熱（温度）分布などに局所的な表現
（偏り）が生じ、地上の気温、湿度、風速、さらに
は現象の予測にも影響が及ぶ。
下部境界の具体的な問題例として地表面の積雪分
布がある。積雪分布は地上気温予測などに大きな影
響があり、地上要素のために精度のよい表現が求め
られる。しかし、MSMとLFMでは地表面の積雪が
解析値で固定されているために、予報期間中に積雪
が生じる場面や解消する場面での気温予測に悪影響
を及ぼす。この誤差は平均的に生じている誤差とは
異なることから、気温ガイダンスでも補正はあまり
期待できない。現在陸面モデルの改良を進めている
が、当面は予報期間内に始まる、または終わる積雪
の影響は扱うことができない。なお、GSMでは詳細
な陸面モデルの採用により積雪分布の変化を予報す
る（北川 2007）が、水平分解能の制約に加え、陸
面モデルの特性や精度の問題もあり、MSMやLFM
より気象予測の精度が高いとは限らない。
下部境界について、海面水温が大気現象に応答し
ないことが台風強度予報に影響する問題として挙げ

(3) 初期値と境界値について
次に初期値に含まれる誤差の問題を考えよう。前
述の通り、短期・中期予報は海水温や陸地の状態な
どの境界条件よりは予報初期時刻の大気の状態（初
期条件）に左右される部分が大きい。このため、精
度の高い初期値を作成することが予報精度の向上に
重要であり、より多くより詳しい観測データの収集
とそれを初期値によりよく反映させる解析技術の高
度化が重要な課題となっている。初期値解析は、第
2章及び第3章で述べているように、近年の衛星デー
タや航空機観測など各種観測データの充実と、デー
タ同化手法の高度化（変分法同化手法の採用）、観測
データの予報変数への変換過程の排除（直接同化）
などを通して、観測データの数と分布、データのよ
り効果的な利用の両面で大きく改善されてきている。
特に衛星データ利用の効果は大きく、このことは他
のデータの少ない南半球における近年のGSM予報
精度向上により確認することができる（加藤 2010）。
また、メソ解析では初期値の水蒸気分布がレーダー
反射強度データ、マイクロ波イメージャなどの同化
により大きく改善されたと見てよいだろう（第3.3
節参照）。しかし、極軌道衛星観測では予報上重要な
領域が毎初期値に対して観測されるとは限らないこ
とや、観測があっても3次元的な情報が得られなく
て初期値を十分改善しない場合があることなどのた
めに、特に海上を進む擾乱の予測は依然として不確
実性が大きいと考えるべきである。
初期値に関連しては、予報時間初期における擾乱
の立ち上がり、特に降水の発生が実際よりも遅れる
ことが言われてきた（スピンアップの問題）
。これは、
解析場（初期値）が全体としてバランスがとれてい
ない場合に、そのバランスが成立するまでは擾乱の
発達や降水の発生などが不十分な状態に留まること
が原因である。予報初期の振る舞いについてはこの
5

海面水温の扱いとして、GSMでは予報期間中、気候値
に基づいて日々の変化を考慮するが、混合に伴う変化は考
慮しない。MSMでは予報期間中は解析値に固定する。

4

決まって生じる誤差（系統誤差）は統計処理で補正可能
である（第5.2.2項を参照）。
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初期値側の問題だけでなく、予報モデル側の問題
（系
統誤差）が原因となって、解析が実際の大気の状態
を適切に反映しているのに予報結果が不適切になる
場合もある。現在の解析システムでは4次元変分法、
または3次元変分法の採用により、解析場のバラン
スはかつての（最適内挿法などによる）解析場より
も 改 善 し て おり 、 バ イ アス ス コ ア で 評価 し ても
MSMでは予報初期に適正な雨があるように見える
（幾田 2008）。しかし、それでも予報3時間程度ま
での降水予測は外挿予報（降水短時間予報）に劣る
のが通常であり（永田・辻村 2006）、現状において
も、予報時間初期の予報の利用には実況との比較を
行うなどの十分な注意が必要である。
メソ現象の予報では、
対象が「強制モードの擾乱」
か「自由モードの擾乱」であるかによって、初期値
の重要性に違いがある。強制モードの擾乱とは、下
部境界（陸や海）からの熱的あるいは力学的強制に
よる現象であり、これら外力の原因になる条件がモ
デルに取り込まれていれば、より大きなスケールの
状態がある程度の精度で再現されているという条件
の下、
初期値の精度が低い場合でも予測可能となる。
このような現象には海陸風や山岳波などがあり、冬
季の寒気吹き出しに伴う日本海上の積雲や積乱雲も、
寒気のタイミングで発生することが予測できるとい
う意味で強制モードの擾乱に含まれると言ってよい
だろう。
次に自由モードの擾乱とは、梅雨前線上の低気圧
や大気の状態の不安定に伴う積乱雲などの、外部強
制がない状態で環境場の位置エネルギーや運動エネ
ルギーを擾乱のエネルギーに変換して発生・発達す
る現象、あるいはより簡単に、強制モードと違って
外力で決まっていない現象である。このような現象
については初期値にその擾乱の発生にかかる情報が
なければ、たとえ予報場に現象が発現したとしても
信頼性は低いと判断するべきであろう。実際上は、
自由モードの現象の予測可能な時間は現象の典型的
な寿命程度と想定され、これを考慮して現象のシグ
ナルが観測されているかどうか、さらに初期場にこ
の観測が反映されているかを検討し、もしも初期値
が十分でないと判断される場合はポテンシャル予測
などに考え方を変えていくことになる。
強制モードと自由モードの擾乱の予測可能性につ
いては、強制モードであるから十分予測できるとは
限らないし、自由モードであるから全く予測できな
いとも限らない点に注意が必要である。強制モード
の場合、地形や海陸分布などが分解能の制約を受け
ていることや物理過程の不完全さなどにより誤差が
生じたり、予測ができなかったりすることもあるだ
ろう。また、大気の不安定に伴う降水であっても地
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表付近の風の収束や日照の影響を受けて強制モード
的に予測可能性が高くなることが考えられる。この
ような実際的な特性について、一般的原則で扱うこ
とは容易ではない。対象とする現象毎に事例解析・
検証を行って、強制モードであればどこまでが強制
力で決まっているか、自由モードであれば強制力が
働く面がないかに注意して、吟味するとよいだろう。
初期値作成に適用されるデータの中でやや異質と
いえるのが台風ボーガスである。台風ボーガスは、
台風予報に適切な初期場を作るために、観測された
台風周辺に与えられる人工的なデータである。今の
数値予報システムでは台風の発生を必ずしも的確に
予測できず、また台風ボーガスなしでは初期値解析
でも困難があることから、
その必要性は極めて高い。
しかし台風ボーガスは、地上観測や衛星観測などを
踏まえ予報官が解析した結果を理想的な単純化され
たモデルに当てはめて作成されるデータであり、強
度や空間対称性などの点で実際の台風の状態と一致
するとは限らない。また、台風ボーガスはいわば強
制的に擾乱を初期値に形成させるため、特定の熱帯
低気圧に対して初めて投入される場面では前回と大
きく異なる解析や予報を生成することがある（第
6.3.3項を参照）。このような事情から、台風ボーガ
スが用いられ始める台風発生初期や、MSMでは側面
境界から台風が予報領域に進入する場面を中心に 6、
台風周辺の解析場、予報場について観測とどの程度
合うのかを確かめながら利用するとよい。
MSMやLFMには、予報領域の外縁部でより分解
能の低いモデル（親モデル）と接続して、領域外の
情報を取り入れるという特徴がある。このことによ
る問題として、親モデルと接続する領域（緩和領域
または側面境界）ではそのモデルの性能が発揮され
ないということがある。これは緩和領域では親モデ
ルの状態に近づけるような計算がなされていること
によるもので、結果はそのモデルの本来の予報特性
とは異なってくる。また、予報時間が進むに従って
緩和領域を通った擾乱が内側領域に進んで、より広
い領域で親モデルの予測に強く影響されることにな
る。そのような領域では4次元変分法等による高精
度の初期値から期待される予報とは特性が違うと考
えられる。ただし、この場合でも分解能や降水過程
などに見合った計算がされ、親モデルが与える環境
におけるメソスケール現象の振る舞いについて情報
が得られると期待される。

GSMとMSMの初期値では台風ボーガスを用いるが、
LFM（東日本領域）の初期値では用いていない（2012年
10月現在）
。
6

(4) 「誤差」について
初期値に含まれる誤差について、永田・萬納寺
(1994)は二つの点を指摘している。一つは初期場の
誤差が時間とともに次第に振幅を増していくケース
であり、もう一つは、大気の支配方程式が非線形で
あることにより、予報初期のごくわずかな誤差が急
激に拡大して将来の予測が大きく変わるケースであ
る。特に後者は大気のカオス的性質 7に由来するもの
で、予測可能性に関わる極めて重要な考え方である。
これらの誤差の問題を実際の作業時に区別して議論
することは難しいし、むしろ誤差幅または不確実性
をどの程度みるべきかという議論が有益と思われる。
そのための手続きとしては、前回や前々回予報との
比較、初期値に摂動を与えるなどしたアンサンブル
予報の利用が一般的である。また、適当に条件を絞
れば、
事前の統計的な調査も役に立つだろう。以下、
それぞれについて考えてみる。
まず、初期値が古い予報の利用はLAF(Lagged
Average Forecast)法と呼ばれるアンサンブル手法
の一つと言える。この手法は毎回の結果に不確実性
が大きい場面や、どこで強雨が発生するかといった
不確実性が大きい現象の予測での活用が考えられる。
また総観スケールの予報では中期予報の後半で有効
性が高まると期待されている。しかし、平均的には
新しい予報の方が精度が高いので、限定的に適用す
べきだろう。
アンサンブル予報は、カオス的性質に伴う不確実
性を扱う手法であり、
現在では季節予報、週間予報、
台風予報において実行されている。アンサンブル予
報は複数の予報が同程度に確からしいと言える場合
に、もっとも確からしい予報をアンサンブル平均で
与え、またそれら多数の予報のばらつきにより予報
の信頼度を測り、さらに確率的予報を導く。不確実
性には、初期値の問題、モデルの問題の両方が考え
られることから、気象庁の週間及び台風アンサンブ
ル予報では特異ベクトル法による摂動を採用した初
期値アンサンブル（米原 2008）と物理過程の不確
実性に着目したモデルアンサンブル（米原 2010）
を併用している。なお、アンサンブル予報はモデル
の偏り（系統誤差）などのために複数の予報のばら
つきが不確実性を適切に反映しない場合があること
に注意が必要である。
平均誤差や平方根平均二乗誤差のような統計値は
全般的な予報精度の評価に用いることが多いが、適

7

ここでカオス的性質とは現象の進展が決定論的に厳密
に決まっているが、観測誤差などに伴う初期値のわずかな、
しかし避けがたい誤差と方程式系の非線形性により予報
の進展が大きく変わる特徴を指す。
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当な場合分けをして計算すれば、様々な局面で期待
される精度の指標となる。よい指標とするには、季
節や現象、時刻、場所など、適切な場合分けをする
ことが前提となる。場合分けをした統計調査の例と
しては、平原ほか(2011)や古市(2007)の調査が挙げ
られる。なお、場合分けの問題の他に、統計的な妥
当性を担保するためにサンプル数を十分大きくする
必要があることに注意が必要である。

6.2.2 資料の見方・使い方
LFM（日本領域）の運用が始まれば、短期予報で
利用可能な現業モデルはGSM、MSM、LFMの三つ
となる。これらは分解能、予報時間、予報頻度、予
報特性のいずれも、それぞれ異なっている。使い分
けとしては、基本的に対象とする現象の時間、空間
スケールで考える（図6.2.2）。例えば、前線のおお
まかな振る舞いはGSMで、前線による降水分布はま
ずMSMで、目先数時間以内の詳細な予報について
はLFMを活用することになるだろう。また、一般に、
数値予報は最新の予報の精度が平均的に最も高く、
より解像度の高いモデルの方がより小さなスケール
の現象まで解像することから、原則として、
最新の、
解像度の最も高いモデルの結果を利用することが推
奨される。ただし、一つ一つの事例で見ると新しい
予報が必ず精度が高いとは限らないし、分解能の高
さが単純に精度の改善につながっているとも限らな
い。従って利用上は、原則に従いつつ、逐次観測デ
ータで予報場を検証することが必要である。
数値予報資料は、図形式（画像ファイルまたはFax
図）で提供される資料と、格子点資料（GPVのファ
イル形式資料）に大別される。一定の範囲の空間を
支配する気象場を把握するには前者を、特定の地点
の予測や応用処理などには後者を用いることが通常
だろう。前項の議論を踏まえつつ、これら数値予報
資料の特徴やその効果的な利用について考えよう。

(1) 格子点値の理解と利用
プロダクトとしての数値予報出力のGPVは、利便
性を考えて数値モデルの格子から等緯度等経度格子
に変換したデータとして広く提供されている。この
格子系の変換は内挿処理によるが、内挿処理は平滑
化の効果を伴うために、数値予報モデルと同程度の
分解能を有するGPVであっても空間変動の表現が
和らげられるという特徴がある。鉛直分布について
も、利便性と円滑なデータ配信のために、特定の気
圧面データのみが提供されている。この気圧面デー
タはモデル面 8データの内挿により作成され、かつ、
8

実際の予測計算のために格子点が配置される鉛直層。

ずれにおいても数値予報モデルで直接計算された値
ではなく、モデル大気下層の値から気温減率を仮定
したり、接地境界層における相似則を適用したりし
て、モデル地形の地表に対して算出されている 9。こ
のために、地形が実際と異なることによる系統誤差
が生じる。雲量は上、中、下層の3つに分かれ、各
層の境界はその格子点におけるモデル地形（標高）
にもよるが、おおよそ850hPaと500hPaである。各
層の雲量は数値モデルの各鉛直レベルの雲量を診断
的に決め、各層の中での重なり方を仮定して決めて
いる。また、全雲量は上、中、下層の雲量から、重
なり方に適当な仮定をして決めている。
地形との関係では大気下層のデータにも注意が必
要である。格子点値は等圧面上のデータとして作成
されるが、モデル地形の標高が高い場合、その等圧
面が地形よりも低くなることがある。このような場
合は、
その等圧面での値は便宜上与えた値に過ぎず、
利用してはいけない。
下層データを利用する際には、
利用しようとしている気圧面の気圧をモデル地形の
地表気圧と比較して、地表気圧以下であれば使わな
いことにすればよい。

数値予報モデルの鉛直層数よりはかなり少なくなっ
ている。このため、鉛直方向についても、数値予報
モデル本体の表現よりもさらに和らげられていると
考えるべきである。
このGPVの利用の際に格子点と一致しない位置
の値を求めるためにさらに空間内挿を施すことが考
えられるが、
ここでも平滑化の効果は避けられない。
ところで、数値予報モデルの不確実性や表現可能性
を考えると、内挿して位置を合わせるよりも、むし
ろ周囲の格子の状態を参照した方がよい場合がある。
地上データについて考えると、地表面が海か陸かに
よって特性が大きく変わるので、沿岸地点に対して
は単純な内挿処理は適当でない場合がある（平原ほ
か 2011）。このことと平滑化の問題を合わせて考え
ると、
特定地点の値を得る際は、
目的や要素の性質、
予報特性や誤差を勘案して、対象地点に最も近い格
子点の値を用いるか、または内挿処理を施すか、さ
らに周囲の格子点の値も考慮するか、場合により前
後の時間の状況を参照するかどうかを考えるべきで
ある。指針として、上空の風のような空間的、時間
的に変動の小さい要素は特定格子点の特定時刻の値
を利用しても問題は少ないが、地上要素については、
周囲の格子や前後時間の予報値の利用を考慮すると
よいだろう。
格子点値は、個々の格子がカバーする水平、鉛直
の3次元または水平2次元の領域の平均値であるが、
格子内のある場所の実際の値には分解能や要素の性
質に応じた変動幅があることにも注意が必要である。
GSMの場合、水平分解能が約20kmであることから、
格子内に複数の積乱雲が存在すると考えることがで
きるから、上昇流と下降流、あるいは晴天域と曇天
域が格子内に共存する場合もあるだろう。一方、分
解能2kmのLFMでは積乱雲が発生している状態で
晴天域と曇天域の共存する確率は相対的に低いだろ
う。このことから、どちらのモデルでも格子内の状
態として格子点値に変動幅が見込まれるが、GSMの
格子点値の方がそれは大きいと言える。この変動幅
は、気象状況、要素など、様々な要因に依存するの
で見積もりは難しいが、一般的な性質として理解し
ておきたい。

前項で述べたように、たとえ数値予報モデルが完
全であっても、大気現象の予測では不確実性が避け
られない。これは初期値の精度と誤差成長の問題で
あり、特に、予報が初期値に敏感な場合（初期値の
わずかな誤差で予報が大きく変わる場合）は、決定
論的予想は極めて困難である。このような考え方か
ら週間予報などでは既にアンサンブル予報が活用さ
れている。しかし、短期予報あるいは局地予報では
アンサンブル予報が実用化されていないので、代替
的に、前回予報を参照して大きく変わる場合には、
確定的な判断を避けて実況を見ながら対応していく
とよいだろう。また、単独の予報を用いる場合は、
どの程度の幅をもって考えるかが問題となる。幾田
(2010) は 降 水 予 測 の 検 証 手 法 の 一 つ と し て
Fractions Skill Scoreを用い、利用価値のあるLFM
降水予測の空間スケールを検討した。このような取
り組みが効果的な利用の手がかりになるだろう。

(2) 注意が必要ないくつかの要素

(4) 系統誤差の問題

利用上の関心が特に高い要素である地上要素と雲
量の格子点値について注意が必要な点を述べる。気
温や風などの地上要素は、GSM、MSM、LFMのい

誤差には、系統誤差またはバイアスと呼ばれる平
均的な誤差と、ランダム誤差と呼ばれる規則性がな
い雑音（ノイズ）的な誤差がある。系統誤差は数値
予報モデルの特性（くせ）
として生じる誤差であり、

GSM, MSM, LFMのいずれでも等圧面とは一致しない。
第4章図4.7.3を参照。
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(3) 不確実性の扱い

地表気圧はGSMでは予報変数であるが、MSMやLFMで
は診断により求められる。
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モデル化が不完全なために決まって生じる誤差があ
るし、
ある特定の局面で擾乱の進みが遅すぎるとか、
特定の現象に対して雨が多くなりすぎるとかという
ような誤差も、やや性質は違うが系統誤差と言って
よいだろう 10。一方、ランダム誤差としては、例え
ば初期値の不完全性によって生じる当たり外れによ
る誤差が該当するだろう。
系統誤差がランダム誤差に比べて大きければ、何
らかの手続きで系統誤差を補正することにより予報
を効果的に改善することができる。気温ガイダンス
を例にとると、過去の観測と予報値を使って統計処
理を施し、モデル地形と実地形のずれや数値予報モ
デルの物理過程の不十分さに起因する系統誤差を適
切に補正できている。一方、降水量については誤差
の特性が気温とは異なることから 11、平均降水量ガ
イダンスはある程度以上のまとまった雨量に対して
は、系統誤差の補正をしているというより、むしろ
予報場の安定度や水蒸気量などの物理量を総合した
見積もりを与えるものと考えられる。
系統誤差は数値予報モデルによって異なることは
もちろん、モデルの改良によっても変化するので注
意が必要である。
この点について特に季節予報では、
再解析JRA-25と気候解析システムJCDAS、実際に
用いているモデルを用いた過去の予報の再計算（再
予報またはハインドキャスト（高谷 2012））を実施
して、予測精度や特性の把握、予報プロダクトの補
正が行われている。
参考文献
幾田泰酵, 2008: 適合ガウス格子を用いた全球モデ
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象庁予報部, 30-32.
気象庁予報部, 2012: 物理過程の改善に向けて(I).
10

統計的手法において、現象に即した系統誤差を客観的
に抽出する方法は確立されていないため、ガイダンスでは
多くの場合、これらをランダム誤差として扱う。
11 格子点毎に見ると、気温は気候値への束縛が強いため
に多くの場合ある程度の精度が確保されるのに対し、降水
はその都度の大気現象の現れ方で決まることから極端な
外れ方をすることが頻繁に起こる。
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6.3 事例で見る数値予報の特性 12
本節では、前節で述べた数値予報の問題や特性を
見ることができる最近の事例を紹介する。これらの
事例から現在の数値予報の特性を認識し、数値予報
を更に有効に利用いただきたい。

6.3.1 2011年台風第12号
図6.3.1は2011年台風第12号の経路図である。こ
の台風はマリアナ諸島の西で発生した後、発達しな
がら北上し、小笠原諸島付近で一旦西に進路を変え、
四国に上陸した。台風周辺の非常に湿った空気が長
時間にわたって流れ込み、西日本から北日本にかけ
ての山沿い、特に紀伊半島で記録的な大雨が降り、
土砂災害など甚大な被害が発生した（気象庁 2011）。

6.3.1.1 台風の予想進路
図6.3.2は、2011年台風第12号の経路にGSMによ
る予想進路を赤実線で重ね描きした図である。初期
値ごとの予想と実際の経路が比較できる。
台風発生後まもなくからGSMは北上を予想して
おり、8月30日頃に台風の進路が西向きに変わった
後も北上の予想が継続するなど、GSMの予想には北
上バイアスが見られた。9月1日00UTC以降、台風は
紀伊半島から四国を指向するようになり、実際、9
月3日に四国に上陸した。この台風の予想進路の変
化のシグナルについて検討する。
図6.3.3に、8月27日12UTCから24時間ごとの週間
アンサンブル予報によるこの台風の予想進路の変
遷を示す。青太実線は週間アンサンブル予報のコン
トロールラン 13、赤及び橙細実線は、アンサンブル
51メンバーそれぞれの予想である。8月27日12UTC
初期値では、メンバーのほとんどが転向し東進する
コースを示していたが、その後、西日本に向かうメ
ンバーが出現し、30日12UTC初期値では予想進路の
幅が東海から四国にかけての範囲に広がり、31日
12UTC初期値以降四国方面に進む予想が主流とな
った。このことから30日12UTC初期値の予想の変化
が台風の予想進路の変化のシグナルであったと考
えることができる。前述したように、GSMでは紀伊
半島から四国への指向を示すようになったのは9月
1日頃であるので、週間アンサンブル予報資料では、
予想進路の変化のシグナルが1～2日程度早く表現
されていたことになる。
この台風の予想進路が変化した原因を調べるた
めに週間アンサンブル資料を用いて環境場を考え
る。

12
13

図6.3.1 2011年台風第12号の経路図経路上の○は
00UTC、●は12UTCの位置、経路の左側の数字は日
付、右側の数字は中心気圧(hPa)を示す。台風第12
号は8月24日に発生し、8月25日00UTCに大型とな
り、9月3日01UTC前、高知県東部に上陸した。

図6.3.2 GSMの予想進路を追加した2011年台風第
12号の経路図。黒実線は実際の経路、赤実線は
GSMによる84時間先までの予想進路を重ね描き
した。マーカーは6時間ごとの中心位置。00UTC
の位置には日付と時刻を記す。

山本 佳緒里
初期値に摂動を加えないアンサンブルメンバー
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図6.3.3

週間アンサンブル予報資料を用いて、2011年台風第12号の初期時刻から5日先までの予想経路を描画した
もの。各図右下に初期時刻を示す。青太実線はアンサンブルのコントロールラン、赤及び橙細実線は、ア
ンサンブル51メンバーそれぞれの予想進路、経路上の▲は予想期間の各日12UTCの位置を示す。

初めに図6.3.4に8月27日12UTC初期値のアン
サンブル平均の500hPa面等高度線図（FT=0及び
FT=96）を示す。FT=0の8月27日12UTCでは、
太平洋高気圧が西日本まで張り出しているが、
FT=96の予想対象時刻8月31日12UTCでは太平
洋高気圧が日本の東海上に後退する見込みであ
った。この状況により、台風は後退する太平洋高
気圧の縁辺を回り、更に西から接近する上空のト
ラフと位相を合わせ北上する、という予想シナリ
オが想定される。
次に、図6.3.5に8月31日12UTC初期値の週間ア

図6.3.4 アンサンブル平均による2011年8月27日12UTC
初期値500hPa面等高度線図 (上)FT=0、(下)FT＝96
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図6.3.5 アンサンブル平均による2011年8月31日
12UTC初期値500hPa面等高度線図FT=0

ンサンブル平均の500hPa面高度線図FT=0を示す。
図6.3.4に示したFT=96の図と比較すると、太平洋高
気圧が日本の東海上に後退したのは予想通りであ
ったが、その位置は予想よりかなり北であった。ま
た、太平洋高気圧は西に張り出す形となっており、
台風の北上を阻みそうな状況である。日本海のトラ
フは台風と位相が合わず、台風の北上を促す様子は
見られない。以上から、台風は北上せず、太平洋高
気圧の勢力に押され西寄りに進む可能性が高い状
況であった。このため、台風は当初の予想とは異な
り、西進を継続したと考えられる。
この台風のように太平洋高気圧の縁辺に存在す
る台風の予想進路は、太平洋高気圧の勢力に大きな
影響を受ける。しかし、太平洋高気圧については予
測の不確実性が大きく、本事例のようにアンサンブ
ル予報を用いても精度よく予測することができな
いことがある。このため、太平洋高気圧の予想の変
化の範囲を考慮して予想シナリオを想定するのが
現実的な対応である。また、そのシナリオには台風
の北上バイアス（檜垣 2012）等既知の特性も加味
する必要がある。
本事例は予想シナリオが大きく変化したケース
であるが、予想シナリオが一定の範囲の中で変動す
るにとどまる場合もある。予想が変化し始めた時点
で、今後の予想がどのように変化するかを想定する
ことは難しいため、
① 前回の予想と比較し、予想の変化を確認する
② 予想と実況を比較する
③ ①②の状況から、数値予報資料が示す予想の妥
当性を判断する
という作業を繰り返し、予想資料の更新に合わせて
予想シナリオの想定の範囲を徐々に縮小していく
のが現実的である。

図6.3.6 2011年9月3日を予想対象とした近畿地方の
前24時間最大降水量ガイダンス。(上) GSM(2011
年 9 月 1 日 18UTC 初 期 値 ) に よ る 値 、 ( 下 )
MSM(2011年9月1日21UTC初期値)による値。

6.3.1.2 最大降水量ガイダンス
本項の冒頭で既に述べたが、2011年台風第12号に
より西日本から北日本の山沿い、特に紀伊半島で記
録的な大雨が降り、土砂災害などにより甚大な被害
が生じた。最大降水量ガイダンスによるこの豪雨の
予想状況を振り返る。
まず、図6.3.6に近畿地方の2011年9月3日を予想
対象とした前24時間最大降水量ガイダンス値を示
す。上の図がGSM（2011年9月1日18UTC初期値）、
下の図がMSM（2011年9月1日21UTC初期値）の値
であり、両者とも対象区域内の最大値を表示してい
る。GSMでは近畿地方全域で数百mm以上の非常に
大きな値を示している。中でも紀伊半島南部の値は
突出しており、奈良県南部で2000mm超、和歌山県
南部で1500mm弱の値であった。MSMでは、GSM
ほどではないが、近畿全域で数百mm、奈良県南部

図6.3.7 2011年9月3日の近畿地方の解析雨量による
前24時間積算値
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図6.3.8 近畿地方の2011年9月3日09JSTを予想対
象としたGSM前24時間最大降水量ガイダンスの分
布図(9月1日18UTC初期値)

図6.3.9 2011年9月3日09JSTまでの前24時間解析
雨量の分布図(気象庁 2011による)

で1500mm弱、和歌山県南部で1000mm前後を示し
ている。これらの予想値は、2012年9月1日時点での
日本における日降水量記録851.5mm（高知県魚梁瀬、
2011年7月19日）を遙かに上回っており、現実離れ
した印象が持たれる。
実際の降水量の状況は、図6.3.7の近畿地方の解析
雨量の前24時間積算値で確認すると、奈良県南部及
び和歌山県南部で900mm前後であり、最大降水量ガ
イダンスの値は実際の降水量の約2倍程度の大きな
誤差があった。
次に、図6.3.8に示した近畿地方の2011年9月3日
09JSTを予想対象としたGSMの前24時間最大降水
量ガイダンスの分布図（9月1日18UTC初期値）と、
図6.3.9に示した2011年9月3日09JSTまでの前24時
間解析雨量の分布図を比較すると、滋賀県から岐阜
県にかけての地域など一部で予想が過大であった
地域はあるが、非常に大きなガイダンス値が予想さ
れていた紀伊半島、四国、静岡県などの南東斜面で
は、前24時間解析雨量も多く、大雨の場所の予想は
ほぼ的中しており、大雨になりやすい地形の影響は
適切に反映されたと考えられる。
ガイダンスは、統計処理を応用した量的予想の技
術であり、発生頻度の高い事象の予測に適した技術
である。このため、本事例のような発生頻度が僅少
である極端現象の定量的な予想には適していない。
しかし、過去の極値を大幅に上回るガイダンス予想
値が示されていた奈良県、和歌山県の多数のアメダ
ス観測所で24時間降水量の記録を更新したことか
ら、顕著現象のポテンシャルは示していたと言える。
本事例のように最大降水量ガイダンス等で極端
な予想値が表示される状況では、ガイダンスの予想

値をそのまま利用するのではなく、顕著現象のポテ
ンシャルを検討願いたい。

6.3.2 PoT 14 から見る大気の状態不安定のポテン
シャル
2012年5月6日12時30分頃を中心に、関東北部か
ら福島県にかけての各所で竜巻が発生し、茨城県つ
くば市などで大きな被害が発生した。この日は、日
本海に中心を持つ低気圧に向かって南から暖湿流
が入り、さらに日射の影響で地表面付近が昇温する
一方、上空に寒気が入り、大気の状態が非常に不安

図6.3.10 2012年5月6日12時30分(日本時間)の全国
合成レーダー降水強度画像
14
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Probability of Thunderstorm：発雷確率ガイダンス

PoT50％以上の領域が東日本から西日本に広がり、
中でも北関東ではPoT80％以上の非常に高い値を示
していた。
数値予報には不確実性があるため、予報時間が先
の方では信頼性が下がることがある。この問題に対
応するため、先の予報時間ではPoTが高確率になら
ないように予測式の係数を調整しており、早い段階
では高PoT域が現れにくくなっている（高田 2009）。
このため、早くから高PoT域が出現する時は大気の
状態が不安定となるポテンシャルが非常に高い場
合に限られるので、予報時間が先の方で現れる高
PoTは不安定のシグナルとして着目することができ
る。
このように、数値予報の仕様を理解すると、既存
のプロダクト活用の幅を広げることができる。

定になっていた。図6.3.10に2012年5月6日12時30
分（日本時間）の全国合成レーダーの降水強度画像
を示す。上空の寒気が進入する前面にあたる東北か
ら四国にかけての広い範囲に、不安定降水と考えら
れる強いレーダーエコー域が広がっていた。茨城県
には特に強くシャープなエコー域があり、このエコ
ーの下で竜巻が発生した。このときの大気安定度の
低下のシグナルについて、リードタイムがMSMよ
り長いGSM発雷確率ガイダンスの値(GSM-PoT)を
指標として検討する。
図 6.3.11 に 2012 年 5 月 6 日 06UTC を 対 象 と し た
GSM-PoT の 中 で 、 最 も 予 報 時 間 が 長 い 5 月 3 日
00UTC初期値のFT=78と、直前の5月6日00UTC初
期値のFT=6の図を示す。直前の高PoT域の予想分布
は、FT=78と比較すると、図6.3.10の発達したレー
ダーエコー域によく合っており、東日本から西日本
の広い範囲に広がっていた。78時間前の予想でも、

6.3.3 台風ボーガス 15の影響
図6.3.12に2012年6月18日のMSMによる台風第4
号の中心気圧の解析値及び予想値を示す。初期値は
00UTCから15UTCまで3時間ごとである。中心気圧
は00UTC及び03UTC初期値では約975hPaと予想
されていたが、06UTC初期値では約955hPaを示し
ており、約20hPaも低下した。事後解析の結果は
950hPaであったこと、06UTC以降の初期値の予想
値は960hPa前後で推移していたことから、06UTC
以降の予想値の方が実況に近かった。
中心気圧が急低下した2012年6月18日06UTC初
期値の前後の台風及び周囲の場の変化状況を確認
するために、図6.3.13に2012年6月18日06UTCを予
報対象時刻としたMSMの地上気圧を2初期値分、重
ねて描いた比較図を示す。新しい初期値の等圧線は
黒、前回初期値の等圧線は緑、前回と比べ気圧が高
くなった領域は赤、低くなった領域は青で示す。

図6.3.12 2012年6月18日00-15UTC初期値のMSMによ
る台風第4号の中心気圧の解析値及び予想値

図6.3.11 2012年5月6日06UTCを予想対象時刻とした
GSMによる発雷確率ガイダンス(PoT)。(上) 2012年5
月3日 00UTC初期値 FT=78、(下) 2012年 5月6日
00UTC初期値 FT=6。
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65

第2.2.3項 疑似観測（台風ボーガス）参照のこと

図6.3.13 2012年6月18日06UTCを予報対象時刻とし
たMSM地上気圧の前回初期値との比較図。前回初期
値より気圧が高くなった領域を赤、低くなった領域を
青 で 示 す 。 ( 上 )18 日 00UTC 初 期 値 FT=6( 緑 ) と
03UTC初期値 FT=3(黒)の比較図、(下)18日03UTC
初期値 FT=3(緑)と06UTC初期値 FT=0(黒)の比較
図。

図6.3.14 メソ解析(Ma)カバレッジマップの一部分。枠
下左に赤字で台風ボーガス(TYBOGUS)の凡例と観測
点数を表示する。(上) 2012年6月18日03UTC初期値、
(下) 2012年6月18日06UTC初期値。

図 6.3.13の上の図は 18日 00UTC初 期値 FT=6と
03UTC初期値FT=3の比較図である。沖縄の南にあ
る台風第4号の北半分が青く、南半分が赤くなって
いる。これは、前初期値の予想と比較して、中心気
圧はあまり変わらないが、中心の位置が北方向に少
しずれている、即ち進行速度が速くなったことを意
味している。
図 6.3.13の下の図は 18日 03UTC初 期値 FT=3と
06UTC初期値FT=0の比較図である。台風第4号は全
体的に青く着色されている。黒い等圧線が混んでい
ることから、中心気圧が大きく低下したことが分か
る。これは、第6.2.1項(3)で述べた台風ボーガスが6
月18日06UTC初期値から加えられたためである。
実際、図6.3.14の2012年6月18日03UTC初期値及び

06UTC 初 期 値 の カ バ レ ッ ジ マ ッ プ 16 を 見 る と
03UTC初期値には見られない赤い点が、06UTC初
期値では沖縄の南海上にプロットされているのが
わかる。この赤い点が、台風ボーガスである 17。
台風ボーガス追加直後は、台風の構造がよりシャ
ープに表現されるため、台風の中心気圧がそれまで
より低く表現されることが多く、周囲の場に多少の
変化が生じる可能性がある。このような事情を考慮
第 2.4 項で述べた観測値の分布状況をその種類ごとに
プロットした図
17 本事例時点では、台風ボーガス追加の条件は台風の中
心が MSM 領域内に入った場合であったが、2012 年 8 月
23 日 09UTC 以降、台風の中心が緩和領域より内側に入
った場合に変更した。
16
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に入れ、予想資料を検討願いたい。
なお、台風ボーガスはGSMでも採用されているた
め、GSMでも同様の事象が発生する可能性がある。
ただし、GSMの方が解像度が低いため、MSMより
なだらかな表現になる。

6.4 まとめ 18
本章では、数値予報プロダクトの効果的な利用の
ために、まず第 6.2 節で数値予報の特性としての限
界と数値予報プロダクトを利用するための一般的な
留意事項を述べた。これらは数値予報資料を効果的
に利用するための問題に直ちに答えを与えるとは限
らないが、結果の解釈などに有用であると思う。利
用者にはこの留意事項を踏まえつつ、数値予報を利
用してほしい。第 6.3 節では数値予報の特性理解の
助けになるいくつかの例を紹介した。このほかに、
GSM と MSM 間の対流性降水の表現の違い（成田
2008）のように既に報告された例もあるので、別に
参照願うとともに、各地域に特有の現象などに対し
ては独自に知見の蓄積を図ってほしい。
数値予報の利用に際して注意すべきことは、数値
予報モデルや解析システムの改良や変更に伴い、予
報特性が変わる場合がある点である。改良や変更に
関する情報は研修テキストなどでお知らせしている
ところであるので、その際にはそれまでの理解が有
効であるか随時確認するようにお願いしたい。
本稿は、読者が数値予報の効果的な利用を進める
ための手がかりにすることを意図しているが、読者
にはあわせて過去の研修テキストも参考に予報作業
での効果的な数値予報資料の利用をお願いしたい。

18
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第2部 最新の数値予報システム
第１章 概要
1.1 はじめに 1
スーパーコンピュータシステムの更新が2012年6
月5日に実施され、847TFlops（1秒間に847兆回の
浮動小数点の計算が可能）の演算性能を持つスーパ
ーコンピュータ（西尾 2011）を中核とするシステ
ムが稼働を開始した。
今回の更新にあたっては、従来の数値予報システ
ムのプログラムをほぼそのまま移植し、数値予報モ
デルの構成・仕様も当面は従来のまま運用を開始し
ている。このスーパーコンピュータの能力を最大限
に活かして、今後モデルの改善等を予定しており
（室井 2011a; 室井 2011b）、今年度は8月30日に、
水平分解能2kmの局地モデルの本運用を開始した。
ここでは、昨年度（平成23年度）の数値予報研修
テキスト執筆後に行われた数値予報システムの変
更と、新しいスーパーコンピュータシステム上で今
後予定している改善の中で、昨年度の研修テキスト
以降に追加・変更となった事項を中心に解説を行う。

昨年度の数値予報研修テキスト執筆後の2011年
11月から2012年10月末までに行われた数値予報シ
ステムの変更を、表1.2.1にまとめた。2011年10月
25日に実施した全球解析の水平高解像度化につい
ては、昨年度は詳細な報告ができなかったため、再
掲している。

1.2.1 局地数値予報システムの本運用と解析・予
報モデルの改善
羽田空港周辺の飛行場予報を支援するため、水平
分解能2kmの局地モデルの試験運用を2010年11月

2012 年 9 月 4 日
2012 年 9 月 12 日
2012 年 9 月 27 日
2012 年 10 月 1 日
1

第1章

1.2.2 全球数値予報システムの改善
全球モデルの初期値を作成する全球解析におい
て高解像度化を実施し、これまでより小さいスケー
ルの現象の情報を初期値に反映すべく改良を行っ
た。これにあわせて、観測誤差の調整も実施してい
る。これらについては第2.2節で述べる。

1.2.3 観測データ利用の拡充
数値予報システムの実行スケジュールの一部見
直しを行い、全球サイクル解析の観測データ入電打
ち切り時間を11時間35分(00,12UTC)、5時間50分
(06,18UTC)としていたのを、2012年8月30日からそ
れぞれ15分、2時間遅らせ、11時間50分(00,12UTC)、
7時間50分(06,18UTC)としている。これにより、
06,18UTCでは衛星観測データの数がやや増加する
など、データ同化において観測データの利用を拡充
することにより、初期値の精度向上を図った。なお、
実行スケジュールの見直しを行なっているものの、
プロダクトの配信時刻には変更はない。
また、国内に追加設置された観測についても早期
に解析に利用すべく、調査・準備を順次進めており、

1.2 数値予報システムの変更

変更日
2011 年 10 月 25 日
2012 年 4 月 12 日
2012 年 6 月 5 日
2012 年 8 月 22 日
2012 年 8 月 30 日
2012 年 8 月 30 日

より実施してきており、2012年8月30日に本運用を
開始した。またこれに先立って、試験運用中の2012
年8月22日に局地解析・局地モデルの改良を実施し
て、地上気温や不安定性降水の予測精度向上を図っ
た。
局地モデルの試験運用中におけるこれまでの精
度調査や今回の局地数値予報システムの改善、本運
用後に予定している改善については、第2.1節を参照
していただきたい。

表 1.2.1 数値予報システムに関わる変更
概要
変更理由・参考文献
全球解析の水平高解像度化
本研修テキスト第 2.2 節
シンガポール・韓国の RARS データ利用開始 入電開始
スーパーコンピュータシステム更新
平成 23 年度数値予報研修テキスト第 3 章
局地解析、局地モデルの改良
本研修テキスト第 2.1 節
局地数値予報システムの本運用開始
本研修テキスト第 2.1 節
全球サイクル解析の観測データ入電打ち切り 数値予報システムの実行スケジュールの一
時間変更
部見直し
若松のウィンドプロファイラ利用開始
情報通信研究機構・東京（小金井）ウィンド
プロファイラ利用開始
メソ解析の台風ボーガスの変更
メソ解析の安定性向上
秋田レーダーのドップラー速度データ利用開
始

室井 ちあし
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このうち若松のウィンドプロファイラを9月4日よ
り、秋田レーダーのドップラー速度データを10月1
日より、それぞれ利用開始した。

て、昨年度の研修テキストで述べた概要（その後の
詳細な検討を含む）はおよそ以下のとおりである。

1.2.4 その他
メソ解析で利用している台風ボーガスデータに
ついて、台風ボーガスの中心気圧と、解析で利用す
る第一推定値（前の初期時刻の予報値）の海面更正
気圧との差が非常に大きい場合に、解析処理を正常
に行うことができないことが判明したため、安定に
動作するよう、この台風ボーガスと第一推定値との
差に上限(10hPa)を設ける改良を、9月27日に行った。

1.3 今後の改善計画
昨年度の研修テキストでも解説を行ったことを
あらためて第1.3.1項に概要として述べ、これらに加
えてさらに追加検討を行なっていることを第1.3.2
項以降に述べる。主な改善計画について中長期計画
として線表にまとめたものを図1.3.1に示す。

1.3.1 概要
スーパーコンピュータシステム更新後（以下、更
新後などと呼ぶ）に実施を予定している改善につい

（１）メソモデルについては更新1年後を目処に予
報領域を拡張するとともに、1日8回36時間予報を実
施する。またその後、鉛直層数の増強と物理過程の
改良を目指す。
（２）局地モデルについては2013年5月末までに予
報領域を日本域に拡張し、実行頻度を毎時（1日24
回）とする。
（３）全球モデルについては、更新1年後を目処に、
鉛直層数の増強と物理過程の改良を目指す。
（４）週間アンサンブル予報については、更新2年
後を目処に1日2回化、水平高解像度化、メンバー数
の変更、一部メンバーの予報時間の2週目への延長
を実施し、また予報モデルの鉛直層数増強等の改善
を実施する。さらにスーパーコンピュータシステム
運用期間中に台風アンサンブル予報との統合を目
指す。
（５）新規地球観測衛星データなど観測データの新
規利用や利用法改善に取り組み、初期値の精度を高
めて予報精度の向上を図る。

図 1.3.1 数値予報モデルの主な改善計画（点線は試験運用）
。TL は全球モデルの水平解像度(切断波数)、
L は鉛直層数、M はメンバー数を示す。
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1.3.2 メソモデルの39時間予報への延長の検討

今回スーパーコンピュータの能力が向上したこ
とを契機にモデル改良手順や手続きの見直しを行
い、この事前の評価検証を拡充し、例えば全球数値
予報システムにおいては原則夏期間と冬期間、従来
はそれぞれ1か月程度の評価であったものを3か月
間に延長した。また現業化の判断にあたり、現業シ
ステムよりも低解像度の数値予報システムによる
評価を併用していたものを、基本的に現業数値予報
システムと同じ仕様で評価するように改めた。また
事前のプログラム改良やこれらの評価検証、現業化
に至るまでの手順を見直して、最新のオンラインの
プロジェクト管理ツールやデータベースを活用し、
モデル開発の効率化・迅速化を目指している。
今後本研修テキスト等で紹介される、数値予報モ
デルなどの改良に関わる様々な解説においても、こ
のような方針が反映され、評価検証の報告を充実さ
せていきたいと考えている。

メソモデルについては前述のとおり、1日8回36時
間予報を実施することとしているが、39時間予報化
ができないか、調査・検討している。

1.3.3 全球モデルと週間アンサンブル予報の11日
予報への延長
民間気象事業者の予報業務支援のため数値予報
資料の拡充を検討している。これまで9日先までの
予報を実施してきた全球モデル（12UTC初期時刻）
と週間アンサンブル予報について、予報時間をいず
れも11日に延長することを計画している。具体的な
実施日やプロダクトについては現在調整中である。

1.3.4 メソアンサンブル予報システムの試験運用
の仕様
本スーパーコンピュータシステムでは、半日から
1日程度先までの天気予報の予測可能性を定量的に
示すために、メソアンサンブル予報システムの試験
運用を計画しており、その仕様について具体的に検
討を行なっている。
現在のところ、水平分解能10kmで非静力学モデ
ルを1日4回、39時間予報を実施する計画である。初
期摂動作成手法についてこれまで複数の手法を検
討してきたが、週間アンサンブル予報・台風アンサ
ンブル予報システムと同じ、SV法を採用する予定で
ある。
メンバー数など詳細やその予報精度、予測可能性
については今後検討・調査を進め、別の機会に報告
をさせていただきたいと考えている。

1.5 おわりに
ここでは最近1年間に実施した数値予報システム
の改善と、今後の計画のうち昨年度報告できなかっ
た事項を中心に解説を行った。この1年間はスーパ
ーコンピュータシステムの更新作業に重点を置い
たため、大きな数値予報システムの改善は実施でき
なかったが、スーパーコンピュータの能力が大幅に
向上したことにより、局地モデルの本運用、来年度
の高頻度化と日本域への予報領域拡大への準備な
ど、今後本格的に改良を実施していきたいと考えて
いる。
参考文献
西尾利一, 2011: 計算機（スーパーコンピュータシ
ステム）. 平成23年度数値予報研修テキスト, 気
象庁予報部, 69-70.
室井ちあし, 2011a: 概要. 平成23年度数値予報研修
テキスト, 気象庁予報部, 56-60.
室井ちあし, 2011b: 数値解析予報システム. 平成23
年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
61-65.

1.4 モデル改良手順・手続きの見直し
数値予報システムの改善の際には、事前に必要な
評価検証を実施しているが、今回のスーパーコンピ
ュータシステムの更新を契機に、事前の評価検証を
一層強化していることを報告しておきたい。
数値予報モデルは物理法則の方程式に従ってプ
ログラムが作成され、これを組み合わせて大規模な
数値予報システムが構築されている（第1部第1章参
照）。原理的には正しい改良を施しても、例えば他
の物理過程との組み合わせなど、予測精度を左右す
る様々な要因があり、必ずしも実際に予報精度が向
上するとは限らない。また観測データも基本的には
数値予報にとっては貴重なもので、その拡充は歓迎
すべきことではあるが、利用すれば確実に精度が向
上するというわけではなく、事前に品質調査や予報
へのインパクト精査が欠かせない。従って、モデル
の改良や観測データの利用を開始あるいは改善を
実施する際には、事前に評価検証を十分に行ってい
る。
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㘧ⴕ႐ⵝ⟎ߢߪޔᥳቯ⊛ߥ࡚ࠫࡉ᭴ᚑߣߒߡⷰޔ
᷹࠺࠲ߣߒߡㅢႎߐࠇߚ㔚ᢥ߿ขᓧߒߚ⁛⥄ᒻ
ᑼߩࡈࠔࠗ࡞ࠍᢙ୯੍ႎߢᛒ߿ߔᒻᑼߩࡈࠔ
ࠗ࡞ߦ⠡⸶ᄌ឵㧔࠺ࠦ࠼㧕ߔࠆಣℂࠍᲤᤨታⴕ
ߒޔRUCߩ1ᤨ㑆ߏߣߩ⸃ᨆ੍ႎࠍᲤᱜᤨᓟ30ಽ
ߦ㐿ᆎߒߡߚߚޔ↪ߢ߈ࠆ᷹ⷰ࠺࠲ߪᲤᱜ
ᤨ30ಽએౝߦ㔚ߒߚ߽ߩߦ㒢ࠄࠇߡߚ㧔࿑
2.1.2a㧕৻ޕᣇޔᣂࠪࠬ࠹ࡓߢߪޔ㜞ㅦߥ⸘▚ᯏߦࠃ
ࠆಣℂㅦᐲߩะࠍ⠨ᘦߒߡᧄޔᩰ⊛ߥㆇ↪ߦะߌ
ߚ࡚ࠫࡉ᭴ᚑߩ⋥ߒࠍⴕޔLFMೋᦼ୯ᚑኻ⽎
ᤨೞߩ೨3ᤨ㑆ߦࠊߚࠆRUCߢหൻߔࠆ᷹ⷰ࠺࠲
ߩ࠺ࠦ࠼ಣℂࠍ৻ޔߒߡೋᦼ୯ᚑኻ⽎ᤨೞᓟ
30ಽߦታⴕ㐿ᆎߔࠆࠃ߁ᄌᦝߒߚ㧔࿑2.1.2b㧕ߩߎޕ
ᄌᦝߦࠃࠅߦ․ޔRUC೨ඨߩ⸃ᨆߢࠅࠃߢ߹ࠇߎޔ
᷹ⷰ࠺࠲ࠍᓙߟᤨ㑆ࠍ㐳ߊߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎޕ
ߩ⚿ᨐޔRUC೨ඨߩ⸃ᨆߢޔ㘧ⴕ႐ⵝ⟎ߢߪ↪
ߢ߈ߥ߆ߞߚ᷹ⷰኻ⽎ᤨೞ߆ࠄ30ಽએㆃࠇߡ
㔚ߒߚ࠺࠲߽↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
߹ߚޔRUCߩᦨೋߩ⸃ᨆߦ↪ࠆ╙৻ផቯ୯ߪޔ
࡚ࠫࡉታⴕ㐿ᆎᤨὐߢ↪น⢻ߥᦨᣂߩMSM੍ႎ
୯߇↪ߐࠇߡࠆޕ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦޔRUCᦨೋߩ
⸃ᨆߩ㐿ᆎᤨೞࠍᄌᦝߒߚߎߣߦട߃ߡޔᣂࠪࠬ࠹

㘧ⴕ႐ⵝ⟎ߪ᳇⽎ᐡᧄᐡ⥢ౝߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆߚޔ
MSM߇ታⴕߐࠇߡߚࠬࡄࠦࡦࡇࡘ࠲ࠪࠬ࠹ࡓ߇
ࠆᷡἑᐡ⥢߆ࠄߩ࠺࠲ォㅍ߇ᔅⷐߢ৻ߦࠇߘޔቯߩ
ᤨ㑆߇߆߆ߞߡߚޕ

3

㪎㪋

ࠆߚߩߘޔലᨐࠍࠄ߆ߩᒻߢⓍ߽ࠆᔅⷐ߇
ࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕᩰሶᐔဋ୯ߦኻߔࠆߘࠇ߆ࠄߩ
ߕࠇߦࠃࠆലᨐࠍⓍ߽ࠆߚߦޔᩰሶᐔဋ୯ࠍ↪
ߡߘߩലᨐࠍ⹏ଔߔࠆᚻᴺࠍࡄࡔ࠲ࠪ
࡚ࡦߣ߁ޔߪࡦ࡚ࠪ࠲ࡔࡄޕᩰሶᐔဋ୯
ࠍ↪ߡᩰሶߢߢ߈ߥዊߐ⽎߇߷ߔ
ലᨐࠍⓍ߽ࠆߣ߁ේℂ৻ࠆޔቯߩਇ⏕ታᕈ
㧔⺋Ꮕ㧕ࠍ߁߽ߩߢࠆ࠲ࡔࡄޔߚߩߎޕ
࡚ࠪࡦߩ↪ߪޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߩᜬߟਇ⏕ታ
ᕈߩਥߥⷐ࿃ߩ৻ߟߣߥߞߡࠆޕ
ߎߎߢޔ㜞⸃ᐲࡕ࠺࡞ߩലᨐߦߟߡ⠨߃ࠃ߁ޕ
᳓ᐔᩰሶ㑆㓒߇ዊߐߊߥࠆߣޔᐔဋൻߔࠆࠬࠤ࡞
߇ዊߐߊߥࠅ߁ߦ⽎ߩ࡞ࠤࠬߥ߆⚦ࠅࠃޔⓨ
㑆⊛ᤨ㑆⊛ᄌൻࠍᩰሶᐔဋߢߢ߈ࠆߎߣߦߥ
ࠆޕᓥߞߡޔૐ⸃ᐲࡕ࠺࡞ߢߪࡄࡔ࠲ࠪ
࡚ࡦߦࠃߞߡߐࠇߡߚലᨐࠍޔᩰሶὐߩ୯ࠍ
↪ߡᡰ㈩ᣇ⒟ᑼߢߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߎߣ߆
ࠄޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߩ੍ႎ⚿ᨐߩ߽ߟਇ⏕ታᕈࠍዊ
ߐߊߢ߈ࠆߣ߁ὐ߇ࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ᳓ᐔ
ᩰሶ㑆㓒߇ዊߐߊߥࠅ⽎ߩ࡞ࠤࠬ߆⚦ࠅࠃޔ
ࠍᩰሶᐔဋߢᛒ߃ࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣߒߡ߽ߦࠄߐޔ
⚦߆ࠬࠤ࡞ߩ⽎ߦߟߡߪଐὼߣߒߡᩰሶ
ᐔဋ߆ࠄߩߕࠇߣߒߡߒ߆ᛒ߃ߕߪߡߞࠃߦ⽎ޔ
ߘߩലᨐࠍቢోߦήⷞߢ߈ࠆࠊߌߢߪߥߎߩߎޕ
ߣߪ⸃ޔᐲߦᔕߓߚߕࠇߩലᨐࠍⓍ߽ࠆᚻᴺࠍ
㐿⊒ߔࠆᔅⷐᕈࠍ␜ໂߒߡࠆޕ
㜞⸃ᐲߩὐߣߒߡߪ߆⚦ࠅࠃޔᒻߩ
߇น⢻ߣߥࠆߎߣ߽ߍࠄࠇࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕ
ᒻᕈ㒠᳓߿ጊጪᵄߥߤૐ⸃ᐲߢߪߔࠆߎߣ
߇㔍ߒ߆ߞߚᒻߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌࠆ⽎ࠍ
ߒ߿ߔߊߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆⷰޔߦࠄߐޕ᷹࠺
࠲ߩⓨ㑆ઍᕈࠍㆡಾߦᛒ߁ߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆ࠺
࠲หൻߢߪޔ㜞⸃ᐲൻߦࠃࠅޔᒻࠍߪߓߣ
ߔࠆዪᚲ⊛ߥⅣႺࠍዊߐࠬࠤ࡞߹ߢߢ߈
ࠆࠃ߁ߦߥࠆߩߢޔ᷹ⷰߩࠃ߁ߥዪᚲᕈߩᒝ
᷹ⷰ࠺࠲߆ࠄࠃࠅᄙߊߩᖱႎࠍขࠅㄟࠆࠃ߁

ࠅᄙߊߩ᷹ⷰ࠺࠲ࠍหൻߒߡࠆߚࠅࠃޔ㜞♖
ᐲߥ⸃ᨆ୯ࠍᚑߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᲧセߩ⚿
ᨐޔᄌᦝᓟߩLAߦࠃߞߡޔᄌᦝ೨ߣᲧߴߡ࡞࠴ࡦ
ߩMAߦࠃࠅㄭ⸃ᨆ୯߇ᓧࠄࠇߡࠆߎߣࠍ⏕
ߒߚޕRUCᦨೋߩ╙৻ផቯ୯ߪLA⸃ᨆ႐ߩ․ᕈߦ
ᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍᜬߜⷙⷰ✚ߦ․ޔᮨߩ㜞ૐ᳇߿೨✢
ߥߤᄢ߈ࠬࠤ࡞ߩ⽎ߦߟߡߪ৻╙ޔផቯ୯
ߦ↪ࠄࠇߚMSMߩ߇ߨᒁ߈⛮߇ࠇࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆࠅࠃޔߚߩߎޕᣂߒMSM੍ႎ୯ࠍ↪
ߚLAࠍೋᦼ୯ߣߔࠆLFMߩ੍ႎߪࠅࠃޔ㜞♖
ᐲࠍᜬߟߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᦨᓟߦޔLAߦ↪ߐࠇߡࠆ᷹ⷰ࠺࠲ߩࠬ࠻
ࠍ2.1.4ߦ␜ߔޕ↪࠺࠲⒳ߦ㑐ߒߡߪ⹜㛎ㆇ
↪߆ࠄߩᄌᦝߪߥ߇ޔ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦⷰޔ᷹࠺
࠲ߩᓙߜฃߌᤨ㑆߇㐳ߊߥߞߚߎߣߦࠃࠅޔ↪ߢ
߈ࠆ᷹ⷰ࠺࠲ᢙߪჇടߒߚޔࠄ߆ࠇߎޕMAߢᣢ
ߦ↪ߐࠇߡࠆ࠺࠲ࠍਛᔃߦޔ㗅ᰴLA߳ߩዉ
ࠍ࿑ߞߡߊ੍ቯߢࠆޕ

㪉㪅㪈㪅㪊㩷 㪣㪝㪤䈱․ᓽ䈫⁓䈇㩷
㩿㪈㪀㩷 㜞⸃ᐲ䈱ലᨐ
೨ㅀߩㅢࠅޔLFMߩᦨᄢߩ․ᓽߪޔᓥ᧪ߩᢙ୯੍
ႎࠪࠬ࠹ࡓߣᲧߴߡ㜞᳓ᐔ⸃ᐲߢࠆߢߎߎޕ
ߪߩߘޔലᨐߦߟߡᡷߡ⠨߃ߡߺߚޕ
ᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞߇ߒࠃ߁ߣߔࠆᄢ᳇ߩᡰ㈩
ᣇ⒟ᑼߪㅪ⛯ᄢ᳇ߦኻߔࠆ߽ߩߢࠆ߇ޔᢙ୯੍ႎ
ߢ⸃ߡࠆߩߪࠍࠇߘޔⓨ㑆⊛ᤨ㑆⊛ߦᐔဋൻ
㧔㔌ᢔൻ㧕ߒߚᣇ⒟ᑼߢࠆⷰߩߘޕὐߢ⠨߃ࠆߣޔ
ᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߩᩰሶὐߩ୯ߪޔⓨ㑆⊛ᤨ㑆⊛ߥ
ᐔဋ୯ߣ߁ߎߣߦߥࠆ㧔ේ 2012a㧕ޕ
৻⥸ߦޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߩᩰሶᐔဋߢߢ߈ࠆ
⽎ߩࠬࠤ࡞ߪᩰሶࠨࠗ࠭ߩ5-8⒟ᐲએߣ
ࠊࠇߡࠆࠇߘޔߡߞ߇ߚߒޕએਅߩࠬࠤ࡞ߩ
⽎ߦߟߡߪޔᩰሶᐔဋߢߪߢ߈ߥߒ߆ߒޕ
ߥ߇ࠄ߇⽎ߩߘޔᩰሶᐔဋߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣ߇

࿑ 2.1.3 2011 ᐕ 5  17 ᣣ 16JST ߩ೨ 1 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂(ޔb)LFM ߩ 7 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔc)MSM ߩ
10 ᤨ㑆੍ႎ୯ޕ

㪎㪌

࿑ 2.1.4 2011 ᐕ 7  29 ᣣ 21JST ߩ೨ 3 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂(ޔb)LFM ߩ 6 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔc)MSM ߩ
9 ᤨ㑆੍ႎ୯ޕ

࿑ 2.1.5 2011 ᐕ 9  1 ᣣ 09JST ߩ೨ 3 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂(ޔb)LFM ߩ 9 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔc)MSM ߩ
12 ᤨ㑆੍ႎ୯ޕ

ߦߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ

㩿㪉㪀㩷㪤㪪㪤䈫䈱Ყセ䈮䉋䉎㪣㪝㪤䈱․ᓽ㪋
 ߎߎߢߪޔLFMߩᜬߟ㜞⸃ᐲߩലᨐߦߟߡޔ
LFMࠃࠅ߽⋧ኻ⊛ߦૐ⸃ᐲߩMSMߣߩᲧセߦࠃ
ࠆ⸃ᨆࠍㅢߓߡౕ⊛ߦ␜ߔޕ
 ╙৻ߦޔLFMߪMSMࠃࠅࠬࠤ࡞ߩዊߐ⽎
ࠍน⢻ߢࠆޕ᳓ᐔ⸃ᐲ2kmߩLFMߪ᳓ᐔⷙ
ᮨ10kmએߩⓍੂ㔕߮ߘࠇߦ߁ᾲ㔗߿ዪ⊛
ᄢ㔎ߦࠃࠆᒝ㔎ࠍᩰሶᐔဋߢน⢻ߣߥࠆ৻ޕᣇޔ
MSMߢߪߎࠇࠄߩ⽎ࠍᩰሶᐔဋߢߢ߈ߕޔ
Ⓧ㔕ኻᵹࡄࡔ࠲࡚ࠪࡦ㧔KFࠬࠠࡓ㧕ߦࠃ
ߞߡߘߩലᨐ㧔ᾲ᳓⫳᳇ߩ㋦⋥ャㅍߣ㔕㒠᳓ߩ
㈩ାᤨ㑆ߩ㆑߆ࠄᦨޔᣂߩ LFM ߩ੍ႎ⚿ᨐ߇↪น
⢻ߣߥࠆᤨೞߦ↪ߢ߈ࠆߩߪޔLFM ߩೋᦼᤨೞߩ 3 ᤨ
㑆೨ߩೋᦼᤨೞߩ MSM ߩ੍ႎ⚿ᨐߢࠆߩߎޔߚ߹ޕೋ
ᦼᤨೞߩ MSM ߪޔLFM ߦኻߒߡ╙৻ផቯ୯ߣႺ⇇୯ࠍ
ਈ߃ߡࠆᧄޔࠄ߆ߣߎߩߎޕ㗄ߢ LFM ߣ MSM ߩ੍ႎ
⚿ᨐࠍᲧセߔࠆ႐วߪޔLFM ߩೋᦼᤨೞߦኻߒߡ 3 ᤨ㑆
೨ߩೋᦼᤨೞߩ MSM ࠍᲧセኻ⽎ߣߔࠆ㧔࿑ 2.1.3, ࿑
2.1.4, ࿑ 2.1.5, ࿑ 2.1.7㧕
ޕ
4
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↢ᚑ㧕ࠍขࠅㄟࠎߢࠆޕ
 ࿑2.1.3ߦޔ㑐᧲ᣇߢ⊒↢ߒߚ㔗㔕ߩࠍ␜ߔޕ
⸃ᨆ㔎㊂ߦࠃࠆߣޔ㑐᧲ᣇධㇱߦ⚦߆ࠬࠤ࡞
ߩᒝ㔎ၞ߇ㅪߥࠆ᭽ሶ߇ߡขࠇࠆߩߎޕᒝ㔎ၞߪޔ
ጀߩ࠻ࡈߩᓇ㗀ߦࠃߞߡ✢⁁ߦ⚵❱ൻߒߚⓍ
ੂ㔕ߦࠃߞߡ߽ߚࠄߐࠇߚ߽ߩߢࠆ߇ޕLFMߪޔ
MSMߢߪߐࠇߥ߆ߞߚ⚦߆ࠬࠤ࡞ߩᒝ㔎
ၞࠍ⦟ߊౣߒߡࠆߩߎޕߪޔLFMߩ㜞᳓
ᐔ⸃ᐲ߇⚦߆ࠬࠤ࡞ߩ⽎ࠍߔࠆน⢻
ᕈࠍ␜ߒߡࠆޕ
 ᰴߦޔLFM߇MSMࠃࠅ߽ᒝ㔎ߩᕈߦఝࠇࠆ
ὐߦߟߡޔ࿑2.1.4ߦᐔᚑ23ᐕ7ᣂẟፉ⽕㔎
ߩࠍ␜ߔ⸃ޕᨆ㔎㊂ߦࠃࠆߣޔᣂẟ⋵ፉ⋵
ࠍਛᔃߦ㑐᧲ᣇߦ߆ߌߡᐢ߇ࠆ✢⁁ߩᒝ㔎ၞ߇
ࠄࠇࠆߩߎޕߢߪޔMSMߢ߽ᒝ㔎ၞࠍ
ߒߡࠆ߇ࠢࡇޔ୯ߪ⸃ᨆ㔎㊂ߦᲧߴࠆߣ߿߿
ᒙߊߥߞߡࠆ৻ޕᣇޔLFMߢߪห᭽ߦᒝ㔎ၞࠍ⦟
ߊߔࠆߣߣ߽ߦࠢࡇޔ୯ߦߟߡ߽ታᴫߦㄭ
୯ࠍߒߡࠆޕ
 ೨ㅀߒߚߣ߅ࠅޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞߇ᩰሶὐߢ


࿑ 2.1.6 2010 ᐕ 7  24 ᣣ 21JST ߩ᳇᷷ߣ㘑ะ㘑ㅦ㧔නߪ knot㧕
(ޕa)ࠕࡔ࠳᷹ࠬⷰ(ޔb)ዪ⸃ᨆ(ޔc)
ࡔ࠰⸃ᨆࠍߘࠇߙࠇ␜ߔޕ㕍ᬦߢ࿐߹ࠇߚ㗔ၞߪⷰࠬ࠳ࡔࠕޔ᷹ߢࠄࠇߚ᳇᷷ߩૐਅၞࠍ✢⿒ޔ㧔c ߢ
ߪ⿒ὐ✢㧕ߪࠕࡔ࠳ࠬߢ᷹ⷰߐࠇߚ㘑߆ࠄផቯߒߚ᧤✢ࠍߘࠇߙࠇ␜ߔޕ

ߣ⠨߃ࠄࠇߚߚߩઁޔᬺࡕ࠺࡞ߦవ㚟ߌߡࠕࡔ
࠳ࠬ࠺࠲ߩหൻ߇⹜ߺࠄࠇߚߡߞࠃߦࠇߎޕ
ⷐ⚛㧔㘑᳇᷷㧕ߩೋᦼ୯੍߮ႎߩᡷༀ߇ᦼᓙߐ
ࠇߡࠆޕታ㓙ߦ⹜ޔ㛎ㆇ↪⚿ᨐߩᬌ⸽ߦࠃߞߡޔ
LFMߩ㘑ㅦߩ੍᷹♖ᐲ߇MSMߦᲧߴߡ߿߿㜞
ߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆ㧔ᐔේ 2010㧕ޕ
 ࿑2.1.6ߦޔ㑐᧲ᣇർㇱߢ㒠᳓ߦࠃߞߡ᳇᷷߇ૐ
ਅߒߡർነࠅߩ㘑ߣߥࠅޔධ߆ࠄߩᥦ᳇ߣߩ㑆ߢᒝ
᷷ᐲᐲࠍ߁㘑ߩ᧤✢㧔ዪ೨✢㧕߇ᒻᚑߐ
ࠇߚࠍ␜ߔޔ߈ߣߩߎޕMAߢߪ㑐᧲ᣇർㇱ
ߩૐ᷷ၞ߇ߐࠇߡ߅ࠄߕޔ㘑ߩ᧤✢߽ਇ⍎
ߣߥߞߡࠆޔߪࠇߎޕMAߩ╙৻ផቯ୯ࠍਈ߃ࠆ
MSM߇ޔ㑐᧲ᣇർㇱߢᐔ㊁ㇱ߹ߢᐢ߇ߞߡߚ
㒠᳓ࠍචಽߦ੍ႎߢ߈ߕ੍ߩߘޔႎ㒠᳓ၞ߇ጊࠍ
ਛᔃߦ㒢ࠄࠇߚ߽ߩߦߥߞߡߚߚߢࠆޕห᭽
ߦMSM੍ႎ୯ࠍ╙৻ផቯ୯ߣߒߡࠆ߽ߩߩࠕޔ
ࡔ࠳ࠬ࠺࠲ࠍหൻߒߡࠆLAߢߪޔ㑐᧲ᣇർㇱ
ߩૐ᷷ၞߣ㘑ߩ᧤✢߇⦟ߊߐࠇߡࠆߎߣ
߇ߡขࠇࠆߩࠬ࠳ࡔࠕޕ᳇᷷߿㘑ߩ᷹ⷰ࠺࠲߇
ᜬߟߥ߁ࠃߩߎޔዪ೨✢ߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍ੍ႎೋᦼ
୯ߦㆡಾߦขࠅㄟߎߣߪޔㄝߩ᳇᷷߿㘑ߩ
੍ႎߩߚߛߌߢߪߥߊߎࠆߔ↢⊒ߡߞߦࠇߘޔ
ߣ߇ᄙ㒠᳓ࠪࠬ࠹ࡓࠍ੍ႎߔࠆߚߦ߽㊀ⷐߢ
ࠆޕዪ೨✢ߪޔ౻ቄߦᴪጯㇱߢߒ߫ߒ߫⊒↢ߒ
ߡ㘑ߣ᳇᷷ߩᕆᄌࠍ߽ߚࠄߔߎߣ߽ᄙߊޔߦࠄߐޔ
౻ቄߩධጯૐ᳇ߦ߁㒠᳓ߩ㔎㔐್ߥߤߩࠃ
߁ߦޔߩ᳇᷷߿㘑ߩ੍ႎ߇㊀ⷐߣߥࠆᄙߊߩ
⽎ߦߟߡ߽ޔ᷹ⷰ࠺࠲หൻߩലᨐ߇ᦼᓙߢ
߈ࠆޕ

ߔࠆߩߪᤨⓨ㑆⊛ߥᐔဋ୯ߢࠆ߇ޔ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒
߇ዊߐ߶ߤޔᐔဋൻߔࠆࠬࠤ࡞߇ዊߐߊߥࠆߚ
⽕ޔ㔎ߩࠃ߁ߥࠪࡆࠕ⽎ߦ߁ᄌേߦߟߡߪ
ታ㓙ߩᝄߦㄭ୯ࠍߢ߈ࠆߎߎޔߚߩߘޕ
ߢ␜ߒߚߩࠃ߁ߦޔ㒠᳓߿㋦⋥ᵹߥߤߩᄌേߩ
ᤨⓨ㑆ࠬࠤ࡞߇ዊߐߊߡዪᚲᕈ߇ᒝ⽎߶ߤޔ
⋧ኻ⊛ߦૐ⸃ᐲߩMSMߣᲧセߒߡࡇࠢ୯ߩ
ᕈߩะ߇ࠄࠇࠆޕ
 ߐࠄߦޔ㜞⸃ᐲߩLFMߢߪMSMࠃࠅ⚦ߥ
ᒻ߇น⢻ߣߥߞߚߎߣߢߩ⽎߁ߦࠇߘޔ
ᕈ߽ะߔࠆޕ࿑2.1.5ߪޔᐔᚑ23ᐕบ㘑╙12ภ߇
ᣣᧄߩධᶏࠍർਛߦޔ㑐᧲ᣇߩጊᴪߢᄢ㔎
ߣߥߞߚࠍ␜ߔޕታᴫߢߪޔบ㘑ߣ㜞᳇ߩ㑆
ߩᥦḨᵹ߇ධ߆ࠄᵹߒ߇ࠇߘޔ㑐᧲ᣇߩጊߩ
ᓇ㗀ࠍฃߌߡጊᴪߦᒝ㔎ࠍ߽ߚࠄߒߡߚޕLFM
ߪ ᷹ⷰߐࠇߚ 㒠᳓ၞࠍ⦟ ߊߒߡ ࠆ৻ᣇޔ
MSMߢߪLFMࠃࠅ☻ᒻߩᓇ㗀ߢޔᣂẟ⋵߿㐳
㊁⋵ߥߤጊߩ㘑ਅߦ߽㒠᳓ၞ߇ᐢ߇ࠅޔⓍ㔕ኻᵹ
ࠬࠠࡓߩᓇ㗀߽ߞߡޔ㘑ߩ㑐᧲ᣇߩᲧセ
⊛ᮡ㜞߇ૐ႐ᚲߦ߽㒠᳓ၞ߇ᐢ߇ࠆߥߤⷰޔ᷹ߣ
ߪ⇣ߥࠆ㒠᳓ಽᏓߣߥߞߡࠆޕ
 㜞⸃ᐲൻߣߘࠇߦ߁ᒻߩะߪޔLA
ߦ߅ߌࠆࠕࡔ࠳ࠬ࠺࠲ߩ↪ߦ߽⚿߮ߟ
ߡࠆޔߪ࠲࠺ࠬ࠳ࡔࠕޕ࿐ߩᒻ╬ߦࠃࠆዪ
⊛ߥⅣႺߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌࠆޔߚߩߎޕ᳓ᐔ⸃
ᐲ߇☻ߊታᒻߣࡕ࠺࡞ᒻߩਵ㔌߇ᄢ߈ᢙ
୯੍ႎࡕ࠺࡞ߢߩࠕࡔ࠳ࠬ࠺࠲ߩ↪ߪޔઍᕈ
⺋Ꮕߩᓇ㗀ࠍฃߌ߿ߔߊߥࠆߚࠅࠃޔᵈᗧᷓߊᛒ
߁ᔅⷐ߇ࠆޕLAߢߪߩ࡞࠺ࡕޔ㜞⸃ᐲൻߦࠃߞ
ߡࠕࡔ࠳ࠬ࠺࠲ߩᖱႎࠍࠃࠅㆡಾߦ↪ߢ߈ࠆ

㪎㪎

࿑ 2.1.7 2011 ᐕ 8  25 ᣣ 15JST ߩ೨ 3 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂(ޔb)LFM ߩ 9 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔc)MSM ߩ
12 ᤨ㑆੍ႎ୯ޕ

ߢߩ࡞࠺ࡕޔਛߢߪޔ㋦⋥ᵹߩ⊒↢ߩ࠲ࠗࡒࡦࠣ߇
ㆃࠇߡታ㓙ࠃࠅ߽ㆊᐲߦਇቯߥ⁁ᘒ߇↢ߓࠆ৻
ᣇ৻ޔᣤ㋦⋥ᵹ߇⊒↢ߒߚߣ߈ߦߪㆊᐲߥ߽ߩߦߥ
ࠆะ߇ࠆޔߚ߹ޕᩰሶᐔဋߣߒߡ㘻ߦ㆐ߔࠆ
߹ߢಝ⚿ߢ߈ߥߚޔಝ⚿߇ㆃࠇࠆ৻ᣇߢߪ߿ޔ
ࠅ৻ᣤಝ⚿߇ߎࠆߣಝ⚿㊂ߪㆊߥ߽ߩߣߥࠆޕ
ߎߩ⚿ᨐߣߒߡޔ㔕߿㒠᳓ߩ⊒↢ߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߩㆃ
ࠇ߿ޔታᴫߣᲧセߒߡㆊߥ㒠᳓ࠍߒߡߒ߹߁
ߎߣ߇ࠆޕㆊߥಝ⚿ߦߞߡߐࠇࠆᄢ㊂ߩ
ẜᾲߪ㋦⋥ᵹࠍᒝൻߒߦࠄߐޔಝ⚿ࠍჇ߿ߔߣ߁
ലᨐ߽߈ޔ㒠᳓߇ㆊߣߥࠆะ߇Ⴧߒ߿ߔޕ
ߘߩߣߒߡޔ࿑2.1.7ߦޔᄥᐔᵗ㜞᳇ߩ✼ㄝࠍ
ߞߡᥦḨ᳇߇ධ߆ࠄᣣᧄઃㄭߦᵹߒߚ㓙ߦ⊒
↢ߒߚ㒠᳓ࠍ␜ߔޕLFMߪ⸃ޔᨆ㔎㊂߿MSM
ߣᲧセߒߡㆊߥ㒠᳓ࠍߒߡࠆߎߣ߇ߡ
ขࠇࠆޕLFM߇ߎߩࠃ߁ߥㆊߥ㒠᳓ࠍߔࠆ
㗴ὐߦߟߡߪ߽ߦߢ߹ࠇߎޔᜰ៰ߐࠇߡࠆߣߎ
ࠈߢߪࠆ߇⸃ߩߘߛᧂޔߦߪ⥋ߞߡߥ㧔᳁
ኅ 2009; ᳗ᚭ߶߆ 2010; ᐔේ߶߆ 2011ߥߤ㧕ޕ೨
ㅀߩࠃ߁ߦޔLFMߢߪ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒߇2kmߣMSM
ߩ5kmߣᲧセߒߡዊߐߊߥߞߚߣߪ߃ޔ᳓ᐔࠬࠤ
࡞߇10kmᧂḩߩⓍ㔕ߥߤޔᩰሶᐔဋ߆ࠄߩߕࠇ
ߦ⋧ᒰߔࠆ⽎ߦ߁ലᨐࠍቢోߦήⷞߢ߈ࠆࠊ
ߌߢߪߥߩ࡞࠺ࡕߩ⁁ޕਛߢߪޔᩰሶᐔဋ㧔ᩰ
ሶో㧕ߢ㘻ߦ㆐ߔࠆ߹ߢಝ⚿ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ
߇ޔታ㓙ߦߪᩰሶߩਛߢㇱಽ⊛ߦ㘻ߣߥߞߡ㔕
߇↢ߓߡࠆ㗔ၞ߇ሽߒߡ߽ࠃߪߕߢࠆߎޕ
ߩ㗴ߩ⸃ߩߚޔᩰሶᐔဋߢ㘻ߦ㆐ߒߥᲑ
㓏ߢ߽ᩰሶౝߢㇱಽ⊛ߦ㘻ߒߚߣߺߥߒߡㇱಽ
⊛ߥ㔕ࠍᛒ߁ߎߣ㧔ਛᎹ 2012㧕߿ޔዊⷙᮨߥⓍ㔕
ࠍ߁ᵻኻᵹߩലᨐࠍႺ⇇ጀࠬࠠࡓߢᛒ߁ߎ
ߣߥߤ⸃ޔᐲߦᔕߓߡߘߩലᨐࠍⓍ߽ࠆᚻᴺߩ
㐿⊒ߦߟߡޔᬌ⸛ࠍㅴߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ

৻ᣇߦ⽎ߥ߁ࠃߩߎޔ㑐ߔࠆ⚦ߥᖱႎࠍᜬߟ
᷹ⷰ࠺࠲ߩหൻߦࠃࠆ੍ႎೋᦼ୯ߩᡷༀ߇ޔ
੍ႎߦ߅ߡᜬ⛯ߔࠆ߆ߤ߁߆ߪ⥄ߢߪߥ․ޕ
ߦޔLAߢߪ೨ㅀߩࠃ߁ߦㅦႎᕈࠍ㊀ⷞߒߡ3ᰴరᄌ
ಽᴺߦࠃࠆ࠺࠲หൻࠍⴕߞߡࠆ߇ߩߎޔᚻᴺߢ
ߪ⸃ᨆߦࠃࠆୃᱜߣ੍ႎࡕ࠺࡞ߩᤨ㑆⊒ዷߣߩᢛ
วᕈߪ⸽ߐࠇߥ╙ޕ2.1.5▵ߦ߽ㅀߴࠆࠃ߁ߦޔ
᷹ⷰ࠺࠲ߩઍᕈࠍㆡಾߦᛒߞߚ߁߃ߢ੍ޔႎ߳
ߩᜬ⛯ᕈߩࠆࠗࡦࡄࠢ࠻ࠍᦨᄢ㒢ᒁ߈ߔߚ
ߦ࠲࠺ޔหൻࠪࠬ࠹ࡓߩߐࠄߥࠆᡷ⦟߇㊀ⷐߥ⺖
㗴ߢࠆޕ

㩿㪊㪀㩷㪣㪝㪤䈱⺖㗴
 LFMߦߪޔ೨ㅀߒߚࠃ߁ߥ㜞⸃ᐲߩലᨐߦࠃߞ
ߡߩ⽎ޔᕈߩะࠍߪߓߣߒߡ੍ޔႎߦኻ
ߔࠆ⦟ࠗࡦࡄࠢ࠻߇ᦼᓙߐࠇߡࠆ৻ޕᣇߢ⸃ޔ
ᐲࠍ㜞ߊߒߚߛߌߢߪᡷༀߢ߈ߥ⺖㗴߿ޔ㜞⸃
ᐲൻߦࠃߞߡ㗼ൻߒߚ㗴ὐ߽ࠅޔᓟߩᡷ
ༀ߇ᔅⷐߣߐࠇߡࠆޕ
 ೨ㅀߩㅢࠅޔLFMߪMSMߣหߓJMA-NHMࠍࡌ
ࠬߦߒߡ߅ࠅޔ᳓ᐔ⸃ᐲએᄖߦߪᄢ߈ߥ㆑ߪ
ߥ‛ߪߢ⁁ޔߚ߹ޕℂㆊ⒟ߪၮᧄ⊛ߦߪหߓߣ
ߥߞߡࠆ߇ޔLFMߢߪޔMSMߢ↪ߡࠆⓍ㔕
ኻᵹࡄࡔ࠲࡚ࠪࡦࠍ↪ߒߡߥὐ߇
ᄢ߈ߊ㆑߁৻ޕᣇߢޔ㜞⸃ᐲߩLFMߢ߽ࠅࠃޔ᳓
ᐔࠬࠤ࡞߇ዊߐኻᵹ߿ߘࠇߦࠃߞߡ↢ߓࠆⓍ
㔕ߪᩰሶᐔဋߣߒߡᛒ߃ߥߦ߽߆߆ࠊࠄߕ⁁ޔ
ߢߪߘߩലᨐߪขࠅㄟ߹ࠇߡߥޕᓥߞߡޔLFM
ߢߪޔਇቯᕈ㒠᳓ߢࠄࠇࠆࠃ߁ߥߪ᧪ᧄޔ
ዊⷙᮨߥኻᵹߢਇቯࠍᓢ⸃ߦޘᶖߒޔዪᚲ⊛ߦ㘻
ߦ㆐ߒߡዊⷙᮨߥⓍ㔕ࠍ↢ᚑߔࠆߎߣߦࠃߞߡ
ᓢߦޘẜᾲࠍߒߥ߇ࠄⷙᮨߩᄢ߈Ⓧੂ㔕߇
ᰴ╙ߦ⊒㆐ߒߡߊ߁ߣޔㆊ⒟ࠍߒߠࠄޕ
ߎߩߚޔਇቯࠍ⸃ᶖߔࠆߚߦߪᩰሶᐔဋߩ㋦
⋥ᵹߦ㗬ࠄߑࠆࠍᓧߥ৻ᣇߢޔᩰሶᐔဋ㧔ᩰሶో
㧕ߣ߁Ყセ⊛ࠬࠤ࡞ߩᄢ߈㋦⋥ᵹ߇⊒↢ߔ
ࠆߚߦߪޔ㜞ਇቯᐲ߇ᔅⷐߣߥࠆߩߎޕᓇ㗀

㩿㪋㪀㩷㪣㪝㪤䈮ਈ䈋䉎䇸ⷫ䊝䊂䊦䇹䈱ᓇ㗀
ߣߎࠈߢޔ࿑2.1.7ߩߢߪޔLFMߩ੍ႎ⚿ᨐ
ߪ㒠᳓ᒝᐲߩઁߦ㒠᳓ߩ႐ᚲߦߟߡ߽ታᴫߣߪ

㪎㪏

B
A

(c)



࿑ 2.1.8 LA ߦ߅ߌࠆ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ߩ㋦⋥ᢿ㕙㧔2010 ᐕ 7  16 ᣣ 00UTC㧕
( ޕa)ᓮᄌᢙ㋦⋥ᐳᮡᄌ឵ዉ೨ޔ
(b)ᓮᄌᢙ㋦⋥ᐳᮡᄌ឵ዉᓟ╬ޕ୯✢ߣࡂ࠶࠴㧔ᥦ⦡♽ߪᱜ୯ޔኙ⦡♽ߪ⽶୯ࠍ␜ߔ㧕ߪ᳇᷷㧔නߪ K㧕ߩ⸃ᨆ
ࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍޔ⍫⠀ᩮߪ᳓ᐔ㘑ะ㘑ㅦ㧔නߪ knot㧕ߩ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍߘࠇߙࠇ␜ߔ(ޕa)(ޔb)ߪ(ޔc)
ߦ␜ߔ✢ಽ AB ߦᴪߞߚ㋦⋥ᢿ㕙࿑ߢࠆޕ

⚳ᕷߦะ߆߁ᄕᣇએ㒠ߩ㒠᳓ߩ੍ႎㆊᄙ߇㗼⪺ߢ
ࠆߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㧔ᐔේ߶߆ 2011㧕ޕ
ߎߩේ࿃ߦߟߡ⺞ᩏߒߚ⚿ᨐޔᣣਛߩ㒠᳓ߩ੍
ႎㆊዋߦߟߡߪޔLFMߦ߅ߡߦ↪ࠆ㔕㊂
ㆊᄙߦࠃߞߡᄥ㓁߆ࠄߩ⍴ᵄ߇ㆤࠄࠇࠆߎߣߢޔ
ᣣਛߩ᳇᷷ߩ߇ᛥߐࠇߡࠆߚߢࠆ
ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޔߚ߹ޕᄕᣇએ㒠ߩ㒠᳓ߩ੍ႎㆊᄙ
ߦߟߡߪޔLAߦ߅ߌࠆೋᦼ୯ᚑߩ㓙ߦޔᄢ᳇ਅ
ጀߦᒻᚑߐࠇߚㆊᐲߥᚑጀਇቯ߇ޔᄢ߈ᓇ㗀ࠍ
߷ߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ⁁ߩߎޕᘒߪ࠳ࡔࠕޔ
ࠬ᳇᷷࠺࠲ߩหൻߦࠃߞߡ⸃ᨆߐࠇߚޔᄢ᳇
ਅጀߩ㜞᳇᷷႐ߣ᳓⫳᳇႐ߦࠃࠅ↢ߓߡߚߎޕ
ࠇࠄߩ㗴ߩᡷༀߩߚޔLFMߣLAߦ߅ߡᡷ⦟
ࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔ㕙ߦ߅ߌࠆ⍴ᵄ㊂ߩ⽶ࡃࠗ
ࠕࠬࠍᡷༀߒޔ᳇᷷ߩ੍ႎ♖ᐲ߇ᡷༀߔࠆലᨐ
ߣޔᡷ⦟೨ߦߪೋᦼ୯ᚑߩ㓙ߦ⸃ᨆߐࠇߡߚᄢ
᳇ਅጀߩ᳇᷷ߣᲧḨߩ㜞⁁ᘒ߇ޔᡷ⦟ࠍᣉߔߎߣ
ߦࠃߞߡ⸃ᶖߐࠇࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚࠇߎޔߚ߹ޕ
ࠄߩᡷༀߦࠃߞߡޔ೨ㅀߒߚࠃ߁ߥᣣਛߩ㒠᳓ㆊዋ
ߣᄕᣇએ㒠ߩ㒠᳓ㆊᄙߩะ߇シᷫߐࠇޔਇቯᕈ
㒠᳓ߩ੍ႎ♖ᐲ߇ᡷༀߐࠇࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚߩߎޕ
ߚޔ⸥ߩᡷ⦟ߪ2012ᐕ8ߦᬺൻߐࠇߚޕ
એਅߦޔ࿁ߩᡷ⦟ߩౕ⊛ߥౝኈߦߟߡ⺑
ߔࠆޕ

ᄢ߈ߊ⇣ߥߞߡࠆޕታᴫߢߪޔർ㒽ᣇࠍਛᔃߣ
ߒߚᣣᧄᶏߦ㒠᳓ߩਛᔃ߇ࠆ߇ޔLFMߪ᧲ᶏ
ᣇࠍਛᔃߣߒߚᄥᐔᵗߦ㒠᳓ߩࡇࠢࠍߒ
ߡࠆޕห᭽ߩะߪMSMߦ߽ࠄࠇࠆ߇ߩߎޔ
ࠃ ߁ߦᲧセ⊛ ᄢ߈ᄢ᳇ ႐ߩ․ᓽߦ ߟߡߪޔ
MSMߣLFMߩ੍ႎ⚿ᨐߪหߓࠃ߁ߥะࠍ␜ߔߎ
ߣ߇ᄙޕ
╙2.1.2㗄ߢ⺑ߒߚࠃ߁ߦޔLFMߪޔೋᦼ୯
ᚑߩ㓙ߩ╙৻ផቯ୯ߣߒߡ࡞࠺ࡕߚ߹ޔታⴕߩ㓙ߩ
Ⴚ⇇୯ߣߒߡޔMSM੍ႎ୯ࠍ↪ߒߡࠆ㧔ߎߩ
႐วޔೋᦼ୯߿⸃ᨆߩ╙৻ផቯ୯߮Ⴚ⇇୯ࠍਈ߃
ࠆࡕ࠺࡞ߩߎߣࠍޔ
ߣޠ࡞࠺ࡕⷫޟ߱ߎߣ߇ᄙ㧕
ޕ
ߎߩߚⷙⷰ✚ޔᮨߩ㜞ૐ᳇߿೨✢ߩࠃ߁ߥᲧセ
⊛ ⷙᮨߩᄢ߈ ⽎ߩ੍ ᷹ߪࠆߢ࡞࠺ ࡕⷫޔ
MSMߩ੍ႎ⚿ᨐߦଐሽߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
ᓥߞߡ੍ߩߘޔ᷹߇߁߹ߊߞߡࠆ႐วߪޔ
߃߫ૐ᳇߿೨✢ߦ߁㒠᳓♽ߦߟߡޔMSMࠃ
ࠅ߽㜞⸃ᐲߢࠆ․ᓽࠍ↢߆ߒߡߘߩ⚦ߥ᭴
ㅧ߿ࡇࠢ୯ߥߤߦߟߡታᴫߦㄭ߇ߢ߈
ࠆ႐ว߇ᄙᧄޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߩࠃ߁ߦޔᄢ
߈႐ߩ⁁ᴫࠍMSM㧔߿MSMߦႺ⇇୯ࠍਈ߃ࠆ
GSM㧕߇චಽߦ੍ႎߢ߈ߡߥ႐วߦߪࠍࠇߘޔ
LFMߦࠃߞߡᡷༀߔࠆߎߣߪ㔍ߒߎߥ߁ࠃߩߎޕ
ߣ߆ࠄޔLFMߩ੍ႎ⚿ᨐߩା㗬ᕈࠍᛠីߔࠆߚߦ
ߪࠆߢ࡞࠺ࡕⷫޔMSM߿GSMߩ⚿ᨐߩᅷᒰᕈߦ
ߟߡ߽චಽߦᬌ⸛ࠍߒߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆޕ

㩿㪈㪀㩷㪣㪘䈱ᡷ⦟
LAߢߪ⹜ޔ㛎ㆇ↪ߦ߅ߡ⸃ޔᨆߩ㓙ߦⓨߢട
߃ࠄࠇࠆୃᱜ㊂㧔⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻㧕ߦᒻߩᓇ
㗀߇߱ߎߣ߿⸃ޔᨆߦࠃߞߡਅጀߩ᳇᷷߇㜞ߊߥ
ࠅߔ߉ࠆߥߤߩ㗴ὐ߇⏕ߐࠇߡߚࠍࠄࠇߎޕ
⸃ߒ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍㆡಾߥ߽ߩߦߔࠆߚ
ߩฦ⒳ᡷ⦟߿ޔਇㆡಾߥᛒߩୃᱜࠍⴕߞߚࠇߎޕ
ࠄߦߟߡએਅߦߦႎ๔ߔࠆޕ

㪉㪅㪈㪅㪋㩷 ዪ䊝䊂䊦䈱ᡷ⦟㩷
LFMߦߟߡߪᧄޔㆇ↪ߦవ┙ߜ1ᐕඨࠅߦࠊ
ߚߞߡ⹜㛎ㆇ↪߇ⴕߥࠊࠇ⚿ߩߘޔᨐࠍ↪ߡ੍ႎ
․ᕈࠍᛠីߔࠆߚߩᬌ⸽߇ㅴࠄࠇߡ߈ߚߩߎޕ
ਛߢޔᓥ᧪ߩMSMߣᲧߴߡ੍ႎ♖ᐲะ߇ᦼᓙߐ
ࠇࠆᄐቄߩਇቯᕈ㒠᳓ߦߟߡޔታᴫߢߪ㒠᳓ߩ
ࡇࠢߣߥࠆᣣਛߩ㒠᳓ߩ੍ႎㆊዋߣޔㅒߦ㒠᳓߇

㪎㪐

࿑ 2.1.9 LA ߦ߅ߌࠆ᳇᷷หൻߩ㓙ߩᮨᑼ࿑(ޕa)㕙᷷ࠍ⸃ᨆߒߥ႐ว(ޔb)㕙᷷ࠍ⸃ᨆߔࠆ႐วޕ


࿑ 2.1.10 ࿑ 2.1.8 ߣหߓޔߒߛߚޕ2010 ᐕ 7  16 ᣣ 00UTC ߦ߅ߌࠆ (a)㕙᷷ࠍ⸃ᨆߒߥ⚿ᨐ(ޔb)
㕙᷷ࠍ⸃ᨆߒߚ⚿ᨐޕ࿑ 2.1.8(c)ߩ✢ޔಽ AB ߦᴪߞߚ㋦⋥ᢿ㕙࿑ߢࠆޕ

ࠆ೨ᓟߩ᳇᷷ߩ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ߩ㋦⋥ᢿ㕙ࠍ␜
ߔޕᄌᦝ೨㧔࿑2.1.8a㧕ߢߪ⚂500hPaߢ߽⸃ᨆࠗࡦ
ࠢࡔࡦ࠻ߦᒻߩᓇ㗀߇ᱷߞߡࠆߩߦኻߒޔᐳ
ᮡᄌ឵ዉߦࠃࠅߎࠇ߇✭ߐࠇߡࠆ㧔࿑2.1.8b㧕ޕ

㽲 ㋦⋥ᐳᮡᄌ឵ᚻᴺ䈱ᄌᦝ㩷
LAߩࡌࠬߣߥߞߡࠆJNoVAߢߪ㋦⋥ᐳᮡߣ
ߒߡᒻߦᴪߞߚᐳᮡ♽㧔z*ᐳᮡ㧕ࠍ↪ߡ߅ࠅޔ
⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ߪz*ᐳᮡߦࠃࠆࡕ࠺࡞㕙ߦᴪߞ
ߚࡄ࠲ࡦߢ᷹ⷰὐߩ࿐ߦᐢ߇ࠆ⚿ߩߎޕᨐޔ㒽
ߢߪᒻߩᓇ㗀߇ⓨߦᒝߊ߱✭ࠍࠇߎޕߐ
ߖࠆߚޔ㋦⋥ᐳᮡߣߒߡ㜞ᐲߦᔕߓߡᒻߩ
ᓇ㗀ࠍࠃࠅᣧߊᷫߐߖࠆᐳᮡ5ࠍዉߒޔz*ᐳᮡ߆
ࠄߩᐳᮡᄌ឵ࠍ⚵ߺㄟࠎߛޕ࿑2.1.8ߦᄌᦝࠍㆡ↪ߔ

㽳 㕙᷷⸃ᨆ䈱ዉ㩷
1.5mߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߪ࡞࠺ࡕޔ㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߣ
㕙ߩ᷷ߩౝᝌߦၮߠߡ⸻ᢿߐࠇࠆ㧔‛
ℂ㊂⸻ᢿ㧕
ޕౝᝌߩ㓙ߩਔ⠪ߩ㊀ߺߪᄢ᳇ߩቯᐲߦ
ᔕߓߡ࡞࠺ࡕޔ㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߣ㕙ߩࡃ࡞ࠢଥᢙߦ
ࠃࠅቯߐࠇࠆ㧔ේ 2008c㧕ޕᓥ᧪ߩ⸃ᨆߢߪ㕙
ߩ႐ࠍ⸃ᨆߒߡ߅ࠄߕ࡞࠺ࡕޔ㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߩ႐ߩ
ߺߦୃᱜࠍട߃ߡߚߚࠬ࠳ࡔࠕޔ᳇᷷ߩห
ൻߦࡕ࠺࡞㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߩ᷷ߦᒝ⸃ᨆࠗࡦ
ࠢࡔࡦ࠻߇ࠅ৻╙ޔߦࠄߐޔផቯ୯ߩ⺋Ꮕ㧔⢛

ౖဳ⊛ߥႺ⇇ጀߩෘߐߩࠬࠤ࡞⒟ᐲߢᒻߩᓇ㗀߇
ᷫߔࠆࠃ߁ߘࠃ߅߅ޔ㜞ᐲ1000mߢᒻߩᓇ㗀߇
1/2ߦᷫߔࠆࠃ߁ߥᐳᮡࠍޔJMA-NHMߩ㋦⋥ࡂࠗࡉ
࠶࠼ᐳᮡ㧔⍹↰ 2008㧕ࠍ⧯ᐓᄌᦝߒߡ⸳ቯߒߚޕ

5

㪏㪇

Ꮣࠍᄌᦝ೨ᓟߢᲧセߒߚ߽ߩߢࠆޕᮮゲߪ⸃ᨆ୯
ࠍ3ᤨ㑆ߩRUCߩ5km੍ႎߦᒁ߈⛮ߛFT=0ߩ୯
㧔⸃ᨆ୯ߩ᳇᷷ࠍ੍ႎࡕ࠺࡞ߢ⸻ᢿߒߥ߅ߒߚ
߽ߩ㧕ߣ⸃ᨆ୯ߩᏅࠍ␜ߔᦝޕᣂ೨㧔࿑2.1.11 ⿒✢㧕
ߢߪޔᄢ߈Ꮕߩ୯ߦ߹ߢಽᏓ߇ᐢ߇ߞߡࠆߩ߇
ࠄࠇޔJNoVAߣJMA-NHMߦࠃࠆ᳇᷷⸻ᢿ߇
৻⥌ߒߡߥߎߣࠍ␜ߒߡࠆ৻ޕᣇᦝޔᣂᓟ㧔࿑
2.1.11 㤥✢㧕ߢߪߎࠇ߇ᡷༀߐࠇߡࠆ7ޕ
߹ߚޔ‛ℂ㊂⸻ᢿṶ▚ሶߩᦝᣂߩᓇ㗀⹏ଔߩ
ㆊ⒟ߢޔᓥ᧪ߩ‛ℂ㊂⸻ᢿߦ㗴߇ࠆߎߣ߇
್ߒߚ8ߩߎޕᓇ㗀ߢޔ᳇᷷ߦ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔ
ࡦ࠻߇ࠆߩߦߞߡޔᲧḨߦ߽⸃ᨆࠗࡦࠢ
ࡔࡦ࠻߇ߞߡߒ߹߁⁁ᴫߣߥߞߡ߅ࠅ߫߃ޔᄐ
ߩᣣਛߩ᳇᷷ߦࠬ࠳ࡔࠕޔ᳇᷷หൻߦࠃࠅ
ਅጀߩ᳇᷷ߦᄢ߈ߥ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻߇ࠆߣޔ
ਅጀߩᲧḨߦ߽ᒝ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻߇ࠅߘޔ
ߩ⚿ᨐޔᚑጀ⁁ᘒࠍㆊᐲߦਇቯߦߒߡߚޕ࿁
ߩ‛ℂ㊂⸻ᢿṶ▚ሶᦝᣂߩ㓙ߦޔㆡಾߦୃᱜ 8
ࠍߒߚ⚿ᨐߥ߁ࠃߩߎޔᲧḨߩ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻
ߪࠄߥࠃ߁ߦߥߞߚ㧔࿑⇛㧕ޕ

⋧ኻ㗫ᐲ
(%)

੍ႎ୯(FT=0)㧙⸃ᨆ୯ (K)

࿑2.1.11 LAߦ߅ߌࠆ੍ႎߣ⸃ᨆߩ᳇᷷⸻ᢿ୯ߩߕ
ࠇߩ⋧ኻ㗫ᐲಽᏓ⿒ޕ: ‛ℂ㊂⸻ᢿᦝᣂ೨ޔ㤥: 
‛ℂ㊂⸻ᢿᦝᣂᓟޕᮮゲߪ⸃ޔᨆ୯ࠍ3ᤨ㑆ߩRUC
ߩ5km੍ႎߦᒁ߈⛮ߛFT=0ߩ୯ߣ⸃ᨆ୯ߩᏅࠍ␜
ߔޕಽᏓߩ1㑆ߩߪ0.1Kߢࠆޔߪ࡞ࡊࡦࠨޕ2012
ᐕ929ᣣ߆ࠄ102ᣣߩRUCೋ࿁⸃ᨆ24ߩዪ
⸃ᨆ㗔ၞౝࠕࡔ࠳᷹ࠬⷰὐߢขߞߚޕ

᥊⺋Ꮕ㧕ߩ㋦⋥⋧㑐ߦࠃߞߡᄢ᳇ਅጀߦᓇ㗀߇ᐢ߇
ࠆ㗴߇ࠄࠇߚ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫߦኻಣߔࠆߚޔ
⸃ᨆࠍⴕ߁ᄌᢙ㧔ᓮᄌᢙ㧕ߦ㕙᷷ࠍㅊടߒޔ
㕙᷷ߩ႐ߦ߽ୃᱜࠍട߃ࠆࠃ߁ߦᄌᦝߒߚ㧔࿑
2.1.9㧕6ޕᄌᦝ೨ᓟߩ᳇᷷ߩ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ߩ
㋦ ⋥ ᢿ 㕙 ࠍ ࿑ 2.1.10 ߦ ␜ ߔ  ޕᄌ ᦝ ೨ ߩ ⚿ ᨐ 㧔 ࿑
2.1.10a㧕ߢߪᄢ᳇ਅጀߦᒝ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻߇
ߺࠄࠇࠆ߇ޔᄌᦝᓟߩ⚿ᨐ㧔࿑2.1.10b㧕ߢߪߎࠇ߇
✭ߐࠇߡࠆޕ

㩿㪉㪀㩷㪣㪝㪤䈱ᡷ⦟
LFMߦ߅ߡߪࠅࠃޔ㜞⸃ᐲࡕ࠺࡞ߦㆡߒߚ㔕
㊂ࠍߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ㕙ߦ߅ߌࠆᄥ㓁߆
ࠄߩ⍴ᵄ㊂ߩ⽶ࡃࠗࠕࠬࠍᡷༀߒޔ᳇᷷ޔ
ߐࠄߦߪਇቯᕈ㒠᳓ߩ੍ႎߩᡷༀࠍ࿑ߞߚޕ
ᓥ᧪ߩLFMߢߪޔㆊ⒟ߦ↪ࠆ㔕㊂ߩ⸻ᢿᚻ
ᴺߪ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒߇5kmߢࠆMSMߣหߓߢߞ
ߚޕᩰሶᐔဋߢߐࠇࠆ㔕ߪޔᩰሶᐔဋߢ㘻ߦ
㆐ߒߚߣ߈ߦߛߌ↢ᚑߐࠇࠆޔߒ߆ߒޕᩰሶౝߩំ
ࠄ߉ࠍ⠨߃ࠆߣޔ㧔ᐔဋ⊛ߦ㘻ߒߡߥߣߒߡ
߽㧕ߘߩਛߩ৻ㇱߢ㘻ߒߡ㔕߇↢ᚑߐࠇߡߡ߽
ࠃߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔ㇱಽಝ⚿㧕߇߉ࠄំޔߪߢߎߎޕ
ੂᵹߦࠃߞߡ߽ߚࠄߐࠇࠆߣߒߡੂޔᵹߩ੍ႎᄌᢙ
ࠍ߽ߣߦ㔕㊂ࠍⓍ߽ߞߡࠆ㧔ේ 2008b㧕߆ߒޕ
ߒޔ᳓ᐔ⸃ᐲ2kmߩ LFMߢߪ㔕ߩࠅߥߒࠍ
MSMࠃࠅ⚦ߦߢ߈ࠆߚޔᩰሶߦභࠆ㕙
Ⓧߩഀวߢࠆ㔕㊂ߪࠃࠅࡔࡂ߇ߟߡ⦟ߪ
ߕߢࠆ9ޕታ㓙ߦޔᄐቄߩᣣਛߦߪޔหߓᦼ㑆ߣ㗔
ၞߢ㕙ߦ߅ߌࠆ⍴ᵄ㊂ࠍ᷹ⷰߣᲧセߔࠆߣޔ

㽴 ‛ℂ㊂⸻ᢿṶ▚ሶ䈱ᦝᣂ䊶ୃᱜ㩷
JNoVAߩ‛ℂ㊂⸻ᢿṶ▚ሶߪJMA-NHMߩ
‛ℂ㊂⸻ᢿࠬࠠࡓ߆ࠄᚑߐࠇߡࠆ߇ޔ
JMA-NHMߢߩᄌᦝߦኻᔕߒߡᦝᣂߐࠇߡߥ߆
ߞߚߚ੍ޔႎࡕ࠺࡞ߢ↪ࠄࠇߡࠆ߽ߩߣߪࡃ
࡚ࠫࡦ߇⇣ߥߞߡߚ⸃ޔߡߞ߇ߚߒޕᨆߢ
᷹ⷰ୯ߣᲧセߒߡᦨㆡൻߐࠇࠆ⸻ᢿ㊂ߪ⸃ޔᨆ
⚿ᨐࠍ੍ႎࡕ࠺࡞ߦᒁ߈⛮ߛᤨߦ⸻ᢿߐࠇࠆ
⸻ᢿ㊂ߣᢛวߒߡߥ߆ߞߚޔߚߩߎޕᓧࠄࠇߚ
⸃ᨆ୯ߪޔ᷹ⷰ୯߆ࠄߩਵ㔌߇ᱜߒߊୃᱜߐࠇ
ߡ  ߥ ᕟࠇ ߇ ߞ ߚ⸃ ࠍࠇ ߎ ޕᶖ ߔ ࠆߚ ޔ
JMA-NHMߩᣂߒ‛ℂ㊂⸻ᢿࠬࠠࡓ㧔ේ
2008c㧕ࠍ⒖ᬀߒޔਔ⠪߇৻⥌ߔࠆࠃ߁ߦᦝᣂࠍⴕ
ߞߚޕ
࿑2.1.11ߪޔ᳇᷷⸻ᢿ୯ߩߕࠇߩ⋧ኻ㗫ᐲಽ

ᒁ߈⛮߉ߩ㓙ߩⷐ⚛ᄌ឵ߩㆊ⒟ߢ੍ႎߣ⸃ᨆߢᛒ߇
⧯ᐓ⇣ߥࠆߎߣߥߤߦࠃࠅ⸻ޔᢿ୯ߪቢోߦߪ৻⥌ߒߥޕ
8 ᳇ሹᛶ᛫ߩᛒ㧔ේ 2008d㧕߇ࡕ࠺࡞㕙ᄢ᳇ᦨਅጀߩ
ࡃ࡞ࠢଥᢙ⸘▚ߣ㕙ߩࡃ࡞ࠢଥᢙ⸘▚ߢ⇣ߥߞߡߚޔ
ߎࠇࠄࠍᢛวߐߖࠆࠃ߁ߦୃᱜߒߚޕ
9 㜞⸃ᐲߩᭂ㒢ࠍ⠨߃ࠇ߫ߩߘޔᩰሶߦ㔕߇ࠆ߆
ߥ߆ߛߌߢචಽߢࠅޔਛ㑆⊛ߥ㔕㊂ࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ
ߪߥޔߡߞ߇ߚߒޕ㜞⸃ᐲߦߥࠆ߶ߤਛ㑆⊛ߥ㔕㊂
ߩ㗫ᐲࠍᷫࠄߒߡޕࠆߥߦߣߎࠃߡߌߟࠍࡂࡔޔ
7

ߎߩᄌᦝߦޔ᳇᷹᷷ⷰ⺋ᏅࠍD୯㧔᷹ⷰ୯ߣ╙
৻ផቯ୯ߩᏅ㧕⛔⸘߿LFMᬌ⸽ߥߤߣࠃࠅᢛวߔࠆࠃ߁
ᄌᦝߒߚޕߢߺߚߣߎࠈ᳇᷷ߩ⸃ᨆ୯ߣ᷹ⷰ୯
ߩਵ㔌ߪ㕙᷷⸃ᨆߣࠊߖߚᄌᦝ೨ᓟߢห⒟ᐲߢ
ߞߚᦨޔ߅ߥޕㆡߥ᷹ⷰ⺋Ꮕ⸳ቯߩᬌ⸛ߪᓟߩ⺖㗴ߢ
ࠆޕ
6

㪏㪈

ࠇߚs ࠍ↪ߡࠆ߇ޔਛጀጀߩ㔕ߪਅጀߩ㔕
ߣᲧߴߡ⭯ߊᐢ߇ࠅ߿ߔะ߇ࠆߣ߁ᗐቯߩ
ਅߢߩߘޔ୯ߦਅ㒢୯ࠍ⺖ߒߡޔਛ㑆⊛ߥ㔕㊂߇▚
ߐࠇ߿ߔߊߒߡࠆߩߘޔߪߢߎߎޕਅ㒢୯ࠍ
ࠃࠅዊߐߊߒߡਛ㑆⊛ߥ㔕㊂߇▚ߐࠇߦߊ⁁
ᘒߣߔࠆߎߣߢޔ㜞⸃ᐲࡕ࠺࡞ߦࠃࠅㆡߔࠆࠃ߁
ߦ㔕㊂ߩߦࡔࡂࠍߟߌࠆᄌᦝࠍⴕߞߚޕ

㩿㪊㪀㩷 ᡷ⦟䈮ኻ䈜䉎ታ㛎䈫䈠䈱⚿ᨐ㩷
㩷
㽲 ታ㛎䈱ᦼ㑆䈫⸳ቯ㩷
࿁ߩᡷ⦟ߩࠗࡦࡄࠢ࠻ࠍ⺞ߴࠆߚߦታ㛎ࠍⴕ
ߞߚ⸳ޕቯߒߚታ㛎ᦼ㑆ߪޔᄐቄߣߒߡߪޔ2011ᐕ
7㨪8߆ࠄᐔᚑ23ᐕ7ᣂẟፉ⽕㔎⊒↢ᤨߩ3
ᣣ㑆㧔727ᣣ12JST㨪30ᣣ09JST㧕᧲ޔᣣᧄߩᐢ
▸࿐ߢਇቯᕈ㒠᳓߇᷹ⷰߐࠇߚ3ᣣ㑆㧔86ᣣ
00JST㨪8ᣣ21JST㧕ߩว⸘6ᣣ㑆ߢࠆޔߚ߹ޕ౻
ቄߣߒߡޔ2011ᐕ1㨪2߆ࠄධጯૐ᳇ߦࠃߞߡ㒠
᳓ ߇ ߽ ߚ ࠄ ߐ ࠇ ߚ 3 ᣣ 㑆 㧔 2  8 ᣣ 15JST 㨪 9 ᣣ
12JST ޔ210ᣣ21JST㨪11ᣣ18JSTޔ214ᣣ
06JST㨪15ᣣ03JST㧕ޔᒝ౻ဳߩ3ᣣ㑆㧔115ᣣ
15JST㨪18ᣣ12JST㧕ߩว⸘6ᣣ㑆ࠍ⸳ቯߒߚޕታ
㛎ߩ⸳ቯߪޔLALFMߣ߽ߦ⹜㛎ㆇ↪ߩ⸳ቯ(Cntl)ޔ
⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍㆡಾߦߔࠆߚߩᡷ⦟ߣୃᱜ
ࠍᤋߒߚLAߦࠃߞߡᚑߒߚೋᦼ୯ࠍ↪ߡޔ
Cntlߣหߓ⸳ቯߩLFMߢ੍ႎߒߚ߽ߩ(Test1)ޔ
Test1ߩೋᦼ୯ࠍ↪ߡޔᡷ⦟ߒߚLFMߢ੍ႎߒߚ
߽ߩ(Test2)ߣߔࠆޕ
ߥ߅ޔTest2ߦߪ▚⸘ޔቯᕈࠍ㜞ࠆߚߩ㊀
ജᵄࠍࠬࡊ࠶࠻ߒߡᤨ㑆Ⓧಽߔࠆಣ⟎ࠍⴕࠊߥ
ᄌᦝ߽ട߃ߡࠆߩߎޕಣ⟎ߪޔⓍಽᤨ㑆㑆㓒߇㐳
MSMߦߪᔅⷐߢࠆ߇ޔⓍಽᤨ㑆㑆㓒߇⍴
LFMߢߪߎߩಣ⟎ࠍߒߥߊߡ߽⸘▚ቯᕈ߇ߚ
ࠇࠆߎߣࠍ⏕ߒߚߩߘޕᕈ⾰ୃߩߎޔᱜߦࠃࠆ
੍ႎ♖ᐲ߳ߩࠗࡦࡄࠢ࠻ߪߥ߇ᤨ▚⸘ޔ㑆߇1ഀ


࿑2.1.12 s ߦࠃࠆ✚᳓㊂(qw)ߦኻߔࠆ㔕㊂(R)ߩ
ᄌൻߩ㆑ޕታ✢ߪޔs ߇ዊߐߣ߈ޔὐ✢ߪޔ
s ߇ᄢ߈ߣ߈ޕqsl ߪޔ᷷ᐲ߇ᶧ᳓᷷ᐲߦ╬ߒ
ߣ߈ߩ㘻᳓⫳᳇ᲧḨ㧔ේ 2008bࠃࠅ㧕ޕ

MSMޔLFMਔ⠪ߣ߽⽶ࡃࠗࠕࠬߢߞߚ߇ޔLFM
ߩᣇߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ᄢ߈ߊߥࠆะ߇ࠄࠇߚ㧔ᰴ
㗄ߩޟԙታ㛎ߩ⚿ᨐޠ߮࿑2.1.13ࠍෳᾖ㧕ޕ
㔕㊂ߩⓍ߽ࠅߪޔᾲ㧔ᶧ᳓᷷㧕߅ࠃ߮᳓㧔✚
᳓㊂㧕ߩᩰሶᐔဋ߆ࠄߩំࠄ߉߇2ᰴరᱜⷙಽᏓߩ
⏕₸ኒᐲ㑐ᢙߦᓥ߁߽ߩߣߒߩߘޔ0ᰴߩࡕࡔࡦ
࠻ࠍ㔕㊂ޔ1ᰴߩࡕࡔࡦ࠻ࠍಝ⚿㊂ߣ⸻ᢿߒߡ
ࠆ㧔ේ 2008b)₸⏕ߩߘޔߚ߹ޕኒᐲ㑐ᢙߩᒻࠍ
ࠆࡄࡔ࠲ߢࠆᱜⷙಽᏓߩᮡḰᏅs ߪੂޔ
ᵹߩ੍ႎᄌᢙ߆ࠄ⸘▚ߒߡࠆޔߢߎߎޕs ߇ዊߐ
߶ߤ㘻᳓⫳᳇㊂ઃㄭߢᕆỗߦ㔕㊂߇ᄌൻߒޔ㔕
㊂߇1߽ߒߊߪ0ߩਔᭂ┵ߩ୯ࠍߣࠅ߿ߔߊߥࠆ㧔࿑
2.1.12㧕৻ޕᣇߢޔs ߇ᄢ߈႐วߦߪޔ᳓⫳᳇㊂ߩ
ᄌൻߦኻߔࠆ㔕㊂ߩᄌൻ߇ߥߛࠄ߆ߦߥࠅޔ0ߣ1ߩ
㑆ߩਛ㑆⊛ߥ㔕㊂߇⸻ᢿߐࠇ߿ߔੂޕᵹ߇ථߒ
ߡࠆႺ⇇ጀౝߢߪߎߩ s ࠍߘߩ߹߹↪ߡࠆ
߇ੂޔᵹ߇ߥਛጀޔጀߦ߅ߡ߽㔕㊂ߩᩰሶᐔ
ဋ߆ࠄߩំࠄ߉ߪࡠߢߪߥߚޔࠄ߆ߩᣇᴺ
ߢߘߩነਈࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕMSM߿LFMߢ
ߪ◲නߩߚߦޔႺ⇇ጀߣห᭽ߦੂᵹ߆ࠄⓍ߽ࠄ


(ޔb)౻ታ㛎㧔1,2 ߩว▚㧕
 ߪࠇߙࠇߘޕ48
࿑ 2.1.13 ⍴ᵄ㊂ߩᐔဋ⺋Ꮕ(W㨙-2)(ޕa)ᄐታ㛎㧔7,8 ߩว▚㧕
ೋᦼᤨೞ㧔6 ᣣ㑆㧕ߩ⛔⸘ޕᮮゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ(UTC)ޕ㕍: LFM Test1㧔LA ߩ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍㆡಾߦ
ߔࠆߚߩᡷ⦟ߣୃᱜࠍᤋߒߚ߽ߩ㧕
⿒ޔ: LFM Test2㧔Test1 ߩೋᦼ୯ࠍ↪ߡޔᡷ⦟ߒߚ LFM ߢ੍ႎߒ
ߚ߽ߩ㧕
⚡ޔ: MSMޕ

㪏㪉


࿑2.1.14 ᳇᷷ߩ੍ႎኻ⽎ᤨೞߏߣߩᐔဋ⺋Ꮕ㧔ME: (a)ᄐታ㛎ޔ
㧔c㧕౻ታ㛎㧕ߣᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋Ꮕ㧔RMSE:
(b㧕ᄐታ㛎(ޔd)౻ታ㛎㧕
⿒ޕ: LFM Test2✛ޔ: LFM Cntl㧔LALFMߣ߽ߦ⹜㛎ㆇ↪ߩ⸳ቯ㧕
ޔ㕍: LFM Test1ޕ

⒟ᐲ⍴❗ߐࠇࠆߎߣࠍ⏕ߒߡࠆޕ

⽶ࡃࠗࠕࠬ߇Ⴧߔޕ౻ቄᄛ㑆ߦࠄࠇࠆ᳇᷷ߩ⽶ࡃ
ࠗࠕࠬߦߟߡߪޔᣢߦ⼂ߐࠇߡߚ⺖㗴ߢࠅޔ
ᒁ߈⛯߈ᡷༀߦะߌߚᬌ⸛ࠍⴕߞߡߊᔅⷐ߇
ࠆޕ
⛯ߡޔ㒠᳓ᬌ⸽ߦߟߡޔ㑣୯એߩᬌ⸽ᩰሶ
ౝᐔဋߩ೨3ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂ߦ㑐ߔࠆᬌ⸽⚿ᨐࠍ␜
ߔ㧔࿑2.1.15ޔ࿑2.1.16㧕ޕᬌ⸽ᩰሶࠨࠗ࠭ߪ10km
ߢޔᬌ⸽ኻ⽎ߪ⸃ᨆ㔎㊂ߢࠆޕਇቯᕈ㒠᳓߇ථ
ߒߚ8㧔࿑2.1.15bޔ࿑2.1.16b㧕ߦ⌕⋡ߔࠆ
ߣޔLAߩᡷ⦟ߦࠃߞߡᓥ᧪ߩㆊߥਇቯᚑጀ߇⸃
ᶖߐࠇߚߚޔਇቯᕈ㒠᳓߇੍ႎߐࠇߦߊߊߥࠅ
੍᷹♖ᐲࠍ⪭ߣߒߡߚ㧔Test1㧦㕍✢㧕ޔߒ߆ߒޕ
㔕㊂ߩࠍᄌᦝߔࠆߎߣߢ߇࡞࠺ࡕޔਅጀߩ᳇᷷
ࠍㆡಾߦߍߡᚑጀਇቯߥ⁁ᘒࠍࠅߔߎߣ
ߦࠃߞߡ♖ᐲ߇ะߒߚ㧔Test2㧦⿒✢㧕
ޕᣂẟ
ፉ⽕㔎߇⊒↢ߒߚ7㧔࿑2.1.15a㧕ߢߪޔᡷ⦟
೨ᓟߢᱴߤ♖ᐲ߇ᄌࠊࠄߥޔߪߣߎߩߎޕ࿁ߩ
ᡷ⦟ߩౝኈߦ㐓ߺࠆߣ߶߷ᗐቯߤ߅ࠅߢࠆߣ
߃ ࠆޔߦ ߺߥߜޕว▚ߒ ߚᄐቄߩ੍ ᷹♖ᐲ㧔࿑
2.1.15c㧕ߪ੍᷹ⷰޔႎߣ߽㒠᳓㗫ᐲߩ㜞7
߇ᡰ㈩⊛ߦߥࠆޕ
ߎߎߢޔᄐቄߩਇቯᕈ㒠᳓ߢߩᡷༀࠍ␜
ߔ㧔࿑2.1.17㧕ޕታᴫߢߪ᧲ޔർᣇߩᐢ▸࿐ߢ
ਇቯᕈ㒠᳓߇⊒↢ߒߡࠆ㧔࿑2.1.17a㧕߇⹜ޔ㛎
ㆇ↪ (Cntl)ߢߪߩߘޔ㒠᳓߇චಽߦߐࠇߡ
ߥ㧔࿑2.1.17c㧕ޔߚ߹ޕLAߩᡷ⦟ࠍᤋߒߚታ
㛎(Test1)ߢߪ੍ޔႎߐࠇߚ㒠᳓߇߿߿ᷫࠆ⚿ᨐߣߥ
ߞߡࠆ㧔࿑2.1.17d㧕ޔߢߎߎޕLFMᡷ⦟ (Test2)
ߦࠃࠆߣޔᣣਛߩ᳇᷷ߩ߇ㆡಾߦ੍ႎߢ߈
ࠆࠃ߁ߦߥߞߚߚޔਇቯᕈ㒠᳓߇ࠃࠅࠃߊ੍ႎ

㽳 ታ㛎䈱⚿ᨐ㩷
߹ߕޔ࿁ߩᄌᦝߩࠗࡦࡄࠢ࠻߇ᦨ߽㗼⪺ߢࠆ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔ⍴ᵄ㊂ᬌ⸽ߩ⚿ᨐࠍ␜ߔ㧔࿑
2.1.13㧕ޕᬌ⸽ߦߪోޔ࿖32ὐߩ⍴ᵄ㊂ߩ
᷹ⷰߣߩᲧセࠍⴕߞߡࠆߪߢߎߎޔ߅ߥޕMSM
㧔⚡✢㧕ߩ⚿ᨐ߽␜ߔ߇ޔ೨㗄ߢㅀߴߚࠃ߁ߦޔ
MSMߩ⍴ᵄ㊂੍᷹ߦߪᄐቄᣣਛߦ⽶ࡃࠗࠕࠬ
߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ10ޕLFMߦᄌᦝߩߥTest1㧔㕍
✢㧕ࠍࠆߣޔMSMߣห᭽ߦᄐቄᣣਛߩ⽶ࡃࠗࠕ
ࠬ߇ࠆ߇߽ࠇߎޔ೨㗄ߢㅀߴߚࠃ߁ߦޔMSMࠃ
ࠅ߿߿ߘߩ⒟ᐲ߇ᄢ߈ߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߢߎߎޕ㔕
㊂ࡄࡔ࠲ࠍᦨㆡൻߒߚTest2㧔⿒✢㧕ࠍࠆߣޔ
ߘߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ᄢߦᡷༀߐࠇߡࠆޕ౻ቄߦߟ
ߡߪޔᣣਛᱜࡃࠗࠕࠬߣᄐቄߣߪะ߇⇣ߥࠅޔ
LFM(Test1)ߩᣇ߇MSMࠃࠅࡃࠗࠕࠬ߇ዊߐߎޕ
ߩߎߣߪޔߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ㔕ߩ․ᕈ߇ᄐቄߣ౻
ቄߢ⇣ߥࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ߇ߪߡߟߦ⚦ޔ
ᓟ⺞ᩏࠍߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ࿁ߩᄌᦝߦࠃߞߡ߿
߿ᱜࡃࠗࠕࠬ߇Ⴧߔ⚿ᨐߣߥߞߡࠆ(Test2)߇ޔᄐ
ቄߣᲧセߔࠆߣࡃࠗࠕࠬߩᝄߪዊߐޕ
ᰴߦޔ᳇᷷ᬌ⸽ߩ⚿ᨐࠍ␜ߔ㧔࿑2.1.14㧕ޕ
ᄐቄߪ⍴ᵄߩ⽶ࡃࠗࠕࠬᡷༀࠍฃߌߡޔᣣਛߩ
᳇᷷ߩ⽶ࡃࠗࠕࠬ߇ᡷༀߐࠇߡࠆ৻ޕᣇߢޔᄛ㑆
ߪ㔕߇ዋߥߊߥࠆߎߣߢਅะ߈㐳ᵄ߇ዋߥߊ
ߥࠆߚޔ᳇᷷߇ਅ߇ࠆะ߈ߦᄌൻߒޔ౻ቄߪ߿߿
ߎߩ⚿ᨐߪޔMSM ߦ߅ߡ߽ LFM ߣห᭽ߩᡷ⦟ࠍᬌ
⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆޕ
10

㪏㪊

ࠇࠆߎߣ߆ࠄ⥶⥸৻ޔⓨ੍ႎ႐ߦ߅ߡో࿖ߢ
ߩ↪ࠍⴕ߁ߚߩᬌ⸛ࠍㅴࠆᔅⷐ߇ࠆࠇߎޕ
ߦ⾗ߔࠆߚߦ⹜ޔ㛎ㆇ↪߽ߚߎࠇ߹ߢߩ੍ႎ
⚿ᨐߩᬌ⸽ࠍㅴ੍ߩߘޔႎ․ᕈߦߟߡᛠីᖱ
ႎឭଏࠍⴕ߁੍ቯߢࠆޕ
߹ߚޔᲤᤨታⴕߣ߁㜞㗫ᐲ੍ႎߪޔ᳇⽎ᐡߢㆇ
↪ߔࠆᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪೋߣߥࠆᦨޕᣂߩ᷹ⷰ
ࠍᤋߒߚᣂߒೋᦼ୯ߦၮߠߊࠃࠅ♖ᐲߩ㜞
੍ႎ⚿ᨐ߇ޔㄦㅦߟ㜞㗫ᐲߦ↪น⢻ߣߥࠆߚޔ

ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ㧔࿑2.1.17b㧕ޕ

㪉㪅㪈㪅㪌㩷 ᓟ䈱੍ቯ䈫⺖㗴㩷
᳇⽎ᐡߢߪޔLFMߦߟߡ੍ޔႎ㗔ၞࠍᒛߒߡ
㒠᳓⍴ᤨ㑆੍ႎ㗔ၞࠍⷒߞߚߢߩᲤᤨㆇ↪ࠍޔ
2013ᐕ߆ࠄⴕ߁ߎߣࠍ⸘↹ߒߡࠆ㧔࿑2.1.1߮
2.1.1㧕ߩߘޔߚ߹ޕᓟޔ㋦⋥ጀჇᒝᓟߩMSMߦวࠊ
ߖߚ㋦⋥ጀߩౣ㈩⟎ࠍⴕ߁੍ቯߢࠆ੍ޕႎ㗔ၞ
ᒛߦࠃߞߡޔᣣᧄోၞࠍⷒ߁ᧄᩰ⊛ߥㆇ↪߇㐿ᆎߐ


࿑ 2.1.15 㑣୯ߩࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ(ޕa)7 (ޔb)8 (ޔc)ᄐታ㛎(ޔd)౻ታ㛎(ޕa),(b)ߪ 24 ೋᦼᤨ
ೞ㧔3 ᣣ㑆㧕ߩ⛔⸘(ޕc),(d)ߪ 48 ೋᦼᤨೞ㧔6 ᣣ㑆㧕ߩ⛔⸘(ޔߒߛߚޕc)ߪ(a)ߣ(b)ߩว▚ߢࠆ⿒ޕ: LFM Test2ޔ
✛: LFM Cntlޔ㕍: LFM Test1⺋ޔߪࡃࠛޕᏅ߇ᱜⷙಽᏓߦᓥ߁ߣቯߒߚ႐วߩ 95%ା㗬㑆ࠍ␜ߔޕ


࿑ 2.1.16 㑣୯ߩࡃࠗࠕࠬࠬࠦࠕޕฦ࿑ߩ⛔⸘ߦ↪ߚታ㛎ᦼ㑆ߥߤߪ࿑ 2.1.15 ߣหߓޕ

㪏㪋

࿑ 2.1.17 2011 ᐕ 8  8 ᣣ 18JST ߩ೨ 3 ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂(ޔb)LFM Test2 ߩ 9 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔc)LFM
Cntl ߩ 9 ᤨ㑆੍ႎ୯(ޔd)LFM Test1 ߩ 9 ᤨ㑆੍ႎ୯ޕ

ߎࠇ߹ߢߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣߪ․ᓽ߇ᄢ߈ߊ⇣
ߥࠆ⸃ޔߢߎߎޕᨆ੍ႎࠨࠗࠢ࡞߇ណ↪ߐࠇߡࠆ
ᓥ᧪ߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪ⥄ޔりߩ੍ႎ⚿ᨐࠍ╙
৻ផቯ୯ߦ↪ߡ⸃ᨆࠍⴕ߁ߚޔᣂߒೋᦼᤨೞ
ߩ੍ႎ⚿ᨐߣฎ੍ႎ⚿ᨐߣߩᏅ߇ߘߩା㗬ᐲࠍ
᷹ࠆᜰᮡߩ৻ߟߣߥߞߡߚޔߒ߆ߒޕLAߢߪ╙৻
ផቯ୯ߣߒߡMSM੍ႎ୯߇ࠊࠇߡࠆߚ⸃ᨆ
੍ႎࠨࠗࠢ࡞ߦߪߥߞߡ߅ࠄߕޔෳᾖߔࠆMSM੍
ႎߩᦝᣂ੍߽ႎ⚿ᨐߩᏅߩᄢ߈ߐߦᓇ㗀ߔࠆޔߚ߹ޕ
⋡వߩ੍ႎࠍ㊀ⷞߒߡᦨᣂߩ᷹ⷰ࠺࠲ࠍ↪ߚ
ᣂߒೋᦼᤨೞߩ੍ႎߢฎ੍ႎࠍ㗫❥ߦ⟎߈឵
߃ࠆߣ߁⸳⸘ߣߥߞߡ߅ࠅⷰޔ᷹࠺࠲㔚㊂ߩ
ᄌേߩᓇ㗀߽ฃߌ߿ߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕ
․ߦLFMߩ㜞㗫ᐲ੍ႎߢߪޔೋᦼ୯ᦝᣂߦࠃࠆ੍ႎ
⚿ᨐߩᏅࠍା㗬ᐲߩᜰᮡߣߔࠆߩߪ⁁ᴫߦࠃߞߡ
ߪᔅߕߒ߽ㆡಾߢߪߥޔߪߕ߹ޕ㒠᳓⍴ᤨ㑆੍ႎ
ߩജߣߒߡߩ↪߇ᬌ⸛ߐࠇߡࠆ߇੍ޔႎ႐
ߦ߅ߡ߽ߎߩ․ᓽࠍᔨ㗡ߦ⟎ߚ↪ࠍᬌ⸛ߔ
ࠆᔅⷐ߇ࠆޔߦߚࠆߔ⾗ߦࠇߎޕㆇ↪ਛߩ
᧲ᣣᧄ㗔ၞߢߩ੍ႎ⚿ᨐߦട߃ߡޔᒛ㗔ၞߢߩᲤ
ᤨታⴕߩ⚿ᨐߦߟߡ߽᧪ࠆߛߌᣧᲑ㓏ߢ⹜
㛎⊛ߦឭଏߢ߈ࠆࠃ߁ߦദߡ߈ߚޕ
ߩࠄࠇߎޔ᭽ะߦะߌߚ㐿⊒ߦട߃ޔᒁ
߈⛯߈੍ޔႎ♖ᐲะߩߚߩࡕ࠺࡞߿⸃ᨆࠪࠬ࠹
ࡓᧄߩᡷༀޔ߮ᣂⷙ᷹ⷰ࠺࠲↪ߩߚߩ㐿
⊒ࠍㅴߡࠆ੍ޕႎࡕ࠺࡞ߦߟߡߪޔ㗔ၞᒛ
ߣ ੍ႎ㜞㗫ᐲ ൻߩ࠲ࠗࡒ ࡦࠣߢ ޔ↪ਛߩ
JMA-NHMߦઍࠊߞߡLFMߦዉߔࠆߴߊޔᰴઍ
㕖㕒ജቇࡕ࠺࡞asuca(Ishida et al. 2010)ࠍ㐿⊒ߒ
ߡࠆޕasucaߪ▚⸘ޔቯᕈߣ⸘▚ല₸ߩะࠍ
⋡ᜰߒߡ⸳⸘ߐࠇߚᣂߚߥജቇࡈࡓߩ᭴▽ߦ
ട߃ޔනߢߩ㐿⊒ല₸ߩะߣࡕ࠺࡞ࠍࠊߥ
ㆡ↪ࠍ⋡ᜰߒߡ㐿⊒ߐࠇߚ‛ℂㆊ⒟ࠗࡉ㧔ේ
2012b; Hara et al. 2012㧕ࠍታⵝߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ
ࡈ࡞ࡕ࠺࡞ߣߒߡJMA-NHMߣߩᲧセࠍⴕ߃ࠆᲑ
㓏ߦࠆޕޔ㗴ὐߩᛠី⸃ߩߚߩᣣޘ
ታ㛎ࠍⴕߞߡ߅ࠅⷰޔ᷹࠺࠲߿࡞࠴ࡦLFMߣߩ
Ყセࠍㅴߡࠆ߇ࠈߎߣߩޔLFMߣ㆖⦡ߩߥ
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⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߡࠆޕᲤᤨታⴕࠍቯ⊛ߦታߔࠆ
ߚߦߪޔasucaߩ⋡ᜰߒߡࠆࡕ࠺࡞ߩ⸘▚ቯ
ᕈߩะߣ㜞ㅦൻߪᔅⷐਇนᰳߢࠆߚޔᒁ߈⛯
߈ޔᣣޘታ㛎⚿ᨐߩᬌ⸽ߣߘࠇߦၮߠߊᡷ⦟⺞ᢛ
ࠍㅴޔ᭽ᒛᤨߩLFM߳ߩዉࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ
‛ℂㆊ⒟ߦߟߡߪ‛ޔℂㆊ⒟ࠗࡉߦࠃࠆ
නߢߩ㐿⊒ᬌ⸽ࠍㅢߓߡޔฦㆊ⒟ߩᕈ⢻ะߦ
ၮߠߚࡕ࠺࡞ߩ♖ᐲะࠍ⋡ᜰߒߚ㧔ේ
2012b; ၳ↰ේ 2012㧕ޕ᭽ᒛߩ৻Ⅳߣߒߡ੍
ቯߒߡࠆ㋦⋥ጀౣ㈩⟎ߪޔਅጀߩ㜞⸃ᐲൻࠍ㊀
ⷞߒߡ߅ࠅޔ㋦⋥৻ᰴర߇ࡌࠬߣߥࠆ‛ℂㆊ⒟ߦ
ߣߞߡߪߦࠇߘޔวࠊߖߚᡷ⦟ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠆ♖
ᐲะ߇ᄢߦᦼᓙߐࠇࠆߣߎࠈߢࠆޕ
߹ߚ╙ޔ2.1.3㗄ߢㅀߴߚࠃ߁ߦ߽ᦨߢ⁁ޔᄢ߈
㗴ߣߥߞߡࠆㆊߥ㒠᳓ࠍᡷༀߔࠆߚ
ߦޔᩰሶᐔဋߢᛒ߃ߥ᳓ᐔⷙᮨ10kmࠃࠅዊߐ
ኻᵹ߿Ⓧ㔕ߦߟߡߩߘޔലᨐࠍᩰሶᐔဋ߆ࠄߩ
ߕࠇߣߒߡᛒ߁ᔅⷐ߇ࠆޔߦߚߩߘޕᩰሶౝߢ
ߩㇱಽ⊛ߥ㔕ࠍᛒ߁㔕ࠬࠠࡓ߿ޔႺ⇇ጀࠬࠠࡓ
ߦ߅ߌࠆᵻኻᵹߩᛒߥߤߩዉߦߟߡޔ
ᬌ⸛ࠍⴕߞߡࠆޕ
⸃ᨆࠪࠬ࠹ࡓߩᡷ⦟㜞ᐲൻߦߟߡ߽ᬌ⸛ࠍㅴ
ߡࠆޕߪ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒5kmޔ㋦⋥50ጀߩ
RUCߦࠃࠆ⸃ᨆࠍⴕߞߡࠆ߇ޔRUCߩ߁ߜߩᦨ
ᓟߩ੍ႎ⸃ᨆࠍLFMߣหߓ᳓ᐔᩰሶ㑆㓒2kmޔ㋦
⋥60ጀߦߔࠆ੍ቯߢࠆߩߘޔࠅࠃߦࠇߎޕᓟߦታ
ⴕߐࠇࠆ੍ႎࡕ࠺࡞ߣᢛวߩขࠇߚೋᦼ୯ࠍᚑ
ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕ3ᰴరᄌಽᴺߢߪㅢᏱޔ
⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ࠻ࠍ⸃ᨆᤨೞߦ৻ᐲߦਈ߃ࠆߩ
ߦኻߒ੍ࠍࠇߎޔႎߩᤨ㑆Ⓧಽߩ㑆ಽᢔߒߡㅪ⛯⊛
ߦਈ߃ࠆᚻᴺ(Incremental Analysis Updates: IAU,
Bloom et al. 1996㧕߇⠨᩺ߐࠇߡ߅ࠅߩߎޔዉࠍ
ᬌ⸛ߒߡࠆޕ3ᰴరᄌಽᴺߢߪ⸃ᨆࠗࡦࠢࡔࡦ
࠻ߣ੍ႎࡕ࠺࡞ߩᤨ㑆⊒ዷߣߩᢛวᕈߪ⸽ߐࠇ
ߡߥ߇ޔIAUߦࠃࠅߎߩਇᢛวߦࠃࠆ࡚ࠪ࠶ࠢ
߇✭ߐࠇࠆߣᦼᓙߐࠇࠆޔߦࠄߐޕ⢛᥊⺋Ꮕߦኻ
ߒߡߪ⠨ᘦߒߡߥᒻലᨐ߿ᶏ㒽ߢߩ⋧
㑐〒㔌ߩޔႺ⇇ጀߩ㜞ߐࠍᤋߐߖࠆߥߤޔ႐
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ᚲߏߣߩዪᚲ⊛ߥ႐ߩ․ᕈࠍㆡಾߦ⠨ᘦߔࠆߚ
ߩᡷ⦟߽㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆޕ
ߎࠇߣਗⴕߒߡ⸃ޔᨆ♖ᐲߩะߩߚߦߪߐޔ
ࠄߥࠆ᷹ⷰ࠺࠲ߩዉࠍㅴߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ
2.1.4ߦ⸥タߒߡࠆࠃ߁ߦޔLAߢߪߎࠇ߆ࠄ
᭽ⷰߥޘ᷹࠺࠲ߩ↪߇ᬌ⸛ߐࠇߡࠆޕ㜞ጀⷰ
᷹࠺࠲߿SYNOPࡉࠗߩ᳇ޔบ㘑ࡏࠟࠬߥ
ߤޔMAߢ↪ߐࠇߡࠆ߽ߩߦട߃ޔSYNOP
ߩḨᐲ߿METARߩ㘑᳇᷷ߥߤߩᣂⷙ↪ߦߟ
ߡ߽ዉߦะߌߚḰࠍㅴߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ
․ߦⷰ࠳ޔ᷹ߦࠃࠆ࠺࠲ߪޔ㗼⪺⽎ߦ㑐
ߔࠆ⚦ߥᖱႎࠍߺޔ㜞⸃ᐲࡕ࠺࡞ߦࠃࠆ੍ႎ
ߢߩࠗࡦࡄࠢ࠻߇ᄢ߈ߣᦼᓙߐࠇࠆޕޔLA
ߢߪ࠼࠶ࡊㅦᐲߩߺࠍ↪ߒߡࠆ߇ޔMAߢ
ߪߎߩ߶߆࠳ޔᒝᐲ᷹ⷰߦၮߠߊ࠺࠲
ߣߒߡ⸃ޔᨆ㔎㊂ߣᒝᐲ߆ࠄផቯߒߚ⋧ኻḨᐲ
ࠍหൻߒߡࠆ⸃ޔߜ߁ߩߎޕᨆ㔎㊂ߦߟߡߪޔ
MAߢߪ4ᰴరᄌಽᴺߦࠃࠆ⋥ធหൻࠍⴕߞߡࠆ
߇ޔLAߢߪ3ᰴరᄌಽᴺߦࠃࠆ⸃ᨆࠍⴕߞߡࠆߚ
ᤨ㑆Ⓧ▚㊂ࠍᛒ߁ߎߣ߇ߢ߈ߕޔหൻߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ߥ৻ޕᣇޔᒝᐲ߆ࠄផቯߒߚ⋧ኻḨᐲߦ
ߟߡߪޔቯᤨߩ࠺࠲ߣߒߡLAߢ߽↪߇น⢻ߥ
ߎߣ߆ࠄޔ㒠᳓੍ႎ߳ߩࠗࡦࡄࠢ࠻߇ᄢ߈Ḩࠅߩ
࠺࠲ߣߒߡᦼᓙ߇ᄢ߈ߣߎࠈߢࠅޔዉ
ߦะߌߚḰࠍㅴߡࠆޕ
߹ߚⴡޔᤊ᷹ⷰ࠺࠲ߦߟߡߪᤨޔ㑆⊛ⓨ㑆
⊛ߦᐢ▸࿐ߦࠊߚࠆဋ⾰ߥᖱႎࠍᜬߜ⸃ޔᨆߩ♖ᐲ
ะߦ↪ߢࠆ߇ޔ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦߪߢ߹ࠇߎޔ
㘧ⴕ႐ⵝ⟎ߩࠪࠬ࠹ࡓߩㇺวߦࠃࠅޔ↪ߢ߈ࠆ
᷹ⷰ࠺࠲ߪᲤᱜᤨ30ಽએౝߦ㔚ߒߚ߽ߩߦ㒢
ࠄࠇߡߚߚޔߩLAߢߪ߹ߛ↪ߐࠇߡߥ
߽ࠄߜߎޕᣢߦㅀߴߚࠃ߁ߦޔߪࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ㗴ߪήߊߥߞߡ߅ࠅޔMAߢߪᣢߦ↪ߐࠇߡ
ࠆノᐲ᷷ᐲ߿ᄢ᳇ㅊ〔㘑ߥߤߦߟߡߪࠗߩߘޔ
ࡦࡄࠢ࠻߇ᄢ߈ߣᕁࠊࠇࠆ㗔ၞᒛᤨߩዉࠍ
⋡ᜰߒߡޔ㗅ᰴ↪ߩᬌ⸛ࠍㅴࠆ੍ቯߢࠆޕ
㩷
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ߖߡⴕࠊࠇߚ⢛᥊⺋Ꮕ᷹߮ⷰ⺋Ꮕߩᦝᣂޔዉ೨
ߦⴕࠊࠇߚࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ߩ⚿ᨐߦߟߡㅀߴࠆᦨޕ
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㪉㪅㪉㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
ో⸃ᨆߩ╙৻ߩ⋡⊛ߪోࡕ࠺࡞(GSM)ࠍታ
ⴕߔࠆߢᔅⷐߥೋᦼ୯ࠍᚑߔࠆߎߣߢࠆߘޕ
ߩᚻᴺߣߒߡߪޔ2005ᐕ2߆ࠄ4ᰴరᄌಽᴺ߇↪
ߐࠇߡࠆ㧔㐷⣁ 2005㧕╙ޕ1ㇱ╙3.2.1㗄ߢ⸃⺑ߐ
ࠇߡࠆࠃ߁ߦޔ4ᰴరᄌಽᴺߩᦨᄢߩ․ᓽߪޔ
ࠈࠈߥᤨೞߦ߅ߡ᷹ⷰߐࠇߚᖱႎࠍޔᢙ୯੍ႎ
ࡕ࠺࡞ߩᤨ㑆Ⓧಽࠍㅢߒߡ㓸⚂ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔജ
ቇ⊛ߦࡃࡦࠬߩߣࠇߚ⸃ᨆ⚿ᨐࠍᓧࠆߎߣߦ
ࠆ▚⸘ߩߘޔߒ߆ߒޕ㊂ߪ⤘ᄢߢࠆߚޔታ㓙ߩ
੍ႎߢ↪ߔࠆᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞㧔ࠕ࠙࠲ࡕ࠺࡞㧕
ߩઍࠊࠅߦૐ⸃ᐲൻ◲⚛ൻߒߚᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞
㧔ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞㧕ࠍ↪ࠆߎߣ߇৻⥸⊛ߢࠆޕ
ߎߩࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߪࠍ࠻ࠬࠦ▚⸘ޔਅߍࠆߚࠕ
࠙࠲ࡕ࠺࡞ߩઍࠊࠅߦ↪ߔࠆ߽ߩߢࠅࡦࠗޔ
࠽ࡕ࠺࡞ߩ੍ႎ․ᕈ߇ࠕ࠙࠲ࡕ࠺࡞ߩߘࠇߦ
ㄭ߆ุ߆ߪޔ4ᰴరᄌಽᴺߩᕈ⢻ࠍᏀฝߔࠆ㊀ⷐ
ߥⷐ⚛ߩ৻ߟߢࠆޕ
ࡕ࠺࡞㑆ߩ੍ႎ․ᕈߦ㆑ࠍ߽ߚࠄߔᦨ߽㊀ⷐ
ߥⷐ࿃ߩ߭ߣߟߪ⸃ޔᐲߩ㆑ߢࠆߩ࡞࠺ࡕޕ
⸃ᐲ߇ૐߌࠇ߫ߩ࡞࠺ࡕޔਛߢߢ߈ࠆᄢ᳇
⽎ߪࠃࠅᄢ߈ߥⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߩ߽ߩߦ㒢ቯߐࠇࠆޕ
ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߣߒߡ⸃ᐲߩૐࡕ࠺࡞ࠍ↪
ࠆߣ߁ߎߣߪޔ4ᰴరᄌಽᴺߩਛߢജቇ⊛ࡃࡦ
ࠬࠍ⠨ᘦߔࠆ㓙ߩߘޔኻ⽎ߣߥࠆᄢ᳇⽎ࠍ㧔ࠕ࠙
࠲ࡕ࠺࡞ߢߪߥߊ㧕ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞߇ߢ߈ࠆ
⒟ᐲߩⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߩ߽ߩߦ㒢ቯߔࠆߎߣࠍᗧ
ߔࠆޕᓥߞߡߩ࡞࠺ࡕ࠲࠙ࠕޔਥⷐߥ੍᷹ኻ⽎ߣ
ߐࠇࠆᄢ᳇⽎ߦߟߡߪ߅ߦ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ
ߡ߽ࠆ⒟ᐲߢ߈ࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒߚߩߘޕ
ߦߪ⸃ߩ࡞࠺ࡕ࠲࠙ࠕߣ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔᐲߩ
Ꮕࠍน⢻ߥ㒢ࠅዊߐߊߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ߐߡޔ᳇⽎ᐡߩో⸃ᨆߢ↪ߒߡࠆࠗࡦ࠽
ࡕ࠺࡞ߩ⸃ᐲߪޔዉᒰೋߩT63㧔ᩰሶ㑆㓒⚂
180km㧕߆ࠄT106㧔⚂110km㧕ࠍ⚻ߡT159㧔⚂70
km㧕߳ߣ㗅ᰴ㜞⸃ᐲൻߐࠇߡ߈ߚ㧔ዊᴰ 2005;
᎑ቶ 2006㧕߿ޔߒ߆ߒޕGSMߩ⸃ᐲߪ
TL959㧔⚂20km㧕ߢࠅ⸃ߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ
ᐲߪT159ߢ߽ਇචಽߢߞߚޕ
ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩ㜞⸃ᐲൻࠍ㒖ᦨᄢߩⷐ࿃
ߪ⸘▚ᯏ⾗Ḯߩ⚂ߢߞߚޔߒ߆ߒޕGSMߩ㜞ㅦ
ൻߩߚߦዉߐࠇߡ߈ߚᛛⴚࠍࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞
ߦኻߒߡ߽ㆡ↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅ㜞ㅦൻࠍታߔࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ߚޔߚߩߘޕ2011ᐕ1025ᣣߦࠗࡦ࠽
ࡕ࠺࡞ࠍTL319㧔⚂55km㧕߳ߣ㜞⸃ᐲൻߒߚޕ
ᧄ▵ߢߪߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ㜞ㅦൻޔ㜞ㅦൻߣ૬
1

㪉㪅㪉㪅㪉㩷 䉟䊮䊅䊷䊝䊂䊦䈱㜞ㅦൻ㩷
ᣂߒࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩᦨᄢߩ․ᓽߪᤨ▚⸘ޔ㑆
ߩ⍴❗ࠍ⋡⊛ߣߒߡࡒࠣࡦࠫࡘᴺޔ2࠲ࠗࡓ
ࡌ࡞ᤨ㑆Ⓧಽᴺޔ2ᰴరಽഀਗൻޔㆡวࠟ࠙ࠬ
ᩰሶࠍዉߒߚߎߣߢࠆޕᣢߦGSMߦណ↪ߐࠇߡ
ࠆߎࠇࠄߩᛛⴚ㧔 ጊ 2005; ችᧄ 2005a; ችᧄ
2005b; ศ᧻ 2005; ጤ 2008㧕ࠍዉߔࠆ
ߎߣߢߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ㜞ㅦൻࠍታߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ޔT159߆ࠄTL319߳ߣ㜞⸃ᐲൻߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ߚޕ12UTCߩోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆߦ߅ߌࠆ4ᰴరᄌ
ಽᴺㇱಽߩᚲⷐᤨ㑆ߪޔ㜞⸃ᐲൻ೨ߩ2008ᐕ3
26ᣣ߆ࠄ2011ᐕ1024ᣣߦ߅ߡߪᐔဋ⚂710⑽
㧔ᦨ⍴⚂565⑽ᦨޔ㐳⚂1067⑽㧕ࠍⷐߒߚ৻ޕᣇޔ
㜞⸃ᐲൻᓟߩ2011ᐕ1025ᣣ߆ࠄ2012ᐕ426
ᣣߦ߆ߌߡߪޔᐔဋ⚂804⑽㧔ᦨ⍴⚂779⑽ᦨޔ㐳⚂
848⑽㧕ߢߞߚޕ㜞⸃ᐲൻ೨ࠃࠅᐔဋߢ1.5ಽ⒟
ᐲᚲⷐᤨ㑆ߪᑧ߮ߚ߽ߩߩᬺࠬࠤࠫࡘ࡞ߩᨒ
ౝߦߪචಽ߹ߞߡࠆޔߒ߽ޕᓥ᧪ߩࠗࡦ࠽ࡕ
࠺࡞ߩ߹߹ߢห⒟ᐲߩ⸃ᐲ(T213)߳ߣ㜞⸃ᐲ
ൻߒߡߚߣߔࠇ߫⸃ޔᐲᲧߩ3ਸ਼ߢࠆ2.4⒟
ᐲߩᤨ㑆ࠍⷐߒߡߚߪߕߢࠆޔ߅ߥޕએߩᲧ
セߦ߅ߡߚߒ↪ޔCPUߩᢙߪ㜞⸃ᐲൻߩ೨ᓟ
ߢหߓߢࠆޕ
߹ߚޔߦߍߚᢙ୯ߩᦨ⍴ߣᦨ㐳ߩᲧセ߆ࠄࠊ
߆ࠆࠃ߁ߦޔ㜞⸃ᐲൻએ㒠ߪߘࠇએ೨ࠃࠅᚲⷐᤨ
㑆ߩᄌൻߩ߇ዊߐߊߥߞߚޕታⴕᤨ㑆ߩᮡḰᏅ
ߢᲧセߒߡ߽㜞⸃ᐲൻએ㒠ߪߘࠇએ೨ߩ2ഀ⒟ᐲ
ߩᄢ߈ߐߢࠆ㧔ᢙ୯⇛㧕ޕᓥ᧪ߩࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞
ߢߪ⒖ᵹ㗄ࠍࠝࠗᴺߢ⹏ଔߒߡ߅ࠅޔCFL᧦ઙ
ߩ⚂ࠍฃߌߡߚߩߘޕ⚂ߩਛߢน⢻ߥ㒢ࠅⓍ
ಽᤨ㑆㑆㓒ࠍ㐳ߊߣࠆߚߩᚻᲑߣߒߡޔᵹࠇߩ⁁
ᴫߦᔕߓߡⓍಽᤨ㑆㑆㓒ࠍᄌൻߐߖߡߚߚߩߘޕ
ޔቄ▵ߦࠃࠆᚲⷐᤨ㑆ߩᄌൻ߇ᄢ߈ߊࠫޔߦ․ޔ
ࠚ࠶࠻᳇ᵹߩᒝ߹ࠆർඨߩ౻ቄߦ߅ߡᚲⷐᤨ
㑆߇㕖Ᏹߦ㐳ߊߥࠆ߇ᤨ᛬⏕ߐࠇߡߚ৻ޕ
ᣇޔᣂߒࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߢߪ⒖ᵹ㗄ࠍࡒࠣ
ࡦࠫࡘᴺߢ⹏ଔߔࠆߚⓍಽᤨ㑆㑆㓒ߩ⚂߇✭
ߐࠇޔⓍಽᤨ㑆㑆㓒ࠍ࿕ቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᚲ
ⷐᤨ㑆ߩᄌൻߩ߇ዊߐߊߥߞߚߩߪߎߩߚߢ
ࠆޕ
㪉㪅㪉㪅㪊㩷 ⢛᥊䊶᷹ⷰ⺋Ꮕ㩷
╙1ㇱ╙3.1▵ߢ⸃⺑ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦ࠲࠺ޔห
ൻߦࠃࠅᓧࠄࠇࠆ⸃ᨆ୯ߪޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞߆ࠄឭ
ଏߐࠇࠆ╙৻ផቯ୯ߣ᷹ⷰ୯ߣߩ㑆ߦ᳞ࠄࠇࠆޕ

㐷⣁ 㓉ᔒޔศᧄ ᶈ৻

㪏㪎

㪉㪅㪉㪅㪋㩷 䉰䉟䉪䊦ታ㛎䈮䉋䉎⹏ଔ㩷
ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩ㜞⸃ᐲൻ߮⢛᥊᷹ⷰ⺋Ꮕ
ߩᦝᣂߦࠃࠆ⸃ᨆ੍ႎ♖ᐲߩ⹏ଔࠍⴕ߁ߚޔർ
ඨߦ߅ߌࠆᄐ౻ߘࠇߙࠇ1ࠞ㑆ߩࠨࠗࠢ࡞ታ
㛎ࠍⴕߞߚޕᄐታ㛎ߪޔ2010ᐕ8㧔࠺࠲หൻࠨ
ࠗࠢ࡞ታⴕᦼ㑆㧦2010ᐕ720ᣣ㨪99ᣣ੍ޔႎታ
ⴕᦼ㑆㧦2010ᐕ81ᣣ㨪31ᣣߩฦ12UTC㧕ޔ౻ታ㛎
ߪ2010ᐕ1㧔࠺࠲หൻࠨࠗࠢ࡞ታⴕᦼ㑆㧦2009
ᐕ1220ᣣ㨪2010ᐕ29ᣣ੍ޔႎታⴕᦼ㑆2010ᐕ1
1ᣣ㨪31ᣣߩฦ12UTC㧕ߣߒߚޕએਅߢߪࡦࠗޔ
࠽ࡕ࠺࡞ߩ㜞⸃ᐲൻ߮⢛᥊᷹ⷰ⺋Ꮕࠍᄌᦝ
ߒߚታ㛎ࠍ࠹ࠬ࠻ࠄࠇߎޔᄌᦝࠍⴕߞߡߥታ㛎
ࠍࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߣ⸥ߔࠆޕ

ߘߒߡߩߤߦࠇߙࠇߘޔ⒟ᐲㄭ⚿ᨐߣߥࠆ߆ߪޔ
ޟ⢛᥊⺋Ꮕޠ㧔╙৻ផቯ୯ߩ⺋Ꮕ㧕ߣⷰޟ᷹⺋Ꮕޠ
ߩ㑐ଥߦࠃߞߡ߹ࠆ⺋ߩࠄࠇߎޔߚߩߘޕᏅߩ
⸳ቯߪᓧࠄࠇࠆ⸃ᨆ୯ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆޕ
ߎߎߢߪߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ㜞ㅦൻߦࠊߖߡⴕ
ߞߚޔ⢛᥊⺋Ꮕߣ᷹ⷰ⺋Ꮕߩᄌᦝߦߟߡߏߊ◲න
ߦㅀߴࠆޔ߅ߥޕ⢛᥊⺋Ꮕߣ᷹ⷰ⺋Ꮕߩᄌᦝߦ߁
⸃ᨆ႐߳ߩലᨐߩ⚦ߦߟߡߪޔ㔺ᧁ(2002)ߦ⸥
ㅀߒߡࠆߩߢޔෳᾖߒߡߚߛ߈ߚޕ

㽲 ⢛᥊⺋Ꮕ㩷
⢛᥊⺋Ꮕߩ⸳⸘߿⸘▚ᣇᴺߦߟߡޔᓥ೨ߣߩਥ
ߥᄌᦝౝኈߪ⛔⸘ᦼ㑆ߩᄌᦝߣࠨࡦࡊ࡞ᚑߦ
↪ߔࠆ੍ ႎࡕ࠺࡞ߩ ᄌᦝߢࠅ ޔၮᧄ⊛ߦ┻ౝ
(2002)ߣห᭽ߢࠆޕ࿁ᣂߒߊ⛔⸘ಣℂߒߡᓧࠄ
ࠇߚ⢛᥊⺋Ꮕࠍ↪ߚ႐วޔᓥ᧪ߩ߽ߩࠍ↪ߚ႐
วߦᲧߴߡ⸃ᨆߦࠃࠆୃᱜ㊂߇ዊߐߊߥࠆะ߇
⏕ߐࠇߚ㧔หߓ᷹ⷰ⺋Ꮕ߮หߓ᷹ⷰ࠺࠲ࠍ↪
ߚ႐ว㧕ޔߪࠇߎޕᣂߒ⢛᥊⺋Ꮕ߇ᓥ᧪ߩ߽ߩ
ߦᲧߴߡዊߐߊⓍ߽ࠄࠇߚߎߣࠍᗧߔࠆޕᓥ᧪
ߩ⢛᥊⺋Ꮕߪ2004ᐕ߆ࠄ2005ᐕߦ߆ߌߡߩᦼ㑆ࠍ
ኻ⽎ߦⓍ߽ࠄࠇޔ࿁ߩ⛔⸘ߪ2008ᐕ߆ࠄ2009
ᐕߦ߆ߌߡߩᦼ㑆ࠍኻ⽎ߦⓍ߽ࠄࠇߡࠆߎߣ
߆ࠄޔGSMߩ⛮⛯⊛ߥ♖ᐲะࠍᤋߒߡߩߎߣߣ
ℂ⸃ߔࠇ߫ᅷᒰߥะߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㽲 ኻೋᦼ୯ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
࿑2.2.1ߪޔ500hPa㜞ᐲ੍ႎߩᐔᣇᩮᐔဋੑਸ਼⺋
Ꮕ(RMSE)ߩᡷༀ₸ߢࠆޕർඨߢߪޔᄐ౻ߣ߽
ߦߨᡷༀߒߡࠆ߇ޔධඨߩ౻ታ㛎ߢߪ2ᣣ੍
ႎએ㒠ߪᡷᖡߔࠆ⚿ᨐߣߥߞߚޕධඨߩᡷᖡߩේ
࿃ߦߟߡ⠨ኤߔࠆߣޔᶏᵗߩਥⷐߥ᷹ⷰ࠺࠲
ߢࠆⴡᤊ᷹ⷰߦ߅ߡ᷹ⷰ⺋Ꮕࠍᦝᣂߒߚ࠺
࠲ߪ᳇᷷ߦᗵᐲࠍᜬߟAMSU-Aߛߌߢࠅࠇߎޔએ
ᄖߩ࠺࠲㧔ᄢ᳇ㅊ〔㘑߿ࡑࠗࠢࡠᵄᢔੂ⸘╬㧕ࠍ
ᦝᣂߒߡߥߦࠇߎޕട߃ߡޔධඨߪർඨߦ
Ყߴߡᓥ᧪ဳ᷹ⷰ߇ዋߥߚⷰޔ᷹⺋Ꮕࠍᦝᣂߔ
ࠆߎߣߦࠃࠆലᨐ߇ዊߐߎߣ߇ේ࿃ߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫࠍ㐓ߺޔᓟߪ࿁ᦝᣂߒߥ߆

㽳 ᷹ⷰ⺋Ꮕ㩷
᷹ⷰ⺋Ꮕߪޔ᷹ቯ⺋Ꮕߛߌߢߥߊޔᩰሶὐ߆ࠄⷰ
᷹ὐߦౝᝌߔࠆ㓙ߩ⺋Ꮕ㧔ౝᝌ⺋Ꮕ㧕߿╙৻ផቯ
୯ߣ᷹ⷰߩⓨ㑆ઍᕈߩ㆑ߦ࿃ߔࠆ⺋Ꮕ㧔ઍ
ᕈ⺋Ꮕ㧕ߥߤޔ᭽⺋ߥޘᏅࠍߚ߽ߩߢࠆߎޕ
ߩߚ੍ޔႎࡕ࠺࡞ߩ㜞⸃ᐲൻߦࠃࠅઍᕈ⺋Ꮕ
߿ౝᝌ⺋Ꮕ߇ዊߐߊߥࠇ߫ߩߎޔᓇ㗀ࠍᤋߒߚⷰ
᷹⺋Ꮕࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
᷹ⷰ⺋Ꮕߪޔศᧄ(2010)ߦ⸥ㅀߐࠇߡࠆᣇᴺࠍ
↪ߡ▚ߒߚ୯ࠍࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ߩ⚿ᨐࠍෳ⠨ߦ
ᓸ⺞ᢛߒߚ⚿ᨐޔᓥ᧪ߩ୯ߦᲧߴߡో⊛ߦዊߐ
୯ߣߥߞߚߩߎޕේ࿃ߣߒߡޔᓥ᧪ߩ᷹ⷰ⺋Ꮕߪ4
ᰴరᄌಽᴺߩዉ೨߆ࠄ↪ߐࠇߡߚߎߣ߇
ߍࠄࠇࠆޕ㗅ᰴ㜞⸃ᐲൻߐࠇߡ߈ߚᢙ୯੍ႎࡕ࠺
࡞ߦࠃࠅౝᝌ⺋Ꮕ߿ઍᕈ⺋Ꮕ߇ዊߐߊߥߞߚߎ
ߣߣℂ⸃ߔࠇ߫ⷰߩߎޔ᷹⺋Ꮕߩᄌൻะߪᅷᒰߣ
⠨߃ࠄࠇࠆޔ߅ߥޕ࿁ߩᄌᦝߢߪ⸃ޔᨆ୯ߦᄢ߈
ߥᓇ㗀ࠍ߷ߔᓥ᧪ဳ᷹ⷰ㧔ࠫࠝ࠱ࡦ࠺⥶ޔⓨᯏޔ
SYNOPޔSHIPޔBUOY㧕߮ⴡᤊߦࠃࠆノᐲ᷷ᐲ
᷹ⷰߩࡑࠗࠢࡠᵄࠨ࠙ࡦ࠳(AMSU-A)ߩߺࠍᦝᣂߒ
ߚޕ

ᄐ ታ 㛎

4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
24

48

72

96

120

144

168

192

216

168

192

216

੍ႎᤨ㑆 㪲㩷ᤨ㑆 㪴

౻ ታ 㛎

4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
24

48

72

96

120

144

੍ႎᤨ㑆 㪲㩷ᤨ㑆 㪴

࿑2.2.1 ೋᦼ୯ߦኻߔࠆ500hPa㜞ᐲ੍ႎߩᐔᣇᩮᐔ
ဋੑਸ਼⺋Ꮕߩᡷༀ₸ޕ࿑ߪᄐታ㛎ޔਅ࿑ߪ౻ታ㛎ߩ
⚿ᨐߢࠆ߇✢⿒ޔߚ߹ޕർඨ߇✢✛ޔධඨޔᮮ
ゲߪ੍ႎᤨ㑆[ᤨ㑆]ࠍ␜ߔޕ

㪏㪏

✢㧕ߦߟߡ(a)ߣ(b)ࠍᲧセߔࠆߣޔ㜞⸃ᐲߩࠗࡦ
࠽ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚᣇ߇ୃޔᱜ㊂ߩᝄߪࠃࠅᄢ߈
ߊޔ᳓ᐔࠬࠤ࡞ߪࠃࠅዊߐߩߎޕᗐታ㛎ߢߪ
บ㘑ߣ߁੍߇࡞࠺ࡕోޔ᷹ኻ⽎ߣߔࠆ⽎ߩਛ

ߞߚ࠺࠲߽ߡ᷹ⷰ⺋Ꮕࠍౣᬌ⸛ߔࠆ੍ቯߢ
ࠆޕ

㽳 ᣣᧄၞ䈮䈍䈔䉎㒠᳓ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
ᣣᧄၞߩ㒠᳓ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߦߟߡ⏕ߔࠆߚ
ޔ5mm/12hߩࠛࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔ኻ
AMeDAS㧕ࠍ࿑2.2.2ߦ␜ߔޕ౻ታ㛎ߦ߅ߡޔ㒠
᳓ࠬࠦࠕߪਛ┙ߛ߇ޔᄐታ㛎ߢߪ60ᤨ㑆੍ႎ߹ߢ㒠
᳓ࠬࠦࠕ߇ᡷༀߔࠆะߦࠆޕ

䋨a䋩ᄐታ㛎

㽴 บ㘑ㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕ㩷
࿑2.2.3ߦޔᄐታ㛎ᦼ㑆ߦ⊒↢ߒߚบ㘑╙4ภ߆ࠄ
╙10ภ߹ߢ7ߟߩบ㘑ߦ߅ߌࠆㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕߩᐔဋ
ࠍ␜ߔߩߎޕ࿑߆ࠄߡ߅ߦ࠻ࠬ࠹ޔ⍎ߥᡷༀ߽
ᡷᖡ߽ߥߊోޔ⊛ߦਛ┙ߢࠆߎߣ߇್ࠆޕ72ᤨ
㑆੍ႎએ㒠ߢᡷༀߔࠆะ߇ࠄࠇࠆ߽ߩߩᗧ
ᕈߪήߊోޔ⊛ߦߪਛ┙ߩ⚿ᨐߢࠆޕ

੍ႎᤨ㑆 [ ᤨ㑆 ]

㪏㪐

䋨b䋩౻ታ㛎

੍ႎᤨ㑆 [ ᤨ㑆 ]

࿑2.2.2 ࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ߦ߅ߌࠆ5mm/ 12hߩ㒠᳓ߩࠛ
ࠢࠗ࠲ࡉ࡞ࠬ࠶࠻ࠬࠦࠕ㧔ኻAMeDAS㧕(ޕa)ߪᄐታ
㛎(ޔb)ߪ౻ታ㛎ߩ⚿ᨐߢࠆޔ࠻ࠬ࠹߇✢⿒ޔߚ߹ޕ
㕍✢߇ࠦࡦ࠻ࡠ࡞ޔᮮゲߪ੍ႎᤨ㑆[ᤨ㑆]ࠍ␜ߔޕ
ߥ߅ޔ࿑ਛߩࠛࡃߪޔ95%ା㗬㑆ߢࠆޕ

ἇὅἩἽૠ

ʖإᛚࠀίᶉᶋὸ

㽵 ᬌ⸽㩷
࿑2.2.4ߦ2010ᐕ88ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩ12ᤨ㑆
੍ႎߩࠍ␜ߔ੍ߩ࠻ࠬ࠹ޕႎߢࠄࠇࠆ♿દඨፉ
ᴒߩ㒠᳓㧔㕍⍫ශ㧕ߪ⸃ޔᨆ㔎㊂߆ࠄታ㓙ߦ㒠᳓߇
ࠄࠇߕߩ࡞ࡠ࠻ࡦࠦޔᣇ߇ታᴫߦㄭ੍ᗐߦߥ
ߞߡࠆ↰⑺ޔߒ߆ߒޕᴒ߮ᾢᧄᶏߦࠄࠇ
ࠆ㒠᳓㧔⿒⍫ශ㧕ߦߟߡߪߩ࠻ࠬ࠹ޔᣇ߇ࠦࡦ࠻
ࡠ࡞ߦᲧߴߡታᴫߦㄭ੍ႎߣߥߞߡࠆޕ
⍹၂ፉઃㄭߦࠆบ㘑╙4ภߦߟߡޔ12ᤨ㑆੍
ႎߩᶏ㕙᳇㧔࿑ਛߩ(a)ߣ(b)㧕ࠍᲧセߔࠆߣࡦࠦޔ
࠻ࡠ࡞ߢߪ߶߷หᔃ⁁ߩบ㘑߇੍ႎߐࠇߡ
ࠆ߇ߦ᧲ߪߢ࠻ࠬ࠹ޔᐢ߇ࠆᱡࠎߛᒻߩบ㘑ߣߒ
ߡ੍ႎߐࠇߡࠆ੍ޕႎኻ⽎ᤨೞߦ߅ߌࠆ⸃ᨆ⚿ᨐ
ߩᶏ㕙᳇㧔࿑ਛߩ(d)ߣ(e)㧕ߣᲧセߔࠆߣ࠻ࠬ࠹ޔ
ߩ੍ႎߪࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߦᲧߴߡบ㘑ߩ߇⦟ߊ
ߥߞߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔߪࠇߎޕ
ࠍ㜞⸃ᐲൻߔࠆߎߣߦࠃࠅޔบ㘑ߩ᭴ㅧࠍࠃࠅᱜ
ߒߊߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߚ⚿ᨐߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㩷
㪉㪅㪉㪅㪌㩷 䉟䊮䊅䊷䊝䊂䊦䈱㜞⸃ᐲൻ䈏䉅䈢䉌䈜ലᨐ
䈮䈧䈇䈩㩷
ᦨᓟߦࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩ㜞⸃ᐲൻߦࠃߞߡᦼ
ᓙߐࠇࠆലᨐߦߟߡ⸃ޔᐲߩ⇣ߥࠆࠗࡦ࠽ࡕ
࠺࡞ࠍ↪ߚᗐታ㛎ߩ⚿ᨐࠍ߽ߣߦ◲නߦ␜ߔޕ
߹ߕޔᗐታ㛎ߩⷐࠍ␜ߔ╙ޕ2.2.4㗄ߢㅀߴߚ
ࠨࠗࠢ࡞ታ㛎ߦ߅ߌࠆ2010ᐕ720ᣣ18UTCߩ࠺
࠲ࠍᒁ߈⛮߉ޔบ㘑ࡏࠟࠬ࠺࠲ߩߺࠍ᷹ⷰ࠺
࠲ߣߒߡ↪ߒߡ2010ᐕ721ᣣ00UTCߩ⸃ᨆ
ࠍⴕߞߚ⸃ߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޕᐲ߇(a)TL159ߩ႐
ว(ޔb)TL319ߩ႐วߩੑㅢࠅߦߟߡታ㛎ࠍⴕߞߚޕ
࿑2.2.5ߦ850hPa㕙᷵ᐲߩ⸃ᨆ୯৻╙ޔផቯ୯ޔ
⸃ᨆߦࠃࠆୃᱜ㊂㧔ਔ⠪ߩᏅ㧕ࠍ␜ߔୃޕᱜ㊂㧔㕍

ʖ ᧓إᵹᴾ᧓ ᵻ

࿑2.2.3 บ㘑ㅴ〝੍ႎ⺋Ꮕޔ࠻ࠬ࠹ߪ✢⿒ޕ㕍✢ߪࠦ
ࡦ࠻ࡠ࡞ߩ੍ႎ⚿ᨐ㧔Ꮐゲ㧕⿒ޔὐߪࠨࡦࡊ࡞ᢙ㧔ฝ
ゲ㧕ߢࠆ⺋ޔߪࡃࠛޕᏅߩ⊒↢߇ᱜⷙಽᏓߦ
ᓥ߁ߣቯߒߚ႐วߦ߅ߌࠆ95%ା㗬㑆ࠍߒߡ
ࠆޔߚ߹ޕ࿑ਛߩٕ߇✛⦡ߩ႐วߦߪޔਔታ㛎ߩᏅ
߇ᗧߢࠆߎߣࠍ␜ߔ߇ޔ࿁ߩታ㛎ߢߪᗧߥᏅ
ߪࠄࠇߥ߆ߞߚޕ

䋨a䋩䉮䊮䊃䊨䊷䊦12ᤨ㑆੍ႎ

䋨b䋩䊁䉴䊃12ᤨ㑆੍ႎ

䋨d䋩䉮䊮䊃䊨䊷䊦⸃ᨆ⚿ᨐ

䋨e䋩䊁䉴䊃⸃ᨆ⚿ᨐ

䋨c䋩⸃ᨆ㔎㊂䋨mm/3h䋩

࿑2.2.4 2010ᐕ88ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩ12ᤨ㑆੍ႎߩ⚿ᨐ(ޕa)ࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߦ߅ߌࠆ੍ႎ⚿ᨐ㧔ᶏ㕙᳇ޔ㘑ޔ
3ᤨ㑆Ⓧ▚㒠᳓㊂㧕
(ޔb)࠹ࠬ࠻ߦ߅ߌࠆ੍ႎ⚿ᨐ(ޔc)੍ႎኻ⽎ᤨೞߦ߅ߌࠆ⸃ᨆ㔎㊂㧔3ᤨ㑆Ⓧ▚㧕
(ޔd)ࠦࡦ࠻ࡠ
࡞ߦ߅ߌࠆ੍ႎኻ⽎ᤨೞߩ⸃ᨆ⚿ᨐ㧔ᶏ㕙᳇㧕(ޔe)࠹ࠬ࠻ߦ߅ߌࠆ੍ႎኻ⽎ᤨೞߩ⸃ᨆ⚿ᨐ㧔ᶏ㕙᳇㧕ޕ

ߢߪᲧセ⊛ⓨ㑆ࠬࠤ࡞߇ዊߐߊ㧔╙1ㇱ࿑1.4.1㧕ޔ
⺋Ꮕᚑ㐳߇ㅦߣᕁࠊࠇࠆ⽎ࠍኻ⽎ߣߒߡࠆ
ߩߢߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ㜞⸃ᐲൻߦ߁ߎ߁ߒߚ
⽎ߦኻߔࠆ⢻ജߩะ߇એߩ㆑ࠍ߽ߚ
ࠄߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆߩ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗߦ߁ࠃߩߎޕ
㜞⸃ᐲൻߦࠃߞߡޔਥߦ᳓ᐔࠬࠤ࡞ߩዊߐߥ
⽎ߩㄝߦ߅ߡ⸃ޔᨆߦࠃࠆୃᱜ㊂ߩ⢻ജߩ
ะ㧔ዊߐࠬࠤ࡞ߩ⽎ߦኻߒߡዊߐࠬࠤ
࡞ߩୃᱜ㊂╬㧕߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ
ߥ߅╙ޔ2.2.1㗄ߢㅀߴߚࠃ߁ߦ࡞࠺ࡕ࠽ࡦࠗޔ
ߪࠕ࠙࠲ࡕ࠺࡞ࠍૐ⸃ᐲൻ◲⚛ൻߒߚᢙ୯੍
ႎࡕ࠺࡞ߢࠅޔਔ⠪ߩ㆑ߪ⸃ᐲߛߌߢߪߥޕ
੍ႎ♖ᐲะߩߚߦߪޔਔ⠪ߩ⸃ᐲߩᏅࠍシᷫ
ߔࠆߎߣߪ߽ߜࠈࠎᔅⷐߢࠆ߇ߪߢߌߛࠇߘޔච
ಽߢߪߥ‛ޕℂㆊ⒟ࠍߪߓߣߒߚࠗࡦ࠽ࡕ࠺
࡞ߩޟਛりߦࠇߘߩ࡞࠺ࡕ࠲࠙ࠕࠍޠㄭߠߌࠆദ
ജ߇ᔅⷐߢࠅߩߎޔὐߪᓟ߽⛮⛯ߔࠆ㐿⊒⺖㗴
ߢࠆޕ

㪐㪇
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Inc VOR[m/s]

(a)

Inc VOR[m/s]

(b)

(c)

࿑2.2.5 ࠗࡦ࠽ࡕ࠺࡞ߩ⸃ᐲߦࠃࠆ⸃ᨆ⚿ᨐߩ㆑
㧔ታ㛎⸳ቯߪᧄᢥෳᾖ㧕
(ޕa)ߪTL159ߩ႐วߢ❑ޔ
ゲߪ850hPa㕙᷵ᐲߩ⸃ᨆ୯㧔㤥㧕
㧔Ꮐゲߢනߪm/s㧕
ޔ
╙৻ផቯ୯㧔✛㧕
㧔หᏀ㧕߮⸃ᨆߦࠃࠆୃᱜ㊂㧔㕍㧕
㧔ฝゲߢනߪm/s㧕
ޔᮮゲߪ〒㔌ߢឬ↹▸࿐ߪ(c)ߩ
㕍✢ㇱಽ(ޕb)ߪTL319ߩ႐วޕ

㪐㪈

㻞㻚㻟㻌 ᒙ✚㞼䝇䜻䞊䝮䛾ᨵⰋ 㻝㻌

ᓊࡢᾏୖ࡛ࡣࠊពᅗࡋࡓ࠾ࡾᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀ㢖
⦾Ⓨືࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㝣ୖ࡛ࡣࠊ᪥୰
ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀⓎືࡋ࡚࠾ࡾࠊࢧࣁࣛ◁₍➼ࡢ㞼
㔞ࡀᜏᖖⓗᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡛ࡶᒙ✚㞼ࢫ࣮࢟
࣒ࡀⓎືࡋ࡚ୗᒙ㞼ࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ᪥ᮏ
ᾏୖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⾨࡛ᫍ㞼ࡀほ ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࢃࡽࡎࠊGSM࡛ࡣ㞼ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓ
ࡀணሗ⌧ᴗ࡛ࡓࡧࡓࡧሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜ␒⪅
ࡀࡑࡢ㒔ᗘࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࡸ⾨ᫍほ ࠊ
ୗᒙࡢ‵ࡾලྜ➼ࡽୗᒙ㞼ࡢணࡢㄗࡾࢆุ᩿
ࡋࠊಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㻞㻚㻟㻚㻝㻌 ᒙ✚㞼䝇䜻䞊䝮䛾ᴫせ䛸ၥ㢟Ⅼ㻌
ள⇕ᖏ㝣すᓊࡢᾏୖࡣᾏ㠃Ỉ ࡀ࿘ᅖẚ
࡚పࡃࠊࣁࢻ࣮ࣞᚠ⎔ࡢୗ㝆ὶᇦ࠶ࡓࡿࡇࡽ
ᙉ࠸㏫㌿ᒙࡀ⏕ࡌࠊẼୗᒙᒙ✚㞼ࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ
࠸⎔ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊள⇕ᖏ㝣すᓊࡢ
ᾏୖ࡛ࡣࠊྠ⦋ᗘᖏẚ࡚㞼㔞ࡀከࡃ㸦ᅗ2.3.1㸧ࠊ
㞼ࡀ᪥ᑕࢆ㐽ࡿ᪥ചຠᯝࡼࡾᆅ⾲㠃㏆ࡀ෭༷
ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ள⇕ᖏ㝣すᓊࡢᾏὒᛶᒙ
✚㞼ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ⌫ࣔࢹࣝ(GSM)࡛ࡣ2004
ᖺࡼࡾᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࢆᑟධࡋ࡚࠾ࡾࠊள⇕ᖏ㝣
すᓊࡢᾏୖ࠾ࡅࡿᨺᑕᨭࡢᨵၿࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᕝྜ 2004㸧ࠋ
⌧GSM࡛ࡣࠊ᱁ᏊⅬࡈᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࢆⓎື
ࡉࡏࡿ࠺ࡢ᮲௳ุᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ
ࡣࠊᆅୖࢆ1000hPaࡋࡓࡁ927hPaࡼࡾୗᒙ
࡛ࠊ࡞࠾ࡘᆅ⾲㠃ࡽࡢ㧗ᗘࡀ100m௨ୖ࠶ࡿ᱁
ᏊⅬࡘ࠸࡚ࠊ┤ୖᙉ࠸㏫㌿ᒙࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᆅⅬ
ࡢᆅ⾲㏆ࡃࡢẼࡀᙉᏳᐃ࡛ࡣ࡞࠸ሙྜᒙ✚㞼
ࢫ࣮࣒࢟ࢆⓎືࡉࡏࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋࡋࠊࡇ
ࢀ࡛ࡣࠊⓎື᮲௳᱁ᏊෆࡢỈẼ㔞ࡘ࠸࡚ࡢ
ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊỈẼ㔞ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗ
࡚ࡶᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀⓎືࡋࠊ㐣ୗᒙ㞼ࢆ⏕ᡂ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿GSMࡀ᪥ᮏᾏୖࡸ
⡿➼ࡢ㝣ୖ࠾࠸࡚㐣࡞ୗᒙ㞼ࢆணࡍࡿ
ࡀ࠶ࡾࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀุ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ㔝⏣ 2008; Shimokobe et al. 2012;
Shimokobe 2012㸧ࠋᅗ2.3.2⌧GSM࠾ࡅࡿ๓6
㛫ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࢆ♧ࡍࠋள⇕ᖏ㝣す

ᅗ 2.3.1  ISCCP(International Satellite Cloud
Climatology Project)ࡼࡿ 1983 ᖺ 7 ᭶ࡽ 2009
ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛ࡢ㞼㔞[0-1]ࡢᖹᆒ್ࠋ್ࡀࡁ࠸
㞼㔞ࡀከ࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㟷ᯟࡢሙᡤࡀ㝣す
ᓊ⨨ࡍࡿ࡞ள⇕ᖏᾏὒᛶᒙ✚㞼ࡢⓎ⏕ࡍࡿ
㡿ᇦࠋ
1

ୗἙ㑓 ᫂ࠊྂἙ ㈗⿱
ᆅ⾲㏆ࡃࡀᙉᏳᐃ࡛࡞࠸࠸࠺᮲௳ࡣࠊኪ㛫ࡢ㝣ୖ࡞
࡛㐣࡞ᒙ✚㞼ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࡇࢆ㜵ࡄࡓࡵᑟධࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 2.3.2 ࠶ࡿ᪥ࡢ⌧ GSM ࠾ࡅࡿ๓ 6 㛫ࡢᒙ✚
㞼 ࢫ ࢟ ࣮ ࣒ Ⓨ ື 㢖 ᗘ [0-1] ࠋ ୖ  ࡽ 00UTC ࠊ
06UTCࠊ12UTCࠊ18UTC ࡛ࡢ್ࠋ

2

㪐㪉

㻞㻚㻟㻚㻞㻌 ᨵⰋ䛾ᴫせ㻌
┦ᑐ‵ᗘࡀప࠸ሙᡤ࡛ࡣࠊ㞼ࡣ⏕ᡂࡉࢀࡃ࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື᮲௳ࠊ
┦ᑐ‵ᗘࡀ࠶ࡿ㜈್௨ୖ࠸࠺᮲௳ࢆ᪂ࡓ㏣ຍ
ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ 3ࠋࡓࡔࡋࠊ㜈್⏝ࡍࡿ┦ᑐ‵
ᗘ  ࡣࠊ㞼Ỉࢆ࡚Ⓨࡉࡏࡓ࠺࠼࡛ࡢỈ≀
㉁㔞ᑐࡍࡿ┦ᑐ‵ᗘ࡛࠶ࡾࠊḟࡢᘧ࡛ィ⟬ࡉࢀࡿ
㔞࡛࠶ࡿࠋ

  =

 + 
  ( )

(2.3.1)

ࡇࡇ࡛ࠊ ,  ,   ,  ࡣࡑࢀࡒࢀࠊỈẼ㔞[kg/kg]ࠊ
㞼 Ỉ 㔞 [kg/kg] ࠊ㣬 Ỉ Ẽ 㔞 [kg/kg] ࠊ ᾮỈ ᗘ
 [K]࡛࠶ࡾࠊ, ,
ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ
 =   
Ẽ [K]ࠊỈࡢⓎࡢ₯⇕[J/kg]ࠊ⇱Ẽࡢᐃᅽẚ
⇕[J/kg/K]࡛࠶ࡿࠋᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡣ㛫✚ศࡢࢫ
ࢸࢵࣉࡈᒙ✚㞼ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠺ࢆデ᩿ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ᮲௳ࢆุᐃࡍࡿⅬ࡛ࡣࠊᒙ✚㞼ࡀᏑᅾࡋ
࡞࠸ࡇࢆ௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
ࡋࡓࠋ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື᮲௳ 
0.8 ࠸࠺᮲௳ࢆ㏣ຍࡋ࡚⾜ࡗࡓᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࠊ⌧
ᅾࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ⡆༢⤂ࡍࡿࠋ௨ୗࠊ⌧
࣮ࣝࢳࣥࡢGSMࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ(CNTL)ࠊᒙ✚㞼ࢫ
࣮࣒࢟ᮏᨵⰋࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࢆࢸࢫࢺ(TEST)ࡍ
ࡿࠋ

ᅗ 2.3.3 (a)2011 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 00UTC ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ
ᇦࡢኳẼᅗࠊ(b)2011 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 0531UTC ࠾
ࡅࡿ MTSAT ࡼࡿ᪥ᮏᇦࡢྍど⏬ീࠊ(c)2011
ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 06UTC ࠾ࡅࡿ CNTL ࡢྍどண
⾨ᫍ⏬ീࠊ(d)2011 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 06UTC ࠾ࡅࡿ
TEST ࡢྍどண⾨ᫍ⏬ീࠋTEST ཬࡧ CNTL
ࡣ 4 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ึᮇ್ FT=18 ࡢ್ࠋ⛅⏣ࡢ
࣓ࢲࢫࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ㯤Ⰽࡢ༳࡛ᅗ♧ࡋࡓࠋ

㻞㻚㻟㻚㻟㻌 ᪥ᮏᾏ䛻䛚䛡䜛㐣䛺ᒙ✚㞼䛾㻌
GSMࡀ 㐣࡞ୗᒙ㞼ࢆணࡋࡓࡋ࡚ࠊ
2011ᖺ4᭶6᪥ࡢ᪥ᮏᾏ࿘㎶ᇦࢆᣲࡆࡿࠋᅗ2.3.3(a)
ࡢኳẼᅗぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡇࡢ᪥ࡢ᪥ᮏ࿘㎶ࡣ㧗
ẼᅽそࢃࢀࠊᅜⓗᬕࢀࡢኳẼ࡛࠶ࡾࠊୗᒙࡣ
⇱ࡋࡓ≧ែ࠶ࡗࡓࠋᅗ2.3.3(b)ࡣ2011ᖺ4᭶6᪥
0531UTCࡢMTSATࡢྍど⏬ീ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏᾏࡣ
ࢇ㞼ࡀ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᅗ2.3.3(c)ࡣࠊCNTLࡢྍ
どண⾨ᫍ⏬ീ 4࡛࠶ࡾࠊᮾᆅ᪉ࡢ୍㒊ࡸ᪥ᮏᾏ࡛
㞼ࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊMTSATࡢ⏬ീࡣࡁࡃ␗࡞
ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ TEST ࡢ ྍ ど ண  ⾨ ᫍ ⏬ ീ ࡛ ࡣ ࠊ ᅗ
2.3.3(d)ࡢࡼ࠺ࡇࡢ㞼ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊMTSATࡢ⏬ീ
㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ2.3.4ࡣࠊࡇࡢࡁࡢCNTL
TESTࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘཬࡧୗᒙ㞼㔞ࢆ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋTEST࡛ࡣࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀ
Ⓨືࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࠊୗᒙ㞼ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽୖ✵ࡢ㞼㔞➼ࡽኳẼࢆ᥎ᐃࡋࡓ
࠾ኳẼ࣐ࢵࣉ㸦ᅗ2.3.5㸧࡛ࡶCNTL࡛᪥ᮏᾏᗈࡀ

ᅗ 2.3.4 2011 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 06UTC ࠾ࡅࡿ᪥ᮏᇦ
࡛ࡢ GSM ࡼࡿ๓ 6 㛫ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື
㢖ᗘ[0-1]㸦ୖẁ㸧ཬࡧୗᒙ㞼㔞[0-1]㸦ୗẁ㸧ࠋ
(a)CNTL ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࠊ(b)TEST ࡢ
ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࠊ(c)CNTL ࡢୗᒙ㞼㔞ࠊ
(d)TEST ࡢୗᒙ㞼㔞ࠋࡇࢀࡽࡣ 4 ᭶ 5 ᪥ 12UTC
ึᮇ್ FT=18 ࡢ್ࠋ

3

GSM ࡛ࡢ┦ᑐ‵ᗘࡣ᱁Ꮚᖹᆒ㔞࡛࠶ࡾࠊ᱁Ꮚయ࡛㣬
㐩ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ᱁Ꮚࡢ୍㒊࡛ࡣ㣬ࡋ࡚㞼ࡀ⏕ᡂ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 GSM ணሗ್ࡘ࠸࡚ࠊᨺᑕఏ㐩ࢆ⪃៖ࡋ࡚⾨ᫍ⏬ീ
┤᥋ẚ㍑࡛ࡁࡿࡼ࠺సᡂࡉࢀࡓ⏬ീ㸦⏣ 2006㸧
ࠋ

ᅗ 2.3.5 2011 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 06UTC ࠾ࡅࡿ᪥ᮏᇦࡢ
GSM ࠾ኳẼ࣐ࢵࣉࠋ
㸦ᕥ㸧CNTLࠊ
㸦ྑ㸧TESTࠋࡇࢀ
ࡽࡣ 4 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ึᮇ್ FT=18 ࡢ್ࠋ

㪐㪊

ᅗ 2.3.6 2011 ᖺ 4 ᭶ 5 ᪥ 12UTC ࡽ⩣᪥ 12UTC ࡲ࡛ࡢ⛅⏣ࡢ࣓ࢲࢫほ ᆅⅬ࠾ࡅࡿ᪥↷㛫ࡢྜ[0-1]
㸦ᕥ㸧
ࠊᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞[W/m2]㸦୰㸧
ࠊᆅୖẼ [Υ]㸦ྑ㸧
ࠋᶓ㍈ࡣ้ࠋ㯮⥺ࡀ࣓ࢲࢫࡼࡿほ ್ࠊ㟷
⥺ࡀ CNTLࠊ㉥⥺ࡀ TESTࠋGSM ணሗ್ࡣ FT=0㹼24ࠋ

ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡢ㡿ᇦࡀTEST࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟࠊ᪥ᑕཬࡧᆅୖẼ ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡇࡢ᪥ࡢ⛅⏣࠾ࡅࡿ࣓ࢲࢫࡢほ ್GSMࡢ
ணሗ್ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡇࡢ᪥ࡢ⛅⏣ࡢᐇ㝿ࡢኳẼࡣࠊ
ࡰᛌᬕ࡛࠶ࡿࡀࠊᅗ2.3.3(c)ࢆぢࡿࠊCNTL࡛ࡣࠊ
⛅⏣ୖ✵㞼ࡀࡿண࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ2.3.6ࢆ
ぢࡿCNTL࡛ࡣ᪥↷㛫ࡢྜࡀṇ༗㡭ࢆ㝖࠸࡚
0࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊTEST࡛ࡣ᪥୰1࡞ࡾࠊほ ್
ᩚྜࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊTEST࡛
ࡣCNTLẚࠊ᪥୰ࡢᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞ࡀቑ
ຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡃṇ༗ࡣࠊ200W/m2㏆࠸ᕪ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᪥୰ࡢᆅୖẼ ࡀTEST࡛
ࡣୖ᪼ࡋࠊほ ್㏆࡙ࡃ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㻞㻚㻟㻚㻠㻌 㻌 䝃䜲䜽䝹ᐇ㦂䛻䜘䜛᳨ド䠄⡿㝣䠅㻌
ࡇࡇ࡛ࡣ⡿㝣ୖ࡛ࡢ㐣࡞ୗᒙ㞼ࡘ࠸࡚ࠊ
2011ᖺ8᭶ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⌫ࢧࢡࣝᐇ㦂 5 ࡽᚓ
ࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ㏙ࡿࠋᅗ2.3.2ࢆぢࡿ18UTCࡽ
00UTCࡅ࡚ࠊ⡿㝣࡛ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀⓎື
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࣛࢪ࢜ࢰࣥ
ࢹほ ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ00UTCࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸
ࡃࡇࡍࡿࠋᅗ2.3.7ࡣࠊ2011ᖺ8᭶ࡢ00UTC࠾
ࡅࡿ⡿ᇦ࡛ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࠊᆅୖୗྥ
ࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞ࠊ925hPaẼ ཬࡧ850hPaẼ ࡘ࠸
࡚ࠊTESTCNTLࡢᕪࢆ1᭶ᖹᆒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏᾏࡢྠᵝࠊTEST࡛ࡣCNTLẚ࡚
㝣ᇦ࡛ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࡀῶᑡࡋࡓ⤖ᯝ
㸦ᅗ2.3.7(a)㸧ࠊୗᒙ㞼ࡀῶᑡࡋ㸦ᅗ␎㸧
ࠊᆅୖୗྥࡁ
▷Ἴᨺᑕ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2.3.7(b)㸧ࠋࡉࡽࠊ
ᆅ⾲㠃ࡽẼࡀᬮࡵࡽࢀࡓࡇ➼ࡼࡾࠊᑐὶᅪ
ୗᒙࡢẼ ࡶୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2.3.7(c)ࠊ(d)㸧
ࠋ
ࡇࢀࡽࡢኚࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࠺☜ㄆࡍࡿࡓ
ࡵᨺᑕほ ࢹ࣮ࢱཬࡧࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹࡼࡿほ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ2.3.8ࡣࠊ2011ᖺ8
5

ゎᯒணሗࢧࢡࣝࢆᐇ㝿ᐇ⾜ࡋ࡚ࠊほ ࢹ࣮ࢱྠࡢ
ຠᯝࡲ࡛ྵࡵࡓ⌧ᴗࡼࡾ㏆࠸ᙧ࡛ᐇ㦂ࡍࡿࡶࡢࠋ

㪐㪋

᭶ࡢ⡿ࣇ࢛࣮ࢺ࣌ࢵࢡ࡛ࡢᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕ
㔞ࡢほ ್GSMணሗ್ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋࣇ࢛࣮ࢺ
࣌ࢵࢡࡣࠊᅗ2.3.7࡛⥳Ⰽ༳ࡢሙᡤ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
CNTLTEST࡛ᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞ࡢᕪࡀẚ㍑
ⓗࡁ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋCNTL࡛ࡣGSMணሗ್ࡀほ
್ẚ࡚㐣ᑠ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊTEST࡛ࡣᨵၿࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊほ ್ணሗ್ࡀ➼ࡋ࠸ࡇࢆ♧ࡍഴࡁ
45ᗘࡢ⥳Ⰽࡢ⥺ୖⅬࡀࡼࡾከࡃᐦ㞟ࡍࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊGSMணሗ್ࡀほ ್ẚ࡚㐣
࡛࠶ࡗࡓࡘ࠸࡚ࡣࠊCNTLTEST࡛ศᕸ
ࢇᕪ␗ࡀ࡞ࡃࠊᮏᨵⰋࡼࡾᝏࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋ௨ୖࡼࡾࠊTEST࡛ࡣࠊᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡀ㐣
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓୗᒙ㞼ࡔࡅࡀ࠾࠾ࡴࡡ㐺ษῶᑡ
ࡋࡓࡇ࡛ࠊᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕࡢணሗ್ࡀ㐣ᑡ࡞
࡛ࡢࡳᨵၿࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ 2.3.9  2011 ᖺ 8 ᭶ 00UTC ࡢ  ⡿  ࠾ ࡅ ࡿ
850hPaẼ ࡘ࠸࡚ࠊGSMணሗ್ࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹ
ほ ್ࡢᕪࡢ1᭶ᖹᆒ್ࢆᆅⅬࡈ♧ࡍࠋᅗ
2.3.7(a)࠾࠸࡚ࠊࣇ࢛࣮ࢺ࣌ࢵࢡ࿘㎶࠶ࡿࠊ
TESTࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘࡀCNTLࡼࡾࡶῶ
ᑡࡋࡓᆅⅬ࠾࠸࡚ࠊTESTࡢẼ ㈇ࣂࢫࡀࡸ
ࡸ㍍ῶࡋࠊࡼࡾほ ㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ

㻞㻚㻟㻚㻡㻌 䝃䜲䜽䝹ᐇ㦂䛻䜘䜛᳨ド䠄ணሗ䝇䝁䜰䠅㻌
ᅗ2.3.10ࡣ2011ᖺ8᭶㸦ኟᐇ㦂㸧ཬࡧ2012ᖺ1᭶㸦
ᐇ㦂㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⌫ࢧࢡࣝᐇ㦂ࡼࡿྛせ⣲
ࡢRMSEࡢᨵၿ⋡ࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢᅗࡼࡾࠊணሗึᮇ
࠾ࡅࡿ850hPaẼ ࡸᾏ㠃᭦ṇẼᅽ➼࠾࠸࡚ᨵၿ
⋡ࡀ㧗࠸ࡇࡀࢃࡿࠋ㐣࡛࠶ࡗࡓୗᒙ㞼ࡀῶᑡ
ࡋࡓࡇ࡛ࠊୗᒙࡢẼ ࡸẼᅽࡀࣔࢹࣝෆ࡛ࡼࡾ⢭
ᗘࡼࡃ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡢせ⣲ࡣ࠾࠾ࡴࡡ୰❧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ࡇࡢኚ᭦ࡼࡿ㝆Ỉணࡢᙳ㡪ࡣࢇ࡞࠸ࠋ

ᅗ 2.3.7 2011 ᖺ 8 ᭶ࡢ 00UTC ࠾ࡅࡿ⡿ᇦ࡛ࡢ(a)๓ 6 㛫ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟Ⓨື㢖ᗘ[0-1]ࠊ(b)ᆅୖୗྥ
ࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞[W/m2]ࠊ(c)925hPa Ẽ [K]ཬࡧ(d)850hPa Ẽ [K]ࡘ࠸࡚ࠊTEST  CNTL ࡢᕪࢆ 1 ᭶ᖹ
ᆒࡋࡓ್(TEST㸫CNTL)ࠋ1 ᭶ᖹᆒ್ࡣࠊ12UTC ึᮇ್ணሗࡢ FT=12 ࡢ್ࢆᖹᆒࡋࡓࡶࡢࠋ⥳Ⰽࡢ༳
ࡢሙᡤࡀᅗ 2.3.8 ࡢࣇ࢛࣮ࢺ࣌ࢵࢡࡢ⨨ࠋ

ᅗ 2.3.8 2011 ᖺ 8 ᭶ࡢࣇ࢛࣮ࢺ࣌ࢵࢡ࡛ࡢᆅୖୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕࡢほ ್[W/m2] GSM ணሗ್[W/m2]ࡢẚ㍑ࠋ
⦪㍈ࡀ GSM ணሗ್ࠊᶓ㍈ࡀほ ್ࠋGSM ணሗ್ࡣࠊྛ᪥ࡢ 12UTC ึᮇ್ணሗࡢ FT=1㹼25 ࡲ࡛ 1 㛫ࡈ
ࡢ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋほ ್ࡣࠊNational Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)ࡢᥦ౪ࡍࡿ SURFRAD
(Surface Radiation) Network ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㸦ᕥ㸧CNTL ほ ್ࡢẚ㍑ࠋ
㸦ྑ㸧TEST ほ ್ࡢẚ㍑ࠋ
ഴࡁ 45 ᗘࡢ⥳Ⰽࡢ⥺ୖࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊணሗ್ほ ್ࡀ➼ࡋ࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡼࡾྑୗ
࠶ࡿⅬࡣࠊணሗ್ࡀほ ್ࡼࡾࡶ㐣ᑠ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 2.3.9 2011 ᖺ 8 ᭶ 00UTC ࠾ࡅࡿ⡿࡛ࡢ 850hPa Ẽ [K]ࡢ GSM ணሗ್ࢰࣥࢹほ ್ࡢᕪ
㸦㸯᭶ᖹ
ᆒ㸧
ࠋணሗ್ࡣ 12UTC ึᮇ್ࡢ FT=12 ࡢ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㸦ᕥ㸧[CNTL ணሗ್]㸫[ほ ್]ࠊ
㸦ྑ㸧[TEST ணሗ್]
㸫[ほ ್] ࠋ⥳Ⰽࡢ༳ࡢሙᡤࡀᅗ 2.3.8 ࡢࣇ࢛࣮ࢺ࣌ࢵࢡࡢ⨨ࠋTEST ࡛Ẽ ࡢ㈇ࣂࢫࡀ 0.4K ௨ୖ㍍
ῶࡋࡓᆅⅬࢆ㉥࠸࡛ᅖࡗࡓࠋ

2.3.6 ࡲࡵᚋࡢணᐃ

㪐㪌

㻞㻚㻟㻚㻢㻌 䜎䛸䜑䛸ᚋ䛾ணᐃ㻌

✲ࣀ࣮ࢺ, 212, 105-120.
ᑠ㔝⏣ᾈඞ, 2008: ᳨ド. ᖹᡂ20ᖺᗘᩘ್ணሗ
◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ, Ẽ㇟ᗇணሗ㒊, 19-22.
ᕝྜ⚽᫂, 2004: 㞼Ỉ㐣⛬. ᩘ್ணሗㄢሗ࿌ู࣭➨
50ྕ, Ẽ㇟ᗇணሗ㒊, 72-80.
Shimokobe, A., T. Komori and H. Onoda., 2012:
Recent development and evaluation of moist
processes in the operational Global Spectral
Model (GSM) of the Japan Meteorological
Agency (JMA). 92nd American Meteorological
Society Annual Meeting, New Orleans LA.
Shimokobe, A., 2012:
Improvement of the
Stratocumulus Parameterization Scheme in
JMA’s Operational Global Spectral Model.

ᮏᨵⰋࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡼࡗ࡚
⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㐣࡞ୗᒙ㞼ࡀῶᑡࡍࡿࡇࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡼࡾᆅ⾲࡛ࡢୗྥࡁ▷Ἴᨺᑕ㔞
ࡀ⢭ᗘࡼࡃ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᑐὶᅪୗᒙࡢẼ
ࡀほ ㏆࡙ࡃࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊ1
᭶㛫ࡢࢧࢡࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊணሗ⤖ᯝⰋ࠸
ࣥࣃࢡࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᚋࡣࠊᮏᨵⰋࡢGSMࡢᑟධྥࡅ࡚ࠊ3᭶
㛫ࡢࢧࢡࣝᐇ㦂ࢆ⾜࠸ணሗࡢࣥࣃࢡࢺࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡶࠊ᪥ᮏᇦ࠾ࡅࡿணሗᑐࡍࡿᙳ㡪ㄪ
ᰝ➼ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
⏣ᾈ⨾, 2006: ண⾨ᫍ⏬ീ. ⾨ᫍࡽࢃࡿ
Ẽ㇟㸫࣐ࣝࢳࢳࣕࣥࢿࣝࢹ࣮ࢱࡢ⏝㸫, Ẽ㇟◊

CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic
Model., 42, 4.17-18.

ᅗ 2.3.10 2011 ᖺ 8 ᭶㸦ኟᐇ㦂㸧ཬࡧ 2012 ᖺ 1 ᭶㸦ᐇ㦂㸧ࡢ⌫ࢧࢡࣝᐇ㦂࠾ࡅࡿ CNTL ᑐ
ࡍࡿ TEST ࡢ RMSE ᨵၿ⋡[%]ࠋୖẁࡀኟᐇ㦂ࠊୗẁࡀᐇ㦂ࠋ⦪㍈ࡀ RMSE ࡢᨵၿ⋡ࠊᶓ㍈ࡣணሗ
㛫(FT=0㹼264)ࠋࡲࡓ⥺ࡢⰍࡣ㡿ᇦẖࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ⾲ࡋࠊ⥳Ⰽࡀ⌫ࠊ㯤Ⰽࡀ༙⌫ࠊ㉥Ⰽࡀ⇕ᖏ㸦༡
⦋ 20 ᗘࡽ⦋ 20 ᗘ㸧ࠊ㟷Ⰽࡀ༡༙⌫࡛ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅗ୰ࡢⅬࡣ CNTL  TEST ࡢᕪ␗ࡀ⤫ィ
ⓗ᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㪐㪍

㪉㪅㪋㩷 ᬌ⸽䋭ᐔᚑ㪉㪋ᐕ㪋㪊ᣣ䊶㪋ᣣ䈱䇮ᕆỗ䈮⊒
㆐䈚䈢ૐ᳇䈱੍ᗐ䈮䈧䈇䈩 㪈㩷
㪉㪅㪋㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
ᐔᚑ24ᐕ㧔2012ᐕ㧕42ᣣ߆ࠄ3ᣣߦ߆ߌߡޔᣣ
ᧄᶏߢૐ᳇߇ᕆỗߦ⊒㆐ߒޔ3ᣣඦᓟ߆ࠄ4ᣣߦ߆
ߌߡᣣᧄᶏࠍㅢㆊߒߚߩߎޕૐ᳇ߩㅢㆊߦޔ
ᣣᧄ߆ࠄർᣣᧄߢߪኙ಄೨✢߇ㅢㆊߒߚߩߎޕૐ
᳇ߪޔᣣᧄߩᐢ▸࿐ߢᄢ㔎ޔኙ಄೨✢ઃㄭߢߩ
ዪ⊛ߥᄢ㔎߿㘑ߦࠃࠆἴኂߦട߃ޔ㋕╬ㅢ
ᯏ㑐ߩੂࠇࠍᒁ߈ߎߒޔᶏߢߪᄢߒߌࠍ߽ߚࠄ
ߒߚޔߚ߹ޕἴኂߦࠃࠆⵍኂ⠪߿ㅢᯏ㑐ߩੂࠇߦ
߁Ꮻቛ࿎㔍⠪ߩ⊒↢ࠍ೨ߦㆱߌࠆߚޔૐ᳇
ߦ߁ኙ಄೨✢ߩㅢㆊ೨ߦᓥᬺຬߩᣧᦼᏫቛࠍଦ
ߔડᬺ߽ᄙᢙࠅޔ᳇⽎ᖱႎ߇ᗧᕁቯߦᄢ߈ߥᓇ
㗀ࠍਈ߃ߚߢ߽ߞߚޕ
ߎߩૐ᳇ߩ⊒㆐ࡔࠞ࠾࠭ࡓߦߟߡߪ᳇⽎ᐡ
(2012)ߢㅦႎ⊛ߦ⸃⺑ߐࠇߡ߅ࠅޔૐ᳇ߣኻᵹ
⇇㕙ઃㄭߩ᳇ߩ⼱ 2 ߣߩ⋧↪߅ࠃ߮ධ߆ࠄߩ
᳓⫳᳇ଏ⛎߇ነਈߒߡࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚ╙ޕ2.4.2
㗄㨪╙2.4.7㗄ߢߪ⽎ߩ੍᷹ߣ߁ⷰὐߦ⛉ࠅޔᐔ
ᚑ24ᐕ43ᣣ4ᣣߦᣣᧄࠍㅢㆊߒߚૐ᳇㧔એਅޔ
ᧄߣ߱㧕ߦߟߡޔᢙ୯੍ႎ⾗ᢱߢߤߩࠃ߁
ߦߐࠇߡߚ߆ߩߤޔ⒟ᐲ೨߆ࠄ੍᷹ߢ߈ߡ
ߚ߆੍ޔ᷹ߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ࠍߡߚ߽ߩߪߛ
ߞߚߩ߆ࠍᬌ⸽ߔࠆᧄޔߚ߹ޕ߇੍᷹ߒ߿ߔ
ߢߞߚ߆ޔᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߩㅴᱠߦࠃߞߡ
੍᷹♖ᐲ߇ะߒߚߢߞߚ߆ߤ߁߆ࠍ⺞ߴ
ࠆߚޔJCDAS㧔JRA-25ߣห╬ߥࠪࠬ࠹ࡓߦࠃࠆ
᳇࠺࠲หൻࠨࠗࠢ࡞ޕᄢ㊁ᧁ(2007)㧕ࠍ2004ᐕ
ᒰᤨߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߦḰߕࠆ߽ߩߣߺߥߒߡޔ
JCDASࠍ↪ߚ੍ႎታ㛎ࠍⴕޔߩGSMߣߩ
Ყセࠍⴕߞߚ╙ޕ2.4.8㗄㨪╙2.4.13㗄ߢߪᧄߦ
߅ߡ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ߤߩࠃ߁ߥ੍ᗐࠍߒߡߚ
߆ߦߟߡㅀߴࠆޕ


࿑ 2.4.1 ᧄߦ߅ߌࠆታᴫߩૐ᳇ߩ⚻〝࿑߅ࠃ߮
ਛᔃ᳇ߩᤨ♽࿑ޕᢙሼߪਛᔃ᳇(hPa)ࠍߒߡ
ࠆ⿒ޕታ✢ߪ⊒㆐ᤨߩૐ᳇✛ޔታ✢ߪ㐽Ⴇὐߦ
ᣂߚߦ⊒↢ߒߚૐ᳇ࠍ␜ߒߡࠆᤨޕೞߪ UTCޕ

ᓟޔૐ᳇ߪ㐽Ⴇߒޔ3ᣣ18UTCߦ㐽Ⴇὐ㧔ർᶏ
ߩධ᧲㧕ߢᣂߚߦૐ᳇߇⊒↢ߒࠢ࠷ࡎࠝޔᶏ
߳ᛮߌߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪊㩷 㪞㪪㪤䈱੍ᗐ㩷
ᧄߦ߅ߌࠆGSMߢߩૐ᳇ߩ⊒㆐⚻〝ߩ੍
ᗐߦߟߡᦨޔೋߦ⏕ߔࠆޕ࿑2.4.2ޔ࿑2.4.3ߪ
2012ᐕ42ᣣ12UTC߅ࠃ߮3ᣣ12UTCߦ߅ߌࠆ⸃
ᨆ㔎㊂߅ࠃ߮ోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆߦࠃࠆᶏ㕙ᦝᱜ᳇
ߩ⸃ᨆ୯ߣޔหᤨೞࠍኻ⽎ߦߒߚฦೋᦼ୯ߦ߅ߌ
ࠆGSMߩ੍ႎ୯ߢࠆޕታᴫߢߪ24ᤨ㑆ߩ㑆ߦૐ᳇
߇ᕆỗߦ⊒㆐ߒޔ3ᣣ12UTCߦߪ᧲ᣣᧄᄥᐔᵗ
ߣᣣᧄᶏߢ㘑ㅦ߇35ࡁ࠶࠻એߩ㗔ၞ߇ᐢ
߇ߞߡࠆޕૐ᳇߇24ᤨ㑆ߢᕆỗߦ⊒㆐ߔࠆ᭽ሶ
ߦ ߟ  ߡ  ޔGSM ߪ ⦟ ߊ   ߒ ߡ ߅ ࠅ  ޔ3 30 ᣣ
12UTCೋᦼ୯ࠅ߹ߟޔૐ᳇ߩ⊒㆐߇ࡇࠢߦߥࠆ
4ᣣ೨߆ࠄ⊒㆐ࠍ੍᷹ߒߡߚ৻ޕᣇޔ329ᣣ
12UTCೋᦼ୯ߢߪ⊒㆐ߪߐࠇߡߥޔߚ߹ޕ
ૐ᳇ߩ⟎ߢࠆߣޔ43ᣣ12UTCࠍኻ⽎ߣߔࠆ
24ᤨ㑆ޔ48ᤨ㑆੍ႎߢߪታᴫߦ߶߷ㄭ⟎ߦૐ᳇
ࠍ੍᷹ߒߡࠆޔߒ߆ߒޕೋᦼ୯߇ฎߊߥࠆ߶ߤޔ
ૐ᳇ߩਛᔃ߇ታᴫࠃࠅ߽ർ߹ߚߪർ᧲ߦߕࠇޔਛ
ᔃ᳇߇㜞ߊߥࠆะ߇ࠄࠇࠆߦࠇߎޕኻᔕߒߡޔ
㘑ㅦ35ࡁ࠶࠻એߩ㗔ၞ߽ೋᦼ୯߇ฎ੍ႎ
߶ ߤ ⁜ ߊ ߥ ߞ ߡ  ࠆ  ޕ࿑ 2.4.4 ߪ 2012 ᐕ 4  3 ᣣ
12UTCࠍኻ⽎ߣߒߚޔታᴫMSMGSMߩ6ᤨ㑆
㒠᳓㊂ߢࠆޕታᴫߢߪޔධ߆ࠄߩᥦḨᵹ߇ࠅㄟ
ࠎߛ᧲ᶏᣇ᧲ޔർᣇᄥᐔᵗޔർᶏߩᄥᐔᵗ
ߩᴪጯߢ㒠᳓ߩࡇࠢ߇ࠄࠇࠆޕGSMߪ3ᣣ೨
ߦߚࠆ331ᣣ12UTCߩೋᦼ୯߆ࠄߎࠇࠄߩ㒠
᳓ࠍߨ੍ᗐߢ߈ߡ߅ࠅޔኻ⽎ᤨೞߦㄭೋᦼ୯ߩ
MSM㧔࿑2.4.4 (b)㧕ߣᲧセߒߡ߽ޔ㒠᳓ಽᏓߩ߅߅
߹߆ߥ․ᓽߪ৻⥌ߒߡࠆ৻ޕᣇޔೋᦼ୯߇ฎߊߥ

㪉㪅㪋㪅㪉㩷 ᴫ㩷
࿑2.4.1ߪታᴫߩૐ᳇ߩ⚻〝ߣਛᔃ᳇ߩᤨ♽
ࠍ␜ߒߚ߽ߩߢࠆޕ42ᣣ00UTCߦ⪇ർߢ⊒↢
ߒߚૐ᳇߇ᦺ㞲ඨፉࠍㅢㆊߒޔ3ᣣߦߪᣣᧄᶏਛ
ㇱߦㅴࠎߛޕᣣᧄᶏࠍㅢㆊߔࠆ㓙ߦૐ᳇ߪᕆ⊒㆐
ߒޔ2ᣣ12UTC߆ࠄ3ᣣ12UTCߩ24ᤨ㑆ߢਛᔃ᳇
ߪ ⚂ 40hPa ૐ ਅ ߒ ߚ  ⊒ ޕ㆐ ߩ ࡇ  ࠢ ߣ ߥ ࠆ 3 ᣣ
12UTCߢߪਛᔃ᳇߇964hPaߣ⸃ᨆߐࠇߚޕૐ᳇
⊒㆐ߩࡇࠢᤨߦޔኙ಄೨✢߇ᣣᧄ߆ࠄർᣣᧄ
ࠍㅢㆊߒޔዪ⊛ߥᄢ㔎߿㘑ࠍ߽ߚࠄߒߚߩߘޕ
1

╙ 2.4.1 㗄㨪╙ 2.4.7 㗄 ᳁ኅ ᔒ
╙ 2.4.8 㗄㨪╙ 2.4.13 㗄 ዊᴰ ᑧ
2 ౕ⊛ߦߪᱜߩ᷵ࠕࡁࡑࠍߣ߽ߥ߁ⓨߩ᳇ߩ
⼱ߩߎߣ

㪐㪎

࿑ 2.4.2 2012 ᐕ 4  2 ᣣ 12UTC㧔㧕߅ࠃ߮ 4  3 ᣣ 12UTC㧔ਅ㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚᶏ㕙ᦝᱜ᳇㧔hPa╬ޔ୯
✢㧕
ޔ6 ᤨ㑆㒠᳓㊂㧔mmࠞޔ㧕
ޔ㘑ㅦ㧔ࡁ࠶࠻ޔ⍫⠀ᩮ㧕
ޕ
㧔Ꮐ㧕ోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆ୯߅ࠃ߮⸃ᨆ㔎㊂ޔ
㧔ਛ㧕2012 ᐕ 4  2 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯ޔ
㧔ฝ㧕2012 ᐕ 4  1 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯ޕ⍫
⠀ᩮߪ㘑ㅦ 35 ࡁ࠶࠻એߩ㗔ၞࠍឬ↹ߒߡࠆޕ࿑ਛߩ⿒྾ⷺߪታᴫߩૐ᳇ߩਛᔃ⟎ࠍ␜ߒߡࠆޕ

࿑ 2.4.3 ࿑ 2.4.2 ߣหߓޔߒߛߚޕ
㧔Ꮐ㧕2012 ᐕ 3  31 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޔ
㧔ਛ㧕2012 ᐕ 3  30 ᣣ 12UTC ೋ
ᦼ୯ޔ
㧔ฝ㧕2012 ᐕ 3  29 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ߩߘࠇߙࠇߩ GSM ੍ႎ୯ߦߟߡޕ

㪐㪏

࿑ 2.4.4 2012 ᐕ 4  3 ᣣ 12UTC ࠍኻ⽎ߣߒߚ 6 ᤨ㑆㒠᳓㊂ߩಽᏓ(ޕa)⸃ᨆ㔎㊂( ޔb)2012 ᐕ 4  3 ᣣ 00UTC ೋ
ᦼ୯ MSM ੍ႎ୯(ޔc)2012 ᐕ 4  2 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯(ޔd)2012 ᐕ 4  1 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ
୯(ޔe)2012 ᐕ 3  31 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯(ޔf)2012 ᐕ 3  30 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯ޕ

ࠆ߶ߤ߇ࠢࡇޔዊߐߊߥࠅޔ㒠᳓ၞ߇ᐢ߇ࠆะ
߇ࠄࠇࠆޕ
એߩࠃ߁ߦޔ42ᣣ߆ࠄ3ᣣߩૐ᳇ߩ⊒㆐߿
ߘࠇߦ߁ᒝ㘑ߦߟߡߪޔ4ᣣ೨߆ࠄޔ㒠᳓ߦߟ
ߡߪ3ᣣ೨߆ࠄߨ੍᷹ߢ߈ߡߚߣ⸒߃ࠆޕૐ
᳇ߩ⚻〝߿ਛᔃ᳇ߩ੍᷹น⢻ᕈߪ3ᣣ⒟ᐲߣ
߁⎇ⓥ߽ࠅ(Bengtsson et al. 2005)ᧄޔߪߘ
ࠇߣห╬એߦ੍᷹น⢻ᕈ߇㜞ߢߞߚߣ
⸒߃ࠆޕ

ᲧセߔࠆߣޔGSMߩ੍᷹ߢߪૐ᳇ߪ⊒㆐ߖߕߦᣣ
ᧄߩ᧲ߦᛮߌߡࠆ߇࡞ࡉࡦࠨࡦࠕޔᐔဋߢߪૐ᳇
ߩਛᔃߪർᶏߦࠅࠅࠃޔታᴫߦㄭ੍ᗐߦߥ
ߞߡࠆޕޔ߽ߡߢࡃࡦࡔߩޘૐ᳇ߩ⊒㆐
ࠍ␜ߔࡔࡦࡃ߇ⶄᢙሽߒߡ߅ࠅ㧔࿑⇛㧕ޔᣣᧄ
ᶏߢਛᔃ᳇߇980hPaࠍਅ࿁ࠆࡔࡦࡃ߽ࠊߕ߆
ߢࠆ߇ሽߒߡࠆޕ࿑2.4.6ߪޔ329ᣣ12UTC
ೋᦼ୯ߩ5ᣣ੍ႎ୯ߦߟߡޔ㘑ㅦ߇35ࡁ࠶࠻
ࠍ߃ࠆ⏕₸ࠍ␜ߒߡࠆޕᄥᐔᵗᴪጯߢ㘑ㅦ
߇35ࡁ࠶࠻ࠍ߃ࠆ⏕₸߇60%એߩ㜞⏕₸ࠍ
␜ߒߡࠆ੍࡞ࡉࡦࠨࡦࠕޔߦ߁ࠃߩߎޕႎߢߪ4
3ᣣ߆ࠄ4ᣣߦ߆ߌߡޔૐ᳇߇ᣣᧄઃㄭ߳ᓇ㗀ࠍ
߽ߚࠄߔน⢻ᕈࠍGSMࠃࠅ߽ᣧೋᦼ୯ߩ੍ႎ߆
ࠄ␜ߒߡߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪋㩷 ㅳ㑆䉝䊮䉰䊮䊑䊦੍ႎ䈮䉋䉎⏕₸⊛੍ᗐ㩷
ᧄߦߟߡޔㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߦࠃࠆࠕ
ࡦࠨࡦࡉ࡞ᐔဋ୯߿⏕₸੍ႎ୯߇ޔૐ᳇ߩ⊒㆐߿
ߘࠇߦ߁ᒝ㘑ߩน⢻ᕈࠍ␜ߖߡߚ߆ߤ߁߆ࠍ
⏕ߔࠆޕ࿑2.4.5ߪ43ᣣ12UTCࠍኻ⽎ߣߒߚᶏ
㕙ᦝᱜ᳇ߩࠕࡦࠨࡦࡉ࡞ᐔဋߣޔᶏ㕙ᦝᱜ᳇߇
980hPaࠍਅ࿁ࠆ⏕₸ߢࠆޕGSMߩ੍ႎߢࠄࠇ
ߚࠃ߁ߦޔೋᦼ୯ߩฎ੍ႎ߶ߤޔૐ᳇ߩਛᔃ
⟎߇ർ᧲ߦ⊒ޔߟ߆ޔ㆐ߩ⒟ᐲࠍᒙߊߔࠆะ
߇ࠄࠇࠆޕ980hPaࠍਅ࿁ࠆ⏕₸ࠍࠆߣ⽎ޔ
ߩ⊒↢ߩ2ᣣ೨ߦߚࠆ41ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩᲑ
㓏ߢ60%ࠍ߃ߡ߅ࠅޔૐ᳇߇⊒㆐ߔࠆ⏕₸߇㜞
ߎߣࠍ␜ߒߡࠆޔߚ߹ޕ4ᣣ೨ߦߚࠆ31ᣣ
12UTCೋᦼ୯ߢ߽ߪ₸⏕ޔ10%⒟ᐲߢࠆ߽ߩߩޔ
ૐ᳇߇ᄢ߈ߊ⊒㆐ߔࠆߎߣࠍ␜ߔࡔࡦࡃ߇ሽ
ߒߡࠆޕ329ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩ5ᣣ੍ႎߦߟ
ߡ࡞ࡉࡦࠨࡦࠕޔᐔဋ୯ߣGSMߩᶏ㕙ᦝᱜ᳇ࠍ

㪉㪅㪋㪅㪌㩷 ૐ᳇䈱⊒㆐䉕䉅䈢䉌䈜ⅣႺ႐䈱㩷
╙2.4.3㗄ߢߪޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߣߘࠇߦ߁ᒝ㘑ࠍ
GSMߪ4ᣣ೨߆ࠄߢ߈ߡߚߎߣࠍ␜ߒߚߎޕ
ߎߢߪ⊒ޔ㆐ߩࡇࠢߩ4ᣣ೨߆ࠄ੍᷹ߢ߈ߡޔ5ᣣ
೨ߢߪ੍᷹ߢ߈ߥ߆ߞߚⷐ࿃ࠍ⠨ኤߔࠆߚߦޔ᳇
⽎ᐡ(2012)ߢㅀߴࠄࠇߚࡔࠞ࠾࠭ࡓߦᴪߞߡޔጀ
ߩ᷵ߣਅጀߩ᳓⫳᳇ߩߦᵈ⋡ߔࠆޕ

㩿㪈㪀㩷 ጀ䈱᷵㩷
ᡂߩߥᄢ᳇ߦ߅ߡߩ࡞࠹࡞ࠛޔ᷵㧔એਅޔ
᷵ߣ߁㧕ߪޔᢿᾲߩቯߩ߽ߣߢ╬ޔ᷷㕙
ߢࠣࡦࠫࡘ⊛ߦሽߐࠇࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡ

㪐㪐

࿑ 2.4.5 2012 ᐕ 4  3 ᣣ 12UTC ࠍኻ⽎ߣߒߚޔㅳ㑆ࠕ
ࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߦࠃࠆᶏ㕙ᦝᱜ᳇ߩࠕࡦࠨࡦࡉ࡞ᐔ
ဋ㧔hPa╬ޔ୯✢㧕ߣᶏ㕙᳇߇ 980hPa ࠍਅ࿁ࠆ⏕₸
㧔%ࠞޔ㧕
ޕೋᦼᤨೞߪߘࠇߙࠇޔ
㧔Ꮐ㧕2012 ᐕ 4
 1 ᣣ 12UTCޔ
㧔ฝ㧕2012 ᐕ 3  31 ᣣ 12UTCޔ
㧔Ꮐ
ਅ㧕2012 ᐕ 3  30 ᣣ 12UTCޔ
㧔ฝਅ㧕2012 ᐕ 3  29
ᣣ 12UTCޕ

࿑ 2.4.6 2012 ᐕ 4  3 ᣣ 12UTC ࠍኻ⽎ߣߒߚޔ
ㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߦࠃࠆᶏ㕙ᦝᱜ᳇ߩ
ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞ᐔဋ㧔hPa╬ޔ୯✢㧕ߣ㘑ㅦ
߇ 35 ࡁ࠶࠻ࠍ߃ࠆ⏕₸㧔%ࠞޔ㧕
ޕೋᦼ
ᤨೞߪ 2012 ᐕ 3  29 ᣣ 12UTCޕ

ࠆ㧔ੑ㓏ၴ 1986a ߥߤ㧕ޕᄢⷙᮨ႐ߢߪ᷵ߪᑼ
(2.4.1)ߩࠃ߁ߦ㕒⊛ቯᐲߣ╬᷷㕙ߢቯ⟵ߒߚ⛘
ኻ᷵ᐲ㧔⋧ኻ᷵ᐲߣᖺᤊ᷵ᐲߩ㧕ߩⓍߦᲧߔࠆ
㊂ߢㄭૃ⊛ߦߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

[᷵] v [㕒⊛ቯᐲ]
ޓޓޓޓ
u [╬᷷㕙ߩ⋧ኻ᷵ᐲ㧗ᖺᤊ᷵ᐲ]
(2.4.1)

㪈㪇㪇

᷵ࠍឬ↹ߔࠆ㓙ޔනߣߒߡޔPVU(Potential
Vorticity Unit, 1PVU= 10–6 m2s–1Kkg–1)߇ᘠ
⊛ߦ↪ࠄࠇࠆޕએਅߢ߽᷵ߩනߣߒߡPVU
ࠍ↪ࠆޕ᷵ߩಽᏓࠍࠆ೨ߦޔ᷵ࠍ↪ࠆ
ߊߟ߆ߩࡔ࠶࠻ߦߟߡㅀߴߡ߅߈ߚޕ
߭ߣߟߪᢿᾲߩቯߩ߽ߣߢࠣࡦࠫࡘሽ
㊂ߣߺߥߐࠇࠆߎߣ߆ࠄޔ᷵ࠍ࠻ࠨߣߒߡ
↪ߢ߈ࠆ߶߆ߩߘޔሽᕈ߆ࠄ⋧ޔኻ᷵ᐲߩᄌൻ
ߩ⸃㉼ߦ߽↪ߢ߈ࠆߎߣߢࠆޔ߫߃ޕ㜞᷵
႙߇ૐ✲ᐲߦ⒖േߔࠆߣޔᖺᤊ᷵ᐲ㧔ࠦࠝࡄ
ࡔ࠲㧕߇ዊߐߊߥࠆߚޔ᷵߇ሽߔࠆߣߔ
ࠇ߫ߘߩ߱ࠎ⋧ኻ᷵ᐲ߇ᄢ߈ߊߥࠆߦ⥸৻ޔߚ߹ޕ
ૐ✲ᐲ߶ߤޔ㕒⊛ቯᐲߪዊߐߊߥࠆߚ⛘ޔኻ᷵
ᐲ⥄り߽Ⴧᄢߔࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ㜞᷵ߩૐ✲ᐲ߳
ߩ⒖േߪᒝ⋧ኻ᷵ᐲࠍ߽ߚࠄߔߎߣࠍᗧߔࠆޕ
߽߁߭ߣߟߪޔ᷵ߪࠪࡖࡊߥ᳓ᐔ᭴ㅧࠍᜬߞ
ߡ߅ࠅ㧔ੑ㓏ၴ 1986b㧕੍ޔႎ႐ߩ⚦߆㆑ࠍ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
߹ߚޔ㜞᷵႙ߪߘߩਅጀߢ㕒⊛ቯᐲ߇ዊߐߊ
ߥࠆࠃ߁ߥ႐ࠍബߔࠆߎߣޔ㜞᷵႙ߩ᳓ᐔ⒖ᵹ
ߪߘߩਅጀ೨㕙ߢᵹࠍബߔࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇ
ߡ߅ࠅޔኻᵹᵴേߩᵴ⊒ൻ߿ᡓੂߩ⊒㆐ߦ߽ነਈߔ
ࠆޕ1–3PVU╬᷵㕙ߪޟജቇ⊛ኻᵹ⇇㕙߽ߣޠ
߫ࠇޔኻᵹߣᚑጀߩႺ⇇ߩᜰᮡߣߒߡ߽↪
ߐࠇࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕ᷵ࠍ↪ࠆߎߣߢᡓੂߩേ
߈ࠍജቇ⊛ߦ⸃㉼ߒ߿ߔߊߥࠆߚᧄޔ㗄ߢ߽᷵
ࠍ↪ߡⅣႺ႐ߩࠍ⠨߃ࠆޕ
࿑2.4.7ߪోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆߦࠃࠆ2012ᐕ42ᣣ
12UTC߅ࠃ߮3ᣣ12UTCߩ310K,290K╬᷷㕙ߩ
᷵ߩಽᏓࠍ␜ߒߡࠆޕ310K╬᷷㕙ࠍࠆߣޔ
࡙ࠪࠕᄢ㒽߆ࠄ2PVUࠍ߃ࠆޔ3–4PVUߩ㜞
᷵႙߇ධਅߒޔ2ᣣ12UTCߦߪߩૐ᳇㧔࿑
2.4.1㧕ߩᓟ㕙ߦ⟎ߔࠆࠃ߁ߦߥࠆޔߚ߹ޕ2PVU
ߩ╬୯✢ߪ500hPaઃㄭ߹ߢ㆐ߒޔ㜞᷵߇ኻᵹ
ਛጀ߹ߢ⪭ߜㄟࠎߢ߈ߡ߅ࠅޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߦㆡߒ
ߚⅣႺ႐߇ᒻᚑߐࠇࠆߩߘޕᓟࠪࡖࡊߥ᭴ㅧࠍ
ߞߚ߹߹ධ᧲ㅴߒޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߩࡇࠢߦߪ㜞᷵
႙ࠍᤨ⸘࿁ࠅߦᏎ߈ߎࠃ߁ߥ᭴ㅧ㧔࿑2.4.7ฝ
㧕ࠍ߽ߟޕ290K╬᷷㕙ߢߪૐ᳇⊒㆐ߩࡇࠢ
ᤨߦߘࠇ߹ߢࠄࠇߥ߆ߞߚ3PVUߩ㜞᷵߇ࠄ
ࠇࠆ߇ⷐߩߘޔ࿃ߪ㕖ᢿᾲടᾲߦࠃࠆਅጀᄢ᳇ߩ
ቯൻߣૐ᳇ߩ⊒㆐ߦߣ߽ߥ߁᷵ᐲᒝൻ߇⠨߃ࠄ
ࠇࠆޕ
࿑2.4.7ߢࠄࠇߚࠃ߁ߥ߆ࠄߩ᷵ߩධ᧲ㅴ
߿ߘߩ⢛᥊ߦࠆޔᄢⷙᮨߥᄢ᳇ߩᵹࠇ߇GSMߢ੍
ᗐߢ߈ߡߚ߆ࠍࠆߚࠕ࡙ࠪޔᄢ㒽ߦ▸
࿐ࠍᄢߒߡ੍ႎ⚿ᨐࠍࠆޕ࿑2.4.8ߪ2012ᐕ4
2ᣣ12UTCޔ1ᣣ12UTCࠍኻ⽎ߣߒߚޔฦೋᦼ୯ߩ
GSMߩ310K╬᷷㕙ߢߩ2PVU╬୯✢ࠍ㊀ߨวࠊ

ߖߚ߽ߩߢࠆޕ331ᣣ12UTCೋᦼ୯એ㒠ߩ੍ᗐ

㩿㪉㪀㩷 ਅጀ䈱᳓⫳᳇㩷

࿑ 2.4.7 ోࠨࠗࠢ࡞⸃ᨆ߆ࠄᓧࠄࠇߚޔ
㧔Ꮐ㧕2012 ᐕ 4
 2 ᣣ 12UTCޔ
㧔ฝ㧕2012 ᐕ 4  3 ᣣ 12UTC ࠍኻ⽎
ߣߒߚ╬ޔ᷷㕙᷵㧔PVUࠞޔ㧕ߣ᳇㧔hPaޔ
⿒⦡ߩ╬୯✢㧕ޕ
㧔㧕310Kޔ
㧔ਅ㧕290K ╬᷷㕙

ߢߪ⸃ޔᨆ୯ߣߨᢛวߒߡࠆޔߒ߆ߒޕೋᦼ୯
߇ฎߊߥࠆߦߟࠇ⸃ޔᨆߣߩ⋧ᝄߩߕࠇ߇
ᄢߔࠆޔߦ․ޕ329ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩ੍ᗐߢߪ
⋧߇ߦᄢ߈ߊߕࠇޔ2PVU╬୯✢ߩධਅ߽ᵻߊߥ
ࠅޔ࿑2.4.3ߦࠄࠇࠆߩૐ᳇ߣኻᔕߒߥߊߥ
ߞߡࠆߩࠄࠇߎޕ⋧ᝄߩ㆑ߪૐ᳇ߩ⊒
㆐ߩ⋥ធߩේ࿃ߦߥߞߚ࠻ࡈߛߌߢߥߊߣߞ߽ޔ
ᄢⷙᮨߥࠬࠤ࡞ߩᵄߩߦ߽ߺࠄࠇޔೋᦼ୯ߦ
ࠃࠆ੍ᗐߩ㆑ߪߐࠄߦ1ᣣ೨߹ߢߐ߆ߩ߷ࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆޕ2012ᐕ41ᣣ12UTCߦ߅ߌࠆޔ2PVU
✢ߩಽᏓࠍߺࠆߣࠕ࡙ࠪޔㇱߢ࠻ࡈޔਛㇱ
ߢ࠶ࠫ᧲ޔㇱߢ࠻ࡈߣ߁✚ⷰⷙᮨࠃࠅ߽ᄢ߈
ᵄߩ᭴ㅧ߇ࠄࠇࠆߩߎޕᵄ߇42ᣣ12UTC
ߦ߆ߌߡᝄࠍᒝߡࠆ᭽ሶ߇ࠄࠇࠆޕૐ᳇
ߩ⊒㆐ࠍ߽ߚࠄߒߚ࠻ࡈ㧔࿑2.4.8ߩὐ✢ߢ࿐ࠎߛ
ㇱಽ㧕ߪߎߩᵄߩߦሽߒߡࠆޕ330ᣣ
12UTCએ㒠ߩGSMߪߎߩᵄߩᝄߩᒝൻߣ࠻
ࡈߩධਅࠍ⦟ߊߒߡࠆ߇ޔ329ᣣ12UTCೋ
ᦼ୯ߩGSMߪ⸃ᨆࠃࠅ߽⋧߇ߦߕࠇߡ߅ࠅߐޔ
ࠄߦධർߩⰬⴕ߽ዊߐߩߎޕᵄߩ⋧ߩߕࠇߣ
ᝄߩ߇࠻ࡈߩ⟎ߦᄌൻࠍ߽ߚࠄߒޔૐ᳇
ߩ⊒㆐߇੍᷹ߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ߦነਈߒߡߚߣ
⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߥ߅ޔᄢ߈ࠬࠤ࡞ߩᵄߩ੍ᗐߦߟߡߪޔ
GSMߩ੍ႎᤨ㑆߇㐳ߊߥࠆ߶ߤⰬⴕ߇ዊߐߊߥࠆ
ะ߇ࠆߎߣ߇ᧄޔߩઁߦ߽ᜰ៰ߐࠇߡ߅ࠅޔ
ᓟ߽⛔⸘⊛ߥᬌ⸽߅ࠃ߮ේ࿃ߩ⺞ᩏ߇ᔅⷐߢ
ࠆޕ

㪈㪇㪈

ฎౖ⊛ߥ᷷Ꮺૐ᳇ߩ⊒㆐ℂ⺰㧔ዊୖ 1978ߥߤ㧕
ߢߪ㕖ᢿᾲടᾲߩലᨐߪ߹ࠇߡߥ߇ޔታߩ
ૐ᳇ߩ⊒㆐ߦ߅ߡߪޔ㕖ᢿᾲടᾲߩലᨐߩᓇ㗀
߿㕖ᢿᾲടᾲߣᄢ᳇ߩᵹࠇߩ⋧↪߇ቴⷰ⸃ᨆ
࠺  ࠲ ߩಽ ᨆ ߿ᢙ ୯ታ 㛎ߥ ߤ ߢ ᜰ៰ ߐ ࠇߡ ࠆ
㧔Yoshida and Asuma 2004ߥߤ㧕
ޕ᳇⽎ᐡ(2012)ߢ
߽ᧄߢߩૐ᳇ߩ⊒㆐ߩℂ↱ߩ߭ߣߟߣߒߡޔ
ਅጀߩ᳓⫳᳇ଏ⛎ߣߘࠇߦ߁ಝ⚿ᾲߩ⊒↢ࠍ
ߍߚޕ࿑2.4.7ߢߚࠃ߁ߦޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߩࡇࠢ
ߢߪૐ᳇ਛᔃઃㄭߢኻᵹਅጀ㧔290K㕙㧕ߦ㜞᷵
႙߇ࠄࠇࠆߩߎޕ㜞᷵ߪ╬᷷㕙ߢߩ᷵
ߩሽᕈߛߌߢߪ⺑ߢ߈ߕޔ㕖ᢿᾲടᾲ㗄ߦࠃߞ
ߡ߽ߚࠄߐࠇߚߣផ᷹ߔࠆ 3ޔߪߢߎߎޕฦೋᦼ୯ߩ
੍ႎߢᣣᧄᶏ߳ߩਅጀߩ᳓⫳᳇ଏ⛎߇ߤߩࠃ߁ߦ
ߐࠇߚ߆ࠍࠆޕ
࿑2.4.9ߪૐ᳇ߩᕆ⊒㆐ߩㅜਛߦߚࠆޔ2012
ᐕ42ᣣ18UTCࠍኻ⽎ߣߒߚޔฦೋᦼᤨೞߩGSM
ߢ੍ᗐߐࠇߚน㒠᳓㊂ߣޔSSMIS 4߆ࠄផቯߐࠇߚ
น㒠᳓㊂ߢࠆޕSSMISߢߪૐ᳇ߩ⊒㆐Ბ㓏ߦ߅
ߡ࠽ࠪ᧲ޔᶏ߆ࠄᣣᧄᶏߦ߆ߌߡ25mmએߩน
㒠᳓㊂߇ផቯߐࠇߡࠆޕਅጀߩ㘑ะߪධነࠅߢ
ࠅޔኻ⽎ᤨೞߦㄭೋᦼ୯ߢߩGSMߩ੍ᗐߢ߽
500m㜞ᐲߢ250gm–2s–1એߩධ߆ࠄߩ᳓⫳᳇ࡈ
࠶ࠢࠬ߇੍ᗐߐࠇߡߚ㧔࿑⇛㧕ߎߣ߆ࠄޔ㜞น
㒠᳓㊂ߪૐ✲ᐲ߆ࠄ᳓⫳᳇ߩᵹߦࠃߞߡ߽ߚࠄ
ߐࠇߚߣ⠨߃ࠆޕGSMߩ੍ᗐߢߪ᷹ⷰ߶ߤ㗼⪺ߢߪ
ߥ߇ޔᣣᧄᶏߢߩ㜞น㒠᳓㊂ࠍߨ੍᷹ߢ߈ߡ
ࠆ੍ޔߒ߆ߒޕႎߩೋᦼ୯߇ฎߊߥࠆ߶ߤࠪ᧲ޔ
࠽ᶏߢߩਅጀߩ㘑ㅦ߇ᒙߊߥߞߡ߈ޔ329ᣣ
12UTCೋᦼ୯ߩ੍ᗐߢߪ㧔࿑2.4.9 (f)㧕᳓⫳᳇ߩᵹ
⚻〝߇ታᴫࠃࠅ߽ᄢ߈ߊർ᧲ߦߕࠇࠆะ߇
ࠄࠇࠆޔߪߣߎߩߎޕ࿑2.4.2ޔ࿑2.4.3ߢࠄࠇࠆࠃ
߁ߦޔૐ᳇ߣ㜞᳇ߩ㑆ߩ᧲ߩ᳇ᐲ߇ޔೋ
ᦼ୯߇ฎ੍ႎ߶ߤޔᒙߊߥߞߡࠆߎߣߣᢛวߒ
ߡࠆޔߚ߹ޕ329ᣣ12UTCߩೋᦼ୯ߦ߅ߡߪޔ
᧲ࠪ࠽ᶏ߆ࠄᣣᧄᶏ߳ߩਅጀߩ᳓⫳᳇ଏ⛎ߪࠆ
⒟ᐲߐࠇߡߚ߇ޔᣂߒೋᦼ୯ߩ੍ႎ୯߿ታ
ᴫ߶ߤߩ㜞น㒠᳓㊂ߪࠄࠇߥߪࠇߎޕૐ᳇
ߩ⊒↢Ბ㓏ߢᣣᧄߩ᧲ߩ㜞᳇ߣߩ㑆ߩ᳇ᐲ
߇ዊߐߊޔ᳓⫳᳇ߩᵹ߽ዊߐߊߥߞߡࠆߚߣ
⠨߃ࠄࠇࠆޕૐ᳇߇⊒㆐ߒߥ߆ߞߚೋᦼ୯ߩ੍ႎ
ߢߪޔ᳓⫳᳇ߩᵹ߇ዋߥߚߦࠄߐޔૐ᳇߇
⊒㆐ߒߥߣߞߚࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢ߇GSMߩਛߢ
߈ߡߚߣផ᷹ߔࠆޕ
ૐ᳇ߩ⊒㆐߇੍᷹ߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ߪ(ޔ1)ߢ⸥ㅀ
3

ታ㓙ޔGSM ߩ㕖ᢿᾲടᾲ₸ߩಽᏓࠍߺࠆߣ 700hPa ઃ
ㄭߦടᾲߩࡇࠢ߇ࠅߩߘޔਅߢ᷵߇Ⴧᄢߒߡߚޕ
4 DMSP ⴡᤊタߩࡑࠗࠢࡠᵄ⸘ޕ
ᳯᴡ(2009)ߥߤࠍ
ෳᾖߐࠇߚޕ

࿑ 2.4.8 㧔㧕2012 ᐕ 4  2 ᣣ 12UTCޔ
㧔ਅ㧕2012 ᐕ 4  1 ᣣ 12UTC ࠍኻ⽎ߣߒߚޔ
ฦೋᦼ୯ߩ GSM ߩ 310K ╬᷷㕙ߢߩ 2PVU ╬୯✢ޕ࿑ਛߩ H,L ߪᄢ߈ߥࠬࠤ࡞ߩ
࠶ࠫޔߒࠍࡈ࠻ޔὐ✢ߢ࿐ࠎߛㇱಽߪૐ᳇ߩ⊒㆐ࠍ߽ߚࠄߒߚ࠻ࡈࠍߒߡࠆޕ

࿑ 2.4.9 (a)SSMIS ߆ࠄផቯߐࠇߚน㒠᳓㊂㧔mmࠞޔ㧕ⷰޕ᷹ᤨೞߪ 2012 ᐕ 4  2 ᣣ 20UTC(ޕb)̄(f)2012
ᐕ 4  2 ᣣ 18UTC ࠍኻ⽎ߣߒߚฦೋᦼ୯ߦ߅ߌࠆ GSM ੍ႎ୯ߩน㒠᳓㊂㧔mmࠞޔ㧕ߣ㘑㧔ࡁ࠶࠻ޔ
⍫⠀ᩮ㧕
ޕSSMIS ߆ࠄផቯߐࠇߚน㒠᳓㊂ߪ Remote Sensing Systems(http://www.ssmi.com/)ߢ㐿ߐࠇߡ
ࠆࡊࡠ࠳ࠢ࠻ࠍ↪ߒߚޕ

㪈㪇㪉


 2.4.1 ోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣ JRA-25/JCDAS ߩਥߥ㆑
ోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓ
JRA-25/JCDAS
੍ႎࡕ࠺࡞
GSM1011
GSM0103
ⓨ㑆⸃ᐲ
TL959㧔⚂ 20km㧕L60
T106㧔⚂ 110km㧕L40
ജቇࡈࡓ
ࡒࠣࡦࠫࡘࡒࠗࡦࡊ ࠝࠗࡒࠗࡦࡊࠪ࠶࠻
ࠪ࠶࠻ᴺ+ㆡวࠟ࠙ࠬᩰሶ
ᴺ+ᮡḰࠟ࠙ࠬᩰሶ
⸃ᨆࠪࠬ࠹ࡓ
4 ᰴరᄌಽᴺ
3 ᰴరᄌಽᴺ


ߒߚޔጀߩ᷵ߩධਅߩᓇ㗀߇ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆ߇ޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߩ㊂⊛ߥ੍᷹ߦߟߡߪޔૐ᳇
ߩ⊒↢⊒㆐ߦ߁ධ߆ࠄߩ᳓⫳᳇ߩᵹߣߘࠇ
ߦ߁㕖ᢿᾲടᾲߩ⋧↪ࠍߩነਈߩᏅ߇
ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㪉㪅㪋㪅㪍㩷 㪉㪇㪇㪋ᐕᒰᤨ⋧ᒰ䈱ᢙ୯੍ႎ䉲䉴䊁䊛䈪䈱
㩷
ᬺᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߪᡷ⦟ࠍⓍߺ㊀ߨߥ߇ࠄ
ᐕ♖ߩߘޘᐲࠍߍߡ߈ߡࠆ৻ޕᣇ੍ޔ᷹♖ᐲߪ
ᄢ᳇⽎ߦ߽ଐሽߒߡ߅ࠅ੍ߡߞࠃߦ⽎ޔ᷹ߒ߿
ߔ੍ޔ᷹ߒߦߊ߇ࠆߎߣߪ⚻㛎⊛ߦ
߽ቴⷰ⊛ߦ߽⍮ࠄࠇߡࠆߢ߹ࠇߎޕㅀߴߡ߈ߚࠃ
߁ߦޔGSMߪᧄߢߪ⽎⊒↢ߩ4ᣣ⒟ᐲ೨߆ࠄ
ૐ᳇ߩ⊒㆐ࠍ੍᷹ߢ߈ߡߚ߇ߣߎߩߎޕᢙ୯੍
ႎࠪࠬ࠹ࡓߩㅴᱠߦࠃࠆ߽ߩߥߩ߆੍߽ߣࠇߘޔ᷹
ߒ߿ߔߢߞߚߩ߆ࠍ⹏ଔߔࠆߚޔㆊߩ
ᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߦࠃࠆ੍᷹ߣߩߘࠇߦࠃࠆ
੍᷹ࠍᲧセߒߚޕ
JRA-25(Onogi et al. 2007)߅ࠃ߮JCDASߪޔ᳇
⸻ᢿ߿᳇⽎ᐡߩ᳇㑐ㅪᬺോߢߩ↪ࠍ⋡⊛ߦ᳇
⽎ᐡߢᚑㆇ↪ߐࠇߡࠆ 5ޔ᳇࠺࠲หൻࠨࠗ
ࠢ࡞ߢࠆߪࡓ࠹ࠬࠪߩߎޕ2004ᐕᒰᤨߩోᢙ୯
੍ႎࠪࠬ࠹ࡓ(T213L40)ࠍૐ⸃ᐲ(T106L40)ߦߒ
ߚ߽ߩࠍ߽ߣߦ᭴▽ߐࠇߡ߅ࠅ㧔ߚߛߒޔጀⓍ㔕ࠬ
ࠠࡓࠍGSMߦవⴕߒߡዉߒߚ╬ߩ⥄⁛ޔታⵝ߽
ሽߔࠆ㧕ޔᑧ㐳੍ႎߩ♖ᐲ߽2004ᐕᒰᤨߩోᢙ
୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣห╬ߢޔᢙචᐕ㑆ࠍㅢߒߡ߶߷ဋ
৻ߢࠆߎߣ߇ᬌ⸽ߐࠇߡࠆ(Onogi et al. 2007)ޕ
ᧄ㗄ߢߪJCDASࠍㆊߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣߺߥ
ߒߡᧄޔߦߟߡᑧ㐳੍ႎࠍⴕߞߚޕߩో
ᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣJCDASߩਥߥ㆑ࠍ2.4.1
ߦ␜ߔ੍ޕႎࡕ࠺࡞ߢߪ⸃ᐲߣജቇࡈࡓߩ㆑
⸃ޔᨆߢߪ࠺࠲หൻᚻᴺ߇ᄢ߈ߥ㆑ߢࠆޕ
ߘߩઁోޔᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢߪ੍ޔႎࡕ࠺࡞ߩ
ᡷ⦟߿ᣂⷙ᷹ⷰ࠺࠲ߩዉ╬߇ᄙߊߥߐࠇߡ
ࠆ㧔ട⮮ 2010; ቶ 2011㧕ޕ
࿑2.4.10ߪJCDASߩᑧ㐳੍ႎߦࠃࠆޔ2012ᐕ4
2ᣣ12UTCޔ43ᣣ12UTCࠍኻ⽎ߣߒߚޔᶏ㕙ᦝᱜ

5

JRA-25 ߪ㧔⽷㧕㔚ജਛᄩ⎇ⓥᚲߣหߢታᣉߐࠇߚޕ

㪈㪇㪊

᳇ߣ6ᤨ㑆㒠᳓㊂ߩ੍᷹ࠍ␜ߒߡࠆޕ4ᣣએ೨
ߩೋᦼ୯ߢ߽ޔૐ᳇ߩ⊒㆐߿ߘࠇߦ߁ᒝ㘑ࠍ
ࠆ⒟ᐲ੍᷹ߢ߈ߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕᓥߞߡᧄޔ
ߢߩૐ᳇ߩ⊒㆐⥄ߪㆊߩࠪࠬ࠹ࡓߢ੍߽
᷹ߒ߿ߔߢߞߚߣ߃ࠆޕ೨㗄ߢㅀߴߚࠃ
߁ߥޔⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߩᄢ߈ߥⅣႺ႐߇ߐࠇߡ
ࠆߚޔJCDASߦࠃࠆᑧ㐳੍ႎߢ߽ૐ᳇ߩ⊒㆐߇
੍᷹ߢ߈ߡߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕೋᦼ୯߇ฎ
੍ႎ߶ߤޔૐ᳇ߩਛᔃ߇ർነࠅߦߥࠆߎߣޔਛᔃ
᳇߇㜞ߊߥࠆะߪߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߣ
ㅢߒߡࠆ⊒ޔߒߛߚޕ㆐೨ߩߩૐ᳇ߩ
⋧߇ೋᦼ୯ߩฎ੍ႎ߶ߤㅴࠎߢࠆะ߇ߺࠄ
ࠇࠆὐߪGSMߣߪ⇣ߥߞߡࠆޕ5ᣣ੍ႎߦߟߡ
ߪޔหߓೋᦼ୯ߩGSMࠃࠅ߽ૐ᳇ࠍ⊒㆐ߐߖߡ
ࠆ߇ޔਛᔃ⟎ߪታᴫࠃࠅ߽ᄢ߈ߊർߦߕࠇߡࠆޕ
2.4.4㗄ߢㅀߴߚޔㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߩࡔࡦࡃ
ߩਛߦ߽ૐ᳇߇⊒㆐ߒޔਛᔃ⟎߇ᄢ߈ߊർߦߕ
ࠇߡࠆ੍ႎ߇ࠆߎߣ߆ࠄޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߩೋᦼ
୯ଐሽᕈࠍ␜ߒߡࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ㒠᳓㊂ߦᵈ
⋡ߔࠆߣޔૐ᳇ߩਛᔃㄭறߩ㒠᳓ߪGSMߢ੍ᗐߐ
ࠇߚ߽ߩߣ⦟ߊૃߡࠆ߇᧲ޔᣣᧄᄥᐔᵗߩኙ಄
೨✢ઃㄭߩ㒠᳓ߦ㑐ߒߡߪోޔ⊛ߦ㒠᳓ၞࠍᐢߍ
ߡ੍ᗐߒߡ߅ࠅ⸃ޔᨆ㔎㊂߿GSMߦࠄࠇࠆࠃ߁ߥޔ
ᴪጯઃㄭߢߩ㒠᳓ߩࡇࠢ߇⋥ㄭߩ੍ႎߢ߽
ߐࠇߡߥߩࠄࠇߎޕ㒠᳓ߩߩ㆑ߣߒߡߪޔ
ਔ⠪ߢ᳓ᐔ⸃ᐲ߇⇣ߥࠆߎߣߪ߽ߜࠈࠎ߹ࠇߎޔ
ߢߩࡕ࠺࡞⸃ᨆߩᡷ⦟߽ᤋߐࠇߡࠆߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆޕ2004ᐕ߆ࠄ2012ᐕߩ㑆ߦⴕࠊࠇߚోޔᢙ୯
੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㒠᳓੍᷹ߦᄢ߈ߊነਈߔࠆᄌᦝߣ
ߒߡߪㆊ⒟ߩᡷ⦟㧔⮳߶߆ 2005㧕ޔⓍ㔕ኻᵹㆊ
⒟ߩᡷ⦟㧔ਛᎹ 2007㧕ߩ࡞࠺ࡕోޔ᳓ᐔ㜞⸃ᐲ
ൻ㧔ർᎹ 2007㧕ޔㆡวࠟ࠙ࠬᩰሶߩዉ߅ࠃ߮ࡕ࠺
࡞ోߩ⋥ߒ㧔ጤ 2008㧕ߥߤ߇ߍࠄࠇࠆޕ
ߤߩᄌᦝ߇ᦨ߽ᓇ㗀߇ᄢ߈߆․ቯߔࠆߎߣߪ㔍
ߒ߇ߩࠄࠇߎޔᡷ⦟ࠍ㊀ߨߡߞߚ⚿ᨐޔ㒠᳓ߩ
ߩะߦߟߥ߇ߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㪉㪅㪋㪅㪎㩷 䉁䈫䉄㩷
2012ᐕ43ᣣ߆ࠄ4ᣣߦ߆ߌߡޔᣣᧄᶏߢᕆỗߦ
⊒㆐ߒߚૐ᳇ߩߦߟߡޔGSMࠍਛᔃߣߒߚ
ᢙ୯੍ႎ⾗ᢱߩᬌ⸽ࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔGSM

ߪૐ᳇ߩ⊒㆐߿ᒝ㘑ߦߟߡߪ4ᣣ೨߆ࠄޔ㒠᳓
ߦߟߡߪ3ᣣ೨߆ࠄ⦟ߊ੍᷹ߢ߈ߡߚߎߣ߇ࠊ
߆ߞߚޔߚ߹ޕᄥᐔᵗᴪጯߩᒝ㘑ߦߟߡߪޔㅳ㑆
ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߢߪ5ᣣ೨߆ࠄน⢻ᕈࠍ␜ߒߡ߅
ࠅ࡞ࡉࡦࠨࡦࠕޔᐔဋ୯߿⏕₸੍ႎ୯߽ലߥ⾗ᢱ
ߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ⊒ޕ㆐ߔࠆૐ᳇ߩ੍᷹ߦߟ
ߡߪޔ12UTCೋᦼ୯ߩGSMߦࠃࠆ੍ႎ㧔9ᣣవ߹
ߢ੍ႎ㧕߿ㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߩ⾗ᢱ㧔ࠕࡦࠨࡦ
ࡉ࡞ᐔဋ੍₸⏕ޔ࠼࠶ࡊࠬޔႎ╬㧕ࠍᵴ↪ߒߡޔ
3–4ᣣ೨߆ࠄ⊒㆐ࠍ␜ໂߔࠆ⾗ᢱ߇ࠇ߫࠽ࠪޔ
ࠝࠍᬌ⸛ߒᆎࠆߎߣ߽ലߢࠈ߁ߣ⠨߃ࠆޕ
ᧄߩૐ᳇ߩ⊒㆐߇੍᷹ߢ߈ߚ߆ߤ߁߆ߦ
ߟߡߪޔጀߩ᷵ߩධਅ߇੍᷹ߢ߈ߚ߆ߤ߁߆
߇ᧄ⾰⊛ߢࠅޔᵹߩᵄߩ߇੍᷹ߦ㊀ⷐ
ߥⷐ⚛ߢߞߚߎߣ߇ಽ߆ߞߚޔߚ߹ޕᣣᧄᶏߦଏ
⛎ߐࠇߚ᳓⫳᳇㊂߆ࠄߪ⊒ޔ㆐ߩ㊂⊛ߥ੍᷹ߦߪᢿ
ᾲㆊ⒟ߣ㕖ᢿᾲㆊ⒟ߩ⋧↪ߩ߇㊀ⷐߢ
ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚޕ
JCDASࠍ2004ᐕᒰᤨ⋧ᒰߩోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹
ࡓߣߺߥߒߡޔᑧ㐳੍ႎࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔૐ᳇ߩ⊒

㆐ߦߟߡߪޔㆊߩᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߢ߽4ᣣ೨
߆ࠄ੍᷹ߢ߈ߡ߅ࠅޔૐ᳇ߩ⊒㆐⥄ߪㆊߩࠪ
ࠬ࠹ࡓߢ੍߽᷹ߒ߿ߔߢߞߚߣ⸒߃ࠆޕ㒠
᳓ಽᏓ߿㒠᳓㊂ߦߟߡߪޔߩోᢙ୯੍ႎࠪ
ࠬ࠹ࡓߩᣇ߇ታᴫߣߩኻᔕ߇⦟ߊ⸃ޔᐲߩᄌᦝࠍ
ޔ8ᐕߩ㑆ߩᡷ⦟ߩലᨐ߇ࠇߡߚߣ⠨߃ࠆޕ
⊒㆐ߔࠆ᷷Ꮺૐ᳇ߪᢙ୯੍ႎ߇ᆎ߹ߞߚᒰᤨ
߆ࠄޔၮᧄ⊛߆ߟ㊀ⷐߥ੍᷹ኻ⽎ߢࠆޕᢙ୯੍ႎ
ࠪࠬ࠹ࡓߩㅴᱠߦࠃࠅޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߛߌߢߥߊޔ
ߘࠇߦ߁㒠᳓ޔᒝ㘑ߩቯ㊂⊛ߥᬌ⸽ߦႊ߃ࠆᲑ㓏
ߦߥߞߡ߈ߚޕᓟ߽ߎߩࠃ߁ߥᬌ⸽ࠍㅢߓߡޔ
ోᢙ୯੍ႎࠪࠬ࠹ࡓߩ♖ᐲ⏕߿ޔᡷ⦟ߩߚߩ
ᚻ߇߆ࠅࠍߟ߆ࠆࠃ߁ߦߒߡ߈ߚޕ

࿑ 2.4.10 ࿑ 2.4.3 ߣหߓޔߒߛߚޕJCDAS ߆ࠄߩᑧ㐳੍ႎߦߟߡޕೋᦼᤨೞߪ㧔Ꮐ㧕2012 ᐕ 4  2 ᣣ 12UTC
ೋᦼ୯ޔ
㧔ਛ㧕2012 ᐕ 3  30 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޔ
㧔ฝ㧕2012 ᐕ 3  29 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޕ

㪈㪇㪋

㪉㪅㪋㪅㪏㩷 ᦨᄢ㘑ㅦ䉧䉟䉻䊮䉴䈱੍ᗐ㩷
 ೨㗄߹ߢߪᢙ୯੍ႎ⾗ᢱߩᬌ⸽ࠍߒߡ߈ߚᧄޕ㗄
એ㒠ߪᧄߦ߅ߡ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ߤߩࠃ߁ߥ੍
ᗐࠍߒߡߚ߆ߦߟߡㅀߴࠆޕ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߦߪޔ
GSMࠍၮߦߒߚቯᤨ㘑ᦨޔᄢ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬޔMSM
ࠍၮߦߒߚቯᤨ㘑ᦨޔᄢ㘑ㅦᦨޔᄢ⍍㑆㘑ㅦࠟࠗ࠳
ࡦࠬ߇ࠆ߇ᦨߪߢߎߎޔᄢ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߦߟ
ߡᬌ⸽ߒߚޕ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩⷐߦߟߡߪ▵ᧄޔ
ઃ㍳ߦ߹ߣߚߩߢߘߜࠄࠍෳᾖ㗿ߚޔ߅ߥޕ
ᧄ㗄એ㒠ߦ߅ߌࠆ᷹ⷰ୯ߪࠕࡔ࠳ࠬ10ಽ୯ߦࠃࠆ
ᦨᄢ㘑ㅦࠍ↪ߒߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪐㩷 ⠀↰䈪䈱੍ᗐ⚿ᨐ䈮䉌䉏䈢ᧄ䈱․ᓽ㩷
 ࿑2.4.11㧔㧕ߪޔ⠀↰㧔᧲੩ㇺ㧕ߦ߅ߌࠆࠕࡔ
࠳ࠬߦࠃࠆ᷹ⷰߣGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔೨3ᤨ㑆ౝᦨᄢ
㘑ㅦ㧕ޔGSMߩ㘑ㅦ㧔೨3ᤨ㑆ౝᦨᄢ୯㧕ߩᤨ♽
࿑ߢࠆޕGSMߩ㘑ㅦߪ⠀↰ߦᦨ߽ㄭᩰሶ
ὐߩ୯ࠍណ↪ߒߡࠆޕGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߣGSMߪ
ೋᦼᤨೞ331ᣣ00UTC߆ࠄ42ᣣ12UTC߹ߢߩ
11ೋᦼ୯ߩ⚿ᨐࠍࡊࡠ࠶࠻ߒߚޕ㘑ߩࡇࠢߩᤨೞ
ߦ⌕⋡ߔࠆߣޔGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬޔGSMߣ߽ߦߤޔ
ߩೋᦼᤨೞߢ߽43ᣣ12UTC㗃߇㘑ߩࡇࠢߣߥ
ߞߡ߅ࠅⷰޔ᷹⚿ᨐߦㄭ੍ᗐߣߥߞߡߚޕ㘑ㅦ
ߪޔGSM߇ߤߩೋᦼᤨೞߢ߽ᦨᄢߢ⚂17m/sߩ੍ᗐ
ߢ᷹ⷰ㧔27.1m/s㧕ࠃࠅ10m/s⒟ᒙ੍ᗐߢߞߚߩ
ߦኻߒߡޔGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߪGSMߩ㘑ㅦࠍᱜߒ
ߡ߶߷᷹ⷰߦㄭ੍ᗐࠍߒߡߚޕ
 ࿑2.4.11㧔ਅ㧕ߪMSMߦ㑐ߔࠆᤨ♽࿑ߢࠆޕ
MSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߣMSMߪೋᦼᤨೞ41ᣣ15UTC
߆ࠄ42ᣣ15UTC߹ߢࠍࡊࡠ࠶࠻ߒߡࠆޕMSM
߽㘑ㅦߪ⠀↰ߦᦨ߽ㄭᩰሶὐߩ୯ࠍណ↪ߒߡ
ࠆޕMSMߦ߅ߡ߽GSMߣห᭽ߦޔ㘑ߩࡇࠢ
ߩᤨೞߦߟߡߪMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬޔMSMߣ߽ߦో
ߡߩೋᦼᤨೞߢ᷹ⷰߣ߶߷หߓᤨೞࠍ੍ᗐߒޔ㘑ㅦ
ߪMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇MSMࠃࠅ᷹ⷰߦㄭ୯ࠍ੍
ᗐߒߡߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߦᧄߢߪࡕ࠺࡞ߦࠃࠆ㆑߿ೋᦼᤨ
ೞߦࠃࠆ㆑߇߶ߣࠎߤߥߊ৻⽾ߒߚ੍ᗐ߇⛮⛯ߒ
ߡߚߎߣ߇․ᓽߢޔGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߦ߅ߡߪᒝ
㘑߇᷹ⷰߐࠇࠆ3ᣣ೨߆ࠄ㘑ߩࡇࠢߣ࠲ࠗࡒࡦࠣ
ࠍ♖ᐲࠃߊ੍ᗐߒߡߚߢߞߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪈㪇㩷 ోὐ䈪䈱ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
 ᰴߦోޔ࿖ߩࠕࡔ࠳ࠬὐߢߩᬌ⸽⚿ᨐࠍ␜ߔޕ

㩷
䋨㪈䋩㩷 ᬌ⸽ᣇᴺ㩷
 43ᣣ5ᤨߩ੍ႎߢᒰᣣ6ᤨ߆ࠄ⠉ᣣ6ᤨ߹ߢߩᦨ
ᄢ㘑ㅦࠍ੍ᗐߔࠆߎߣࠍᗐቯߒߡޔ43ᣣ6ᤨ߆ࠄ4
ᣣ6ᤨ㧔ᣣᧄᤨ㑆㧕߹ߢߩᦨᄢ㘑ㅦߦߟߡᬌ⸽ߒ
ߚޕGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߪೋᦼᤨೞ42ᣣ12UTCޔ

࿑2.4.11 ⠀↰ߩᦨᄢ㘑ㅦ㧔೨3ᤨ㑆ᦨᄢ㧕ߩᤨ♽࿑ޕ
 ߪ GSM 㧔 ೋ ᦼ ᤨ ೞ 3  31 ᣣ 00UTC ߆ ࠄ 4  2 ᣣ
12UTC㧕
ޔਅߪMSM㧔ೋᦼᤨೞ41ᣣ15UTC߆ࠄ4
2ᣣ15UTC㧕
ޕ㤥ߪ᷹ⷰߣࠢࡦࡇޔ㕍ߪࠟࠗ࠳ࡦࠬߢࡇ
ࡦࠢߪ⋥ㄭߩ4ೋᦼ୯ޔ㕍ߪߘࠇએ೨ߩೋᦼ୯ࠍߔޕ
㤛ߣ✛ߪࡕ࠺࡞ߢ㤛ߪ⋥ㄭߩ4ೋᦼ୯ࠇߘߪ✛ޔએ೨ߩ
ೋᦼ୯ࠍߔޕᮮゲߪ੍ᗐኻ⽎ᤨೞ❑ޔゲߪ㘑ㅦߢ
ࠆޕ

MSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߪೋᦼᤨೞ42ᣣ15UTCࠍᬌ⸽ߩ
ኻ⽎ߣߒߡࠆᦨޕᄢ㘑ㅦߪ᷹ⷰߐࠇࠆᤨೞ߇ὐ
ߦࠃߞߡ⇣ߥࠆߚߩߎޔᬌ⸽ߢߪᦨᄢ㘑ㅦߩ୯ߦ
⌕⋡ߒᤨ⊒ޔೞߦߟߡߪ⠨ᘦߒߥߎߣߣߒߚޕ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ୯ߪ43ᣣ6ᤨ߆ࠄ4ᣣ6ᤨ㧔ᣣᧄᤨ㑆㧕
߹ ߢ ߩ ᦨᄢ ୯ ࠍ ណ↪ ߒ ߚ ޕᬌ ⸽ ߢߪ ᐔ ဋ ⺋Ꮕ ޔ
RMSE⺋ߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔᏅ߇5m/sࠃࠅᄢ߈߆ߞߚ
ὐᢙ 6ࠍ᳞ߚޔߚ߹ޕᒝ㘑߇็ߚὐߦ⌕⋡ߔࠆ
ߚࠟࠗ࠳ࡦࠬ߹ߚߪ᷹ⷰߢᦨᄢ㘑ㅦ߇15m/sએ
ߢߞߚὐ㧔એᓟޔ
ޟᒝ㘑ὐࠆߔߣޠ㧕ߦߟߡ
߽ห᭽ߩᬌ⸽ࠍߒߚޕ

䋨㪉䋩㩷 ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
 ᬌ⸽⚿ᨐࠍ2.4.2ߦ߹ߣߚޕᐔဋ⺋ᏅߪGSM
ࠟࠗ࠳ࡦࠬޔMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ߽ߦ⽶ߣߥࠅ᷹ⷰ
ࠃࠅ߽ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᒙะ߇ߞߚޟޕᒝ㘑ὐޠ
ߢࠆߣߘߩะߪࠃࠅᄢ߈ߊߥߞߡߚޕRMSE
ߪGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇2.9m/sޔMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇
2.4m/sߣMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᣇ߇ዊߐߊ♖ᐲ߇⦟߆
ߞߚޕ
ޟᒝ㘑ὐ߽ߡߟߦޠMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᣇ
߇GSMࠟࠗ࠳ࡦࠬࠃࠅ߽♖ᐲ߇⦟߆ߞߚޕ5m/sએ
6

㘑ㅦߩᬌ⸽ߦ߅ߡߪቴⷰ⊛ߦ㊂⊛ߥ⏕߆ࠄߒߐࠍ␜
ߔᜰᮡ߇ߥߚ⺋ߪߢߎߎޔᏅ5m/sࠍ৻ߟߩ⋡ߣߒ
ߡᬌ⸽ߒߚޕ

㪈㪇㪌

2.4.2 43ᣣ6ᤨ߆ࠄ44ᣣ6ᤨ㧔ᣣᧄᤨ㑆㧕߹ߢߩ24ᤨ㑆ߦ߅ߌࠆᦨᄢ㘑ㅦߩᬌ⸽⚿ᨐޕGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߪೋᦼ
ᤨೞ42ᣣ12UTCޔMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߪೋᦼᤨೞ42ᣣ15UTCߢߘࠇߙࠇߩᲑߪోࠕࡔ࠳ࠬὐࠍኻ⽎ߣߒߚᬌ
⸽⚿ᨐޔਅᲑߪࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍ᗐ୯߹ߚߪ᷹ⷰ୯߇15m/sએߛߞߚὐࠍኻ⽎ߣߒߚᬌ⸽⚿ᨐߢࠆޕ


ኻ⽎ὐ

GSMࠟ
ࠗ࠳ࡦ
ࠬ
MSM
ࠟࠗ࠳
ࡦࠬ

ὐᢙ

᷹ⷰߩᐔဋ
୯(m/s)

ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ
ᐔဋ୯(m/s)

ᐔဋ⺋Ꮕ
(m/s)

RMSE(m/s)

⺋Ꮕ>5m/s
ߩὐᢙ

ోὐ

924

11.9

10.9

–1.0

2.9

75

ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߹ߚߪ
᷹ⷰ߇15m/sએ

233

18.5

16.1

–2.3

4.1

50

ోὐ

924

11.9

11.3

–0.6

2.4

38

ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߹ߚߪ
᷹ⷰ߇15m/sએ

242

18.3

16.7

–1.6

3.3

31

GSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ

MSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ

࿑2.4.12 43ᣣ6ᤨ߆ࠄ44ᣣ6ᤨ㧔ᣣᧄᤨ㑆㧕߹ߢߩᦨᄢ㘑ㅦߩ⺋ᏅಽᏓ⺋ޕᏅߪࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍ᗐ୯߆ࠄ᷹ⷰ୯ࠍ
ᒁߚ୯ߢࠟࠗ࠳ࡦࠬ߹ߚߪ᷹ⷰ߇15m/sએߢߞߚὐߩߺࠍࡊࡠ࠶࠻ߒߡࠆޕᏀߪGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔ೋᦼᤨ
ೞ42ᣣ12UTC㧕
ޔฝߪMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔ೋᦼᤨೞ42ᣣ15UTC㧕ߢࠆޕ

ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᄖࠇߡߚὐߪGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ
ߩᣇ߇MSMࠟࠗ࠳ࡦࠬࠃࠅᄙߊޔ
ޟᒝ㘑ὐ߅ߦޠ
ߡ߽ห᭽ߢߞߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪈㪈㩷 ὐ䈱ᬌ⸽㩷
 ᰴߦὐߩᬌ⸽⚿ᨐࠍ␜ߔޕᬌ⸽ᦼ㑆ޔᬌ⸽ኻ
⽎ߪోὐߢߩᬌ⸽ߣㅢߢࠆޕ43ᣣ6ᤨ߆ࠄ4
ᣣ6ᤨ㧔ᣣᧄᤨ㑆㧕߹ߢߩᦨᄢ㘑ㅦߩ⺋Ꮕ㧔ࠟࠗ࠳
ࡦࠬ㧙᷹ⷰ㧕ࠍὐߦ᳞ߚޕ

䋨㪈䋩㩷 ᬌ⸽⚿ᨐ㩷
 ࿑2.4.12㧔Ꮐ㧕ߦGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⺋ᏅߩಽᏓࠍ
␜ߔޕᒝ㘑߇ߞߚὐߦ⌕⋡ߔࠆߚޔ
ޟᒝ㘑ὐޠ
ߩߺࡊࡠ࠶࠻ߒߡࠆޕGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⺋Ꮕߩಽ
Ꮣࠍࠆߣ᧲ޔർߩᣣᧄᶏ߆ࠄർ㒽ߦ߆ߌߡߣἑ

㪈㪇㪍

ᚭౝᶏߢࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇5m/sએᒙ߆ߞߚὐ߇ᄙ
ߊޔ㑐᧲߿Ꮊߩᄥᐔᵗߢࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇߿߿ᒝ߆
ߞߚ㧔⺋Ꮕߪ5m/sᧂḩ㧕ὐ߇ಽᏓߒߡࠆߩ߇․
ᓽߢࠆޕ
 ࿑2.4.12㧔ฝ㧕ߪMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⺋ᏅߩಽᏓ࿑
ߢࠆ⺋ޕᏅߩᱜ⽶ߩಽᏓߪGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߦૃߡ
ࠆ߇GSMࠟࠗ࠳ࡦࠬࠃࠅ⺋Ꮕߩዊߐὐ߇ᄙ
ߊߥߞߡࠆ᧲ߦ․ޕർ߆ࠄർ㒽ߦ߆ߌߡߪMSM
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᣇ߇⺋Ꮕ߇ዊߐὐ߇ᄙ߆ߞߚߎޕ
ߩὐߪ೨ㅀߒߚRMSEߥߤߩ㆑ߦࠇߡࠆޕ
 ὐߦߒߊࠆߣޔᒝ㘑ߩࡇࠢߩᤨೞ߇ߕ
ࠇߡߚࠅ੍ߩ࡞࠺ࡕޔᗐߩᣇ߇ࠟࠗ࠳ࡦࠬࠃࠅ߽
᷹ⷰ⚿ᨐߦㄭ੍ᗐߢߞߚὐߥߤ߇ࠄࠇߚޕ
ᰴ㗄ߢߪ․ߩࠄࠇߎޔᓽ⊛ߥὐߦߟߡߒߊ
ߡߊߎߣߣߔࠆޕ

䋨㪉䋩㩷 ᒝ㘑䈱䊏䊷䉪䈱ᤨೞ䈏䈝䉏䈩䈇䈢ὐ㩷
 ᧄߦ߅ߡో࿖ߢᦨᄢߩ㘑ㅦࠍ᷹ⷰߒߚࡩ
ፉ㧔ጊ⋵㧕ߪޔ43ᣣ6ᤨ߆ࠄ4ᣣ6ᤨ߹ߢߩᦨ
ᄢ㘑ㅦߢᬌ⸽ߔࠆߣࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⺋Ꮕߪ㧙6.5m/s
ߢߞߚ߇ߩ࡞࠺ࡕޔ㘑ߣኻᲧߒߡࠆߣࠟࠗ
࠳ࡦࠬ߇ᒝ㘑ߩࡇࠢߩᤨೞࠍᄖߒߡߚߎߣ߇ࠊ
߆ߞߚޕ
 ࿑2.4.13ߪࡩፉߦ߅ߌࠆGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ࠺ࡕޔ
࡞(GSM)ⷰޔ᷹ߩᤨ♽࿑ߢࠆߩ࡞࠺ࡕޕ୯ߪ੍
ᗐኻ⽎ᤨೞߩ೨3ᤨ㑆ౝߩᦨᄢ㘑ㅦߢࠆޕ㘑ㅦߩ
ࡇࠢߩᤨೞߦ⌕⋡ߔࠆߣⷰޔ᷹ߣࡕ࠺࡞ߩᤨೞߪ
วߞߡࠆ߇ߌߛࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ3ᤨ㑆ߕࠇߡߚޕ
ࡕ࠺࡞ߩࡇࠢߪ3ᣣ06UTCߛߞߚ߇ᤨߩߘޔೞߪ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ࡕ࠺࡞ߩ㘑ㅦࠍᒙߡ߅ࠅࡦ࠳ࠗࠟޔ
ࠬߩࡇࠢߪ3ᣣ03UTCߦߥߞߡߚޕ06UTCߦ߅
ߡ߽03UTCߣห᭽ߦࡕ࠺࡞ߩ㘑ࠍᒝߡࠇ߫
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍ᗐ୯ߪࠃࠅ᷹ⷰߦㄭ੍ᗐߣߥߞߡ
ߚߢࠈ߁ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍᷹
ᑼߪ੍ ႎᤨೞߘࠇߙ ࠇߢ⁛┙ߢ ࠅ ޔ03UTCߣ
06UTCߩ੍᷹ᑼߩ․ᕈߪᔅߕߒ߽৻⥌ߒߥߚޔ
ߎߩࠃ߁ߥߎߣߪߎࠅᓧࠆޕ
 㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪㆊߩࡕ࠺࡞ߩ㘑ߣ᷹ⷰߐࠇ
ߚ㘑ߣߩ㑐ଥࠍ⛔⸘ಣℂߔࠆߎߣߦࠃߞߡߘߩᤨὐ
ߦ߅ߌࠆᦨㆡߥ੍᷹ᑼࠍᚑߒߡࠆᧄޕߢߪ
ࡕ࠺࡞߇06UTCߦᒝධ㘑ࠍ੍ᗐߒⷰޔ᷹ߪߐࠄߦ
ᒝධ㘑ߣߥߞߚߩߎޕ㑐ଥ߇ߎࠇ߹ߢߩࡕ࠺࡞ߣ
᷹ⷰߣߩ㑐ଥ߆ࠄᄢ߈ߊᄖࠇߡߚ႐วࡦ࠳ࠗࠟޔ
ࠬߩ੍᷹ᑼߢߪᧄࠍ߁߹ߊᱜߔࠆߎߣߪߢ߈
ߥߢߎߘޕࡩፉߦ߅ߡ06UTCߦ߅ߌࠆࡕ࠺࡞
ߣ᷹ⷰߣߩ㑐ଥ߇ޔㆊߣᧄߣߢ㆑߇ࠆ߆
ࠍ⏕ߒߡߺߚޕ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪ੍᷹ᑼߩଥᢙߪ
ࠞ࡞ࡑࡦࡈࠖ࡞࠲ߦࠃߞߡㅙᰴᦝᣂߐࠇ੍ޔ᷹ᑼ
ߩ․ᕈ߇ᣣޘᄌൻߒߡߊߩ߇․ᓽߢࠆߢߎߎޕ
ߪ⋥ㄭߩ⚂1߆ߩࠍࠆߎߣߢ੍᷹ᑼߩ․ᕈ
ࠍⷰߔࠆߎߣߦߒߚޕ
 ࿑2.4.14ߪޔ31ᣣ߆ࠄ43ᣣ߹ߢߩࡕ࠺࡞ߩ㘑
ߣ᷹ⷰߣߩ⺋ᏅߩᢔᏓ࿑ߢࠆޕ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪ
㘑ߩUᚑಽޔVᚑಽࠍ⁛┙ߦ᳞ࠆߚޔฦᚑಽߦ
ߟߡߩᢔᏓ࿑ࠍᚑߒߚޕGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪ
06UTCߩ੍᷹ᑼߩଥᢙࠍೋᦼᤨೞ00UTCߩGSMࠍ
ߞߡᦝᣂߔࠆߚޔ࿑ߪೋᦼᤨೞ00UTCߩGSM
ߣ᷹ⷰߩ⚵ߺวࠊߖߣߥߞߡࠆᧄޔߚ߹ޕߪ
ᒝ㘑ᤨߩ੍᷹ᑼ 7ࠍ↪ߚ੍ᗐߢߞߚߚޔᒝ㘑ᤨ
ߩ੍᷹ᑼࠍᦝᣂߔࠆ㘑ㅦ5m/sએߩࠍࡊࡠ࠶
࠻ߒߡࠆᧄߦࠇߎޕߦᒰߔࠆೋᦼᤨೞ43
ᣣ12UTCߩ୯ࠍㅊ⸥ߒߚ㧔࿑ਛߩ⿒㧕ޕ
 Vᚑಽߦ⌕⋡ߔࠆߣㆊ1߆ߢߪࡕ࠺࡞ߩVᚑಽ
߇⽶㧔ർ㘑ᚑಽ㧕ߩ߇ᄙߊ⺋ޔᏅߩಽᏓ߆ࠄ⺒
7

੍᷹ᑼߩጀൻߦߟߡߪᧄ▵ઃ㍳ࠍෳᾖޕ

㪈㪇㪎

࿑2.4.13 ࡩፉߦ߅ߌࠆGSMᦨᄢ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᤨ
♽࿑ޕೋᦼᤨೞߪ42ᣣ12UTCޕ㤥ߪ᷹ⷰࠢࡦࡇޔ
ߪࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ✛ޔGSMߩ㘑ߩᦨᄢ୯ߢࠆޕᮮ
ゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔ᣣ/ᤨ㧕
❑ޔゲ߇㘑ㅦߢࠣࡈਛߩࡃ
ߪ㘑ะࠍߔޕ

࿑2.4.14 ࡩፉߦ߅ߌࠆGSM㘑ߣ᷹ⷰߣߩ⺋Ꮕߩ
ᢔᏓ࿑ޕߪUᚑಽ㧔᧲㘑ޕ㘑ߪᱜ㧕ਅߪVᚑಽ㧔ධ
ർ㘑ޕධ㘑ߪᱜ㧕ߢޔᮮゲߪ㘑ㅦ㧔⽶ߩ୯ߪ㘑ะ߇ㅒ
ߣߥࠆ㧕
❑ޔゲߪ⺋Ꮕ㧔੍ᗐ୯㧙᷹ⷰ୯㧕ߢࠆޕ31
ᣣ߆ࠄ42ᣣߩೋᦼᤨೞ00UTCߩFT=6ߩ࡞࠺ࡕޔ
㘑ㅦ߇5m/sࠃࠅᄢ߈ࠍ㕍ߢࡊࡠ࠶࠻ߒߡ
ࠆߪ⿒ޕ43ᣣߩࠍ␜ߔ㧔ೋᦼᤨೞ42ᣣ
12UTC㧕
ޕ
  ࿑ߩᣇߪUᚑಽߣ⺋Ꮕ߇ߦᱜߩ㗔ၞߢߪࡕ࠺࡞
ߪ㘑ߢ᷹ⷰࠃࠅ߽ᒝߊߩ⽶ߦޔ㗔ၞߢߪࡕ࠺࡞ߪ
᧲㘑ߢ᷹ⷰࠃࠅ߽ᒝߪ✢⋥ߩ✛ޕࠆߥߣޔUᚑಽ=⺋
Ꮕࠍߒ✢⋥ޔߢߪ᷹ⷰߩUᚑಽ߇0ߣߥࠆ㧔ർ߹ߚ
ߪධ㘑㧕ߣߥࠆࠅࠃ✢⋥ޕᏀߩ㗔ၞߪ᷹ⷰ߇᧲㘑ޔ
ฝߪ㘑ߩ㗔ၞߣߥࠆޕVᚑಽߪᱜ߇ධ㘑ߣߥࠆઁߪ
ห᭽ߢࠆޕ

ߺขࠆߣࡕ࠺࡞ߩർ㘑ᚑಽ߇᷹ⷰߦᲧߴߡᒝ
߇߿߿ᄙ߆ߞߚߦࠇߘޕኻߒߡ43ᣣߩߢߪ
GSMߪᒝධ㘑ᚑಽࠍ੍ᗐߒⷰߪࠇߘޔ᷹ߦᲧߴߡ
ᒙ߆ߞߚޕVᚑಽߪ㘑ะߦࠃߞߡ╓ภ߇ォߔࠆߚ
ޔർ㘑ᚑಽ߇᷹ⷰࠃࠅᒝะߪධ㘑ᚑಽ߽᷹ⷰ
ࠃࠅᒝะߣ⺒ߺᦧ߃ࠄࠇࠆࠬࡦ࠳ࠗࠟߡߞࠃޕ
ߩ੍᷹ᑼߪGSMߩධ㘑ᚑಽࠍᒙࠆࠃ߁ߥ․ᕈߦ
ߥߞߡߚߪߕߢࠆޕታ㓙࡞࠺ࡕߪࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ
ߩධ㘑ᚑಽࠍᒙޔ㘑ㅦࠍᷫߓߡߚᧄޕߪࡕ
࠺࡞ߣ᷹ⷰߣߩ㑐ଥ߇ߎࠇ߹ߢߩ߽ߩߣ⇣ߥߞߡ
ߚߚߊ߹߁ߪߢࠬࡦ࠳ࠗࠟޔᱜ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ
ߢࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ

࿑2.4.15 ࿑2.4.13ߣหߓ⎘ޔߒߛߚޕᵄߦ߅ߌࠆMSMᦨ
ᄢ㘑ㅦࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᤨ♽࿑ޕೋᦼᤨೞߪ42ᣣ
15UTCޕ

䋨㪊䋩㩷 䊝䊂䊦䈱㘑ㅦ䈱ᣇ䈏䉧䉟䉻䊮䉴䉋䉍᷹ⷰ䈮ㄭ䈎
䈦䈢ὐ㩷
 ንጊ⋵ߩ⎘ᵄᐔ㊁ߢߪᣣᧄᶏߦ⊒㆐ߒߚૐ᳇߇
ࠆߣ߈ߦᒝධ㘑߇็ߊߎߣ߇⍮ࠄࠇߡࠆᧄޕ
ߦ߅ߡ߽⎘ᵄߢߪᦨᄢ㘑ㅦ21.6m/s㧔ࠕࡔ࠳
ࠬ10ಽ୯ߦࠃࠆ୯㧕ࠍ᷹ⷰߒߚߩ࡞࠺ࡕޕ㘑ߣ
ኻᲧߒߡߺࠆߣߩ࡞࠺ࡕ߇ࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ㘑ࠍᒙߚ
ߚߦ੍ᗐ߇ᄖࠇߡߚߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
 ࿑2.4.15ߪ⎘ᵄߦ߅ߌࠆMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ࡞࠺ࡕޔ
(MSM)ⷰޔ᷹ߩᤨ♽࿑ߢࠆᦨߪ࡞࠺ࡕޕᄢߢ
19m/sㄭ㘑ㅦࠍ੍ᗐߒߡߚ߇ߎߪࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ
ࠇࠍ13m/s⒟ᐲߦᒙߡߚޕ
 ࡩፉߩᬌ⸽ߣห᭽ߦ⎘ޔᵄߦ߅ߌࠆࡕ࠺࡞ߩ㘑
ߣ᷹ⷰߣߩ㑐ଥࠍ⺞ߴߡߺߚޕኻ⽎ߪ੍ᗐኻ⽎ᤨೞ
06UTC ߩ ੍ ᷹ ᑼ ߢ  ࠆ  ޕMSM ࠟ ࠗ ࠳ ࡦ ࠬ ߢ ߪ
06UTCߩ੍᷹ᑼߩଥᢙࠍೋᦼᤨೞ03UTCߩࡕ࠺࡞
ࠍߞߡᦝᣂߔࠆߚޔೋᦼᤨೞ03UTCߩࡕ࠺࡞ߣ
᷹ⷰߩ㑐ଥࠍ⺞ᩏߒߚޕ
 ࿑2.4.16ߪޔ31ᣣ߆ࠄ43ᣣ߹ߢߩࡕ࠺࡞ߩ㘑
ߣ᷹ⷰߣߩ⺋ᏅߩᢔᏓ࿑ߢࠆᧄߦࠇߎޕߦ
ᒰߔࠆೋᦼᤨೞ43ᣣ15UTCߩ୯ࠍㅊ⸥ߒߚ㧔࿑ਛ
ߩ⿒㧕ᦼޕ㑆ਛᧄޔࠍ㒰ߊߣVᚑಽߪ߶߷r5m/s
ߩ▸࿐ߢޔUᚑಽߪ߶ߣࠎߤ߇㘑ߢߞߚޕᣇ
ࠍ૬ߖࠆߣޔ1ࠍ㒰ߡධ߆ࠄർߩ㘑ᚑ
ಽࠍᜬߟߩߺߢߞߚߎߣߦߥࠆߦࠇߘޕኻߒ
ߡᧄߪධධ᧲ߩᒝ㘑ߢߞߚޕᢔᏓ࿑߆ࠄᧄޔ
ࠍ੍ᗐߔࠆᤨὐߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍᷹ᑼߪർߩ
㘑ࠍᒙࠆ․ᕈࠍᜬߜޔർ㘑ߣኻ㕙ߔࠆධ᧲㘑߽
ᒙࠆ․ᕈߣߥߞߡߚߣᕁࠊࠇࠆޕታ㓙࠳ࠗࠟޔ
ࡦࠬߪࡕ࠺࡞ߩධධ᧲ߩᒝ㘑ࠍᒙ੍ޔᗐࠍᄢ߈ߊ
ᄖߒߡߚᧄޕߢߪࡩፉߣห᭽ⷰߣ࡞࠺ࡕޔ
᷹ߣߩ㑐ଥ߇ߎࠇ߹ߢߩ߽ߩߣ⇣ߥߞߡߚߚޔ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߦࠃࠆᱜ߇߁߹ߊᯏ⢻ߒߡߥ߆ߞߚ
ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
 ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪᄖࠇߡߚ߇MSMߪᒝ㘑ࠍ੍ᗐߒ
ߡߚޕMSMߢ⎘ᵄᐔ㊁ߩᒝ㘑߇੍ᗐߢ߈ߡࠇ
߫ޔᓟޔห᭽ߩߦ߅ߡ੍ᗐߩᚻ߆߇ࠅߣߔ

࿑2.4.16 ࿑2.4.14ߣหߓ⎘ޔߒߛߚޕᵄߦ߅ߌࠆMSM
㘑ߣ᷹ⷰߣߩ⺋ᏅߩᢔᏓ࿑ޕMSMߪ31ᣣ߆ࠄ4
2ᣣߩೋᦼᤨೞ03UTCߩFT=3ޔMSMߩ㘑ㅦ߇
5m/sࠃࠅᄢ߈ࠍ㕍ߢࡊࡠ࠶࠻ߒߡࠆߪ⿒ޕ4
3ᣣߩࠍߔ㧔ೋᦼᤨೞߪ42ᣣ15UTC㧕
ޕ

ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߚࠆߔ⏕ࠍࠇߎޕMSM㘑
ߩᐔ㕙࿑ࠍߡߺࠆޕ㘑ߪᒻߩᓇ㗀ࠍฃߌࠆߚޔ
ࡕ࠺࡞ᒻ࿑߽૬ߖߡࠆߎߣߦߔࠆޕ
 ࿑2.4.17ߪMSM߇⎘ᵄߩ⋥ㄭߩᩰሶߢᦨᄢ㘑ㅦ
ࠍ੍ᗐߒߚ3ᣣ04UTC㧔ೋᦼᤨೞ42ᣣ15UTC㧕ߩ
㘑ߩᐔ㕙࿑ޔ࿑2.4.18ߪMSMᩰሶὐߩᮡ㜞ࠍర
ߦᚑߒߚࡕ࠺࡞ᒻߩ㠽⍑࿑ߢࠆ࡞࠺ࡕޕᒻ
࿑ߪ࿑2.4.17ߣหߓ▸࿐ߢޔᒻࠍർ߆ࠄߡ
ࠆ࡞࠺ࡕޕᒻߢߪ⎘ޔᵄᐔ㊁ߪߘߩධߩ⼱ߣ

㪈㪇㪏

࿑ 2.4.17 43ᣣ 04UTCߩMSMߩ㘑ߩᐔ㕙࿑ޕ
MSMߩೋᦼᤨೞߪ42ᣣ15UTCޕᢙሼߪ㘑ㅦ(m/s)ޔ
ࡃߪ㘑ะࠍߔޕਛᄩߩ٤ශ߇⎘ᵄߩᦨㄭធᩰሶߢ
ࠆޕ

࿑2.4.18 ࿑2.4.17ߣหߓ▸࿐ߩMSMߩࡕ࠺࡞ᒻ࿑ޕ
ਛᄩߩ⿒ὐ߇⎘ᵄߩᦨㄭធᩰሶߢࠆޕ

৻✜ߦߥࠅ⼱ߩᦨਅᵹߦ⎘ᵄߩ⋥ㄭᩰሶ߇⟎ߒߡ
ࠆޕ㘑ߩಽᏓ࿑ߣ૬ߖߡࠆߣߦ⼱ޔᴪߞߚ
ධ㘑߇⎘ᵄᐔ㊁ߦᒰߚࠆၞߢᒝ߹ߞߡࠆ᭽ሶ߇
ߡߣࠇࠆᧄߦ߁ࠃߩߎޕߢߪMSMߪንጊ⋵
ߢ৻᭽ߦᒝ㘑ࠍ੍ᗐߒߡߚߩߢߪߥߊޔᒻࠍ
ᤋߒߚᒝ㘑ߩಽᏓࠍ੍ᗐߒߡߚߎߣ߇⏕ߢ߈ߚޕ

㪉㪅㪋㪅㪈㪉㩷 䉧䉟䉻䊮䉴ᡷༀ䈱⹜䉂㩷
 ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᄖࠇߚࠍᬌ⸽ߒߡ߈ߚ߇ޔࡩፉޔ
⎘ᵄߤߜࠄߩ߽ᧄߦࠃߞߡᦝᣂߐࠇߚ੍᷹
ᑼࠍߞߡౣᐲ੍ᗐࠍߔࠆߣࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍ᗐ߇ᄢ

㪈㪇㪐

߈ߊᡷༀߔࠆߎߣࠍ⏕ߒߡࠆ㧔࿑ߪ⋭⇛㧕
ޕᓥዻ
⾗ᢱߦࠃࠆ੍ᗐߦߥࠆߩߢ♖ᐲ߇⦟ߊߥࠆߩߪᒰὼ
ߢࠆ߇⸒ޔ឵߃ࠇ߫ห᭽ߩ߇⛯ߌ߫2ᐲ⋡
ߪ♖ᐲߩ⦟੍ᗐ߇ߢ߈ࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆ߆ߒޕ
ߒ߽ߡߞ⚻ߢ߹ߟߪߢࠇߘޔᩮᧄ⊛ߥᡷༀߦߪ⥋
ࠄߥߩࠄࠇߎޕᄖࠇߦኻߔࠆᡷༀ╷ߣߒߡߩߤޔ
ࠃ߁ߥߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆߛࠈ߁߆⎘ޕᵄߩߢߪޔ
ㆊ1߆㑆ߪነࠅߩ㘑ߩߦࠃߞߡࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬߩ੍᷹ᑼ߇ᦨㆡൻߐࠇߡߚ⓭ߡߒߘޕὼߩධ߆
ࠄߩᒝ㘑ߦࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪኻᔕߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ߆
ߞߚޕߩ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ㘑ะߦࠃࠆ੍᷹ᑼߩጀ
ൻࠍⴕߞߡߥߚߩߤޔ㘑ะߢ߽หߓ੍᷹ᑼ
ࠍ↪ߡࠆޔߡߞࠃޕ㘑ะߦࠃߞߡࡕ࠺࡞ߣ᷹ⷰ
ߣߩ㑐ଥ߇⇣ߥࠆὐߢߪࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇߁߹ߊ੍ᗐ
ߢ߈ߥ႐ว߇ࠆޕ
 ߘߎߢ੍ޔ᷹ᑼࠍ㘑ะߦࠃߞߡጀൻߔࠆߎߣࠍ
⹜ߺߚޕ㘑ะߪ90ᐲනߢޔർ᧲⽎㒢ޔධ᧲⽎㒢ޔ
ධ⽎㒢ޔർ⽎㒢ߩ4ߟߦಽߌߩࠇߙࠇߘޔ㘑ะ
ߦߟߡ੍᷹ᑼࠍᜬߟࠃ߁ߦߒߚ੍ޕ᷹ᑼߪࡕ࠺࡞
ߩ㘑ะ߇ᒰߔࠆ㘑ะߩ▸࿐ߦߞߡࠆ႐วߦᦝ
ᣂߔࠆޔߚ߹ޕ㘑ะ߇ᄢ߈ߊᄖࠇߚ႐วߪ᳇㈩⟎
ߥߤߩ੍ᗐ߇ᄖࠇߡࠆߢࠆߣ್ᢿߒ࠺ࡕޔ
࡞ߩ㘑ะߣ᷹ⷰߩ㘑ะߩᏅ߇90ᐲࠃࠅᄢ߈႐ว
ߪଥᢙߩᦝᣂࠍߒߥࠃ߁ߦߒߚޕ
 ጀൻߩ㘑ะߪࡕ࠺࡞ߩUᚑಽޔVᚑಽߩ╓ภ߇
৻ቯߣߥࠆᣇࠍណ↪ߒߚߩ࡞࠺ࡕߪࠬࡦ࠳ࠗࠟޕ
UᚑಽޔVᚑಽߩ᷹ⷰߣߩ⺋Ꮕࠍ⋡⊛ᄌᢙߣߒߡ
ࠆ߇⺋ޔᏅߩ․ᕈߪ㘑ะ㧔╓ภ㧕߇ᄌࠊߞߡ߽หߓ
ߢࠆߣߪ㒢ࠄߥ╓ޔߡߞࠃޕภࠍ৻ቯߣߔࠆߎ
ߣߢ㘑ะߦࠃࠆ․ᕈࠍᒁ߈ߖࠆߢࠈ߁ߣ⠨߃ߚޕ
߹ߚޔ㘑ะߩ▸࿐ࠍ90ᐲߣߒߚߩߪᒰߔࠆᢙ
ࠍ⏕ߔࠆߚߢࠆޕጀൻࠍ⚦߆ߊߔࠇ߫ࠃޔ
ࠅ㘑ะߦ․ൻߒߚ੍᷹ᑼ߇ᓧࠄࠇࠆߣᦼᓙߢ߈ࠆ߇ޔ
ᒰᢙ߇ዋߥߣචಽߥ♖ᐲࠍᓧࠆߎߣߪ㔍ߒ
ߊߥࠆߩߢࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ⸳ቯߩ࠹ࠬ࠻ ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬࠍ⹜ߒޔ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣᲧセࠍߒߚޕ
 ࿑2.4.19ߪࡩፉ㧔㧕ߣ⎘ᵄ㧔ਅ㧕ߩᤨ♽࿑
ߢࠆޕ࿑2.4.13ޔ࿑2.4.15ߦ࠹ࠬ࠻ ߩࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬࠍㅊ⸥ߒߚࠣࡈߣߥߞߡࠆޕࡩፉߢߪޔ㘑
ㅦߩࡇࠢߩᤨೞߪ࠹ࠬ࠻ ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬޔ࡞࠺ࡕޔ
᷹ⷰߢ৻⥌ߒߡߡޔ㘑ㅦߩ੍ᗐߪ࠹ࠬ࠻ ߩࠟࠗ
࠳ࡦࠬ߇ᦨ߽᷹ⷰߦㄭ߆ߞߚᤨߩߡోޕೞߢ࠹ࠬ࠻
ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᦨༀߩ੍ᗐࠍߒߡࠆࠊߌߢߪߥ
߇੍߇࡞࠺ࡕޔᗐߒߚࡇࠢࠍࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ߕࠄ
ߔߎߣߥߊ੍ᗐߢ߈ߡࠆὐ߇ᵈ⋡ߔߴ߈ߣߎࠈߢ
ࠆ⎘ޕᵄߢߪ࠹ࠬ࠻ ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇MSMߩධ
㘑߇ᒝߣ߁ࠪࠣ࠽࡞ࠍ߁߹ߊᒁ߈ߒࠗࠟޔ
࠳ࡦࠬߣᲧセߒߡᄢ߈ߊᡷༀߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
 㘑ะߦࠃߞߡࡕ࠺࡞ߣ᷹ⷰߣߩ㑐ଥ߇⇣ߥࠆߚ

ߚޕ
 ߹ߚ੍ޔ᷹ᑼࠍ㘑ะߦࠃߞߡጀൻߔࠆߎߣߦࠃ
ࠅ੍ᗐ߇ᡷༀߔࠆὐ߇ࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚޕ
࿁ߩᬌ⸽ߢᓧࠄࠇߚ⚿ᨐࠍᓟߩᡷ⦟ߦ↢߆
ߒߡ߈ߚޕ
ઃ㍳㩷 㘑䉧䉟䉻䊮䉴䈱ⷐ㩷
 ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᬌ⸽ߢߪ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⚵ߺߦ㑐
ߔࠆౝኈ߇ᄙߊߞߚߩߢߦߎߎޔ㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ
ⷐࠍ߹ߣߡ߅ߊޕ
 㘑ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪࡕ࠺࡞ߩ㘑ߣ᷹ⷰߣߩ⺋Ꮕࠍ
⋡⊛ᄌᢙߣߒߡࠆޕ㘑ࠍUᚑಽޔVᚑಽߦಽߌޔ
ߘࠇߙࠇߦߟߡ᷹ⷰߣߩ⺋Ꮕࠍ੍ᗐߒߡࡕ࠺࡞ߩ
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付録A 数値予報研修テキストで用いた表記と統計
的な指標 1

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。

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。

A.2 検証に用いた基本的な指標
A.2.1 平均誤差、平方根平均二乗誤差、誤差の標
準偏差

A.1 研修テキストで用いた表記について

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

A.1.1 時刻の表記について

平方根平均二乗誤差（Root Mean Square Error，

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。

RMSE）がある。これらは次式で定義される。

ME ≡

N

1
N

∑ (x − a )
1
N

RMSE ≡

A.1.2 解像度の表記について

i

i =1

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

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 55km 格 子 、
TL159は約110km格子に相当する（その他の切断波
数と格子間隔の関係については本テキ スト第1部表
4.4.1を参照）。

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、

RMSE 2 = ME 2 + σ e

2

A.1.3 予報時間について
数値予報では、統計的な検証や事例検証の結果を
示す際に、予報対象時刻の他に、初期時刻からの経過
時間を予報時間（Forecast Time, 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。

σe =
2

1
N

N

∑ ( x − a − ME )
i =1

i

と表すことができる。 σ e は誤差の標準偏差（ランダム誤
差）である。
このテキストでは、数値予報に改良を加えた際の評価
指標として、RMSEの改善率（スキルスコア）を用いる場
合がある。RMSEの改善率は次式で定義される。
RMSEの改善率 ≡

A.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。

RMSEcntl − RMSEtest
× 100
RMSEcntl

ここで、 RMSEcntl は基準となる予報の、 RMSEtest は改良
を加えた予報のRMSEである。

A.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

A.1.5 緯度、経度の表記について

ノマリー）と実況値の基準値からの偏差との相関係数で

緯度、経度については、アルファベットを用いて例え

あり、次式で定義される。
1

2

i
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A.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
リーに分類された事例数を示す表である（表A.3.1）。各
スコアは、表A.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。

N

 ( X i  X )( Ai  A )

ACC 

i 1

N

 (X
i 1

N

 X ) 2  ( Ai  A ) 2

i

i 1

（ 1  ACC  1 ）
ただし、

Ai  ai  ci , A 

N

1
N

X i  xi  ci , X 

1
N

X
i 1

i

A.3.2 適中率
FO  XX
適中率 
（0  適中率  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。

N

A
i 1

i

である。ここで、 N は標本数、 xi は予報値、 ai は実況
値、 c i は基準値である。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。

A.3.3 空振り率
空振り率 

1
N

N

 1

M

  M  ( x
i 1



m 1

mi


 xi ) 2 


A.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

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
表A.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

あり

FO

FX

FO+FX

なし

XO
M

XX
X

XO+XX
N

計

xi 

1
M

A.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A.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。

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。

A.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。
スプレッド 

FX
FO  FX

mi

で定義されるアンサンブル平均である。

A.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。

A.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A.3.3項
の空振り率とは分母が異なる。
FX
（ 0  Fr  1 ）
Fr 
X
最小値0 に近いほど空振りの予報が少なく予報の精
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度が高いことを示す。ROC曲線（第A.4.5項）のプロット

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

に用いられる。

A.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

M
N

である。ここで、 Pc は現象の気候学的出現率（第A.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。

（ 0 ≤ BI ）

予報と実況で「現象あり」の事例数が一致する場合1

A.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
（ −1 ≤ Skill ≤ 1 ）
Skill ≡
N −S
ただし、

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。

A.3.8 気候学的出現率
現象の気候学的出現率 Pc は標本から見積もられる
現象の平均的な出現確率であり、次式で定義される。
M
Pc ≡
N
この量は実況のみから決まり、予報の精度にはよらな
い。予報の精度を評価する基準を設定する際にしばし
ば用いられる。

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

X
M
, Px c =
N
N

である。ここで、 Pmc は「現象あり」、 Px c は「現象なし」

A.3.9 スレットスコア

の気候学的出現率（第A.3.8項）、 S は現象の「あり」を

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
( 0 ≤ TS ≤ 1 )
TS ≡
FO + FX + XO

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。

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

A.4 確率予報に関する指標など

を除いて検証するのに有効である。最大値1に近いほど

A.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

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

計検証の基本的指標である。ある現象の出現確率を対

る環境下で行われた予報の精度比較には適さない。こ
アなどが考案されている。

象とする予報について、次式で定義される。
1 N
（ 0 ≤ BS ≤ 1 ）
BS ≡ ∑ ( pi − ai ) 2
N i =1

A.3.10 エクイタブルスレットスコア

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

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

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

ETS ≡

FO − S f
FO + FX + XO − S f

（−

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A.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

1
≤ ETS ≤ 1 ）
3

BS c ≡ Pc (1 − Pc )

ただし、

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
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する予報の精度を比較するのには適さない。例えば上

いるほど大きい値をとる。不確実性は現象の気候学的

の BS c は Pc 依存性を持ち、同じ予報手法（ここでは気

出現率が Pc =0.5の場合に最大値0.25をとる。この項は

候値予報）に対しても Pc の値に応じて異なる値をとる

実況のみによって決まり、予報の手法にはよらない。ま

（Stanski et al. 1989）。次項のブライアスキルスコアは

た、不確実性= BS c が成り立つ。これらを用いてブライア

この問題を緩和するため気候値予報を基準にとり、そこ

スキルスコアを次のように書くことができる。

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。

BSS =

分離度 − 信頼度
不確実性

A.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

A.4.4 確率値別出現率図
確 率 値 別 出 現 率 図 （ Reliability Diagram ，

ライアスコアに基づくスキルスコアであり、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

Attributes Diagram とも呼ばれる）は、予報された現

コア BS 、気候値予報によるブライアスコア BS c を用いて

象出現確率 Pfcst を横軸に、実況で現象が出現した相対

BSS ≡

BSc − BS
BSc

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A.4.1参照、Wilks（2006） などに詳しい）。一般

（ BSS ≤ 1 ）

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

で定義される。完全予報で1、気候値予報で0、気候値

curve）と呼ぶ。

予報より誤差が大きいと負となる。

信頼度曲線の特性は、Murphyの分解（第A.4.3項）

A.4.3 Murphyの分解

の信頼度、分離度と関連付けることができる。横軸 Pfcst

Murphy（1973）は、ブライアスコアと予報の特性との

の各値について、信頼度（あるいは分離度）への寄与は、

関連を理解しやすくするため、ブライアスコアを信頼度
（uncertainty）の3つの項に分解した。これをMurphy

信頼度曲線上の点から対角線 Pobs = Pfcst 上の点（ある
いは直線 Pobs = Pc 上の点）までの距離の二乗として表
現される。 Pfcst の各値でのこれらの寄与を、標本数に比

の分解と呼ぶ（高野（2002）などに詳しい）。

例する重みで平均して信頼度（あるいは分離度）が得ら

（ reliability ） 、 分 離 度 （ resolution ） 、 不 確 実 性

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

確率予報において、確率予報値を L 個の区間に分
け、標本を確率予報値の属する区間に応じて分類する
ことを考える。確率予報値が l 番目の区間に属する標本
数を N l （ N = ∑lL=1 N l ）、このうち実況が「現象あり」であ
った事例数を M l （ M = ∑lL=1 M l ）とすると、Murphy の
分解によりブライアスコアは以下のように表される（確率
予報値の l 番目の区間の区間代表値を p l とする）。

BS = 信頼度－分離度+不確実性
2

L 
M  N
信頼度 = ∑  pl − l  l
Nl  N
l =1 
2

L 
M M  Nl
分離度 = ∑  − l 
Nl  N
l =1  N

不確実性 =

M  M
1 − 
N 
N

図A.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。

信頼度は確率予報値（ p l ）と実況での現象出現相対
頻度（ M l / N l ）が一致すれば最小値0となる。分離度は
確率予報値に対応する実況での現象の出現相対頻度
（ M l / N l ）が気候学的出現率（ Pc = M / N ）から離れて
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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A.4.1 灰色の領域）内に

閾値小

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A.4.1項参照）で
は1点（Pfcst , Pobs ） = （Pc , Pc ） が信頼度曲線に対応する。
また、次の2つの特性を示す確率予報は精度が高い。
・信頼度曲線が対角線に（信頼度が最小値0に）近い。
・ 信 頼度 曲 線 上の 大き い 標本 数 に対 応 する 点 が 点

閾値大

（Pfcst , Pobs ） = （Pc , Pc ） （気候値予報）から離れた位置
（確率値別出現率図の左下または右上寄り）に分布
する（分離度が大きい）。

A.4.5 ROC面積スキルスコア

図A.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。

確率予報では、現象の予報出現確率にある閾値を
設定し、これを予報の「現象あり」「現象なし」を判定する
基準とすることが可能である。さまざまな閾値それぞれ
について作成した分割表をもとに、閾値が変化したとき
の Fr － Hr 平 面 （ こ こ で Fr は 第 A.3.6 項 の False
Alarm Rate、 Hr は第A.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A.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 A.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)
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( −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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