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第１章 領域拡張・予報時間39時間化されたメソモデルの特性
1.1 メソモデルの領域拡張・予報時間39時間化の概
要1
メソモデル(MSM)は、2013年3月に予報領域が拡
張された。また、2013年5月に全初期時刻における
予報時間が39時間に延長された。表1.1.1に今回の変
更前後の主な仕様を、また、図1.1.1に領域拡張前後
の予報領域を示す。
本節では、仕様拡張の目的及び概要を説明する。
続いて、第1.2節では、領域拡張の影響が顕著に現れ
た事例として、南からの暖湿気の流入による降水の
事例、及び予報領域の側面境界付近に台風が位置す
る事例を説明する。さらに、降水や地上観測、高層
観測との統計検証の結果についても説明する。最後
の第1.3節では、予報時間の39時間化について、初
期時刻別の降水の統計検証の結果を示し、事例を用
いて境界値の影響を説明した上で利用上の注意点
を述べる。

図 1.1.1 領域拡張前後の MSM の予報領域。赤枠が拡張
後、緑枠が拡張前の予報領域。塗りつぶした領域は、拡
張前後の境界緩和領域を表す（赤：拡張後、緑：拡張前）。

1.1.1 予報領域の拡張
MSMの予報領域の拡張の目的は、主な予報対象
である日本付近から側面境界を遠ざけ、側面境界値
として利用している親モデル(GSM)の予報値に近
づ け る 人工 処 理が 施さ れて い る 緩和 領 域（ 室井
2012、原 2008）の影響を軽減することである。具
体的には室井(2011)にもあるように、①2013年5月
に領域を拡張した局地モデル(LFM)へのより適切な
側面境界値の提供、及び②MSMの側面境界に近い
地域の予報精度の向上である。
①については、LFMの予報領域の南端が拡張前の
MSMの領域の南側境界に非常に近く、緩和領域内
となる見込みであったための処置である2。②につい
ては、前述したように、側面境界付近の人工処理が
施されている緩和領域を遠ざけることにより、その
影響を軽減し、側面付近の予報精度を向上させるこ
とが目的である。
次節以降で事例を用いて説明するように、予報領
域の拡張による予報の改善は境界付近にとどまら
ず、予報の後半にかけては、境界から離れた地域で

図 1.1.2 領域拡張後のメソ解析で利用された観測の分布。
左図の赤点は、高層観測、右の緑点(NOAA–16)、橙点
(METOP–2)、青点(NOAA–19)は衛星観測(AMSU–A)を
示す。黒点枠が拡張前の MSM の予報領域（2011 年 7 月
26 日 03UTC の例）
。

も精度向上を確認するなど、領域拡張の効果が広範
囲に及んでいることがわかった。
今回の領域拡張により格子数が約3割増加しただ
けではなく、MSMの初期値を作成するメソ解析で
利用する観測数も増加した（第1.2.1項、第1.2.2項を
参照）
。観測の増加の一例として、MSMの予報領域
内 に お ける 高 層観 測と 衛星 観 測 の分 布 の例 を図
1.1.2に示す。高層観測は西側と北側への領域の拡張
により、大陸で利用できる観測が増えたことがわか
る。また、南側及び東側に拡張された領域は大部分
が海上であるため、主に衛星観測が増加したことが
わかる。

第 1 章 越智 健太、石井 憲介
LFM は側面境界付近では親モデルである MSM の予報
値とのギャップを抑えるため、人工処理（ダンピング）が
行われる（室井 2011、原 2008）
。解像度の違いから MSM
よりも GSM の方が LFM とのギャップが大きいと考えら
れるため、GSM の影響が残る MSM の予報値を境界値と
して LFM に与えるのは望ましくないと考えられる。また、
緩和領域の人工処理されている予報値を境界値として
LFM に提供すること自体も望ましいことではない。
1
2

1.1.2 予報時間の39時間化
従来、MSMの予報時間は、00,06,12,18UTC初期
値においては15時間予報、03,09,15,21UTC初期値

1

においては33時間予報であった。今回の変更で、全
ての初期時刻において、予報時間を39時間に延長し
た。本変更の目的は、一般予報及び航空予報への利
用の観点からの要望を受けたものであり、一般予報
では予報作業の支援を強化するため、航空予報では
TAF（運航用飛行場予報）の有効期間と発表時刻の
変更に対応するためである。
一方で、予報時間が延長された部分を利用する際
には、境界値として用いるGSMと合わせて見ること
が重要である。この点について、第1.3.4項で解説す
る。
表 1.1.1 予報領域の拡張・予報時間延長前後の MSM の仕様の比較
東西方向の格子数
南北方向の格子数
鉛直層数
水平格子間隔
境界緩和領域（側面
境界からの距離）
予報時間

変更前
721 格子（解析は 241 格子）
577 格子（解析は 193 格子）
50 層（解析は 40 層）
5km（解析は 15km）
180km

変更後
817 格子（解析は 273 格子）
661 格子（解析は 221 格子）
50 層（解析は 40 層）
5km（解析は 15km）
180km

補足
西側に 76 格子、東側に 20 格子増加。
北側に 36 格子、南側に 48 格子増加。
変更なし。
変更なし。
変更なし。

15 時間(00,06,12,18UTC)
33 時間(03,09,15,21UTC)

39 時間
(00,03,06,09,12,15,18,
21UTC)

00,06,12,18UTC 初期値の予報時間
を 15 時間から 39 時間に延長。
03,09,15,21UTC 初期値の予報時間
を 33 時間から 39 時間に延長。

参考文献
原旅人, 2008: 現業メソ数値予報モデルの概要. 数
値予報課報告・別冊第54号, 気象庁予報部, 18–26.
室井ちあし, 2011: 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.
室井ちあし, 2012: 力学過程. 平成24年度数値予報
研修テキスト, 気象庁予報部, 25–28.
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1.2 予報領域の拡張

次に、この降水が発生・持続した要因と両実験の降
水予測の違いについて考察する。

予報領域の拡張に関する仕様の変更内容は前節
の表1.1.1のとおりである。本節では、予報領域を
拡張した影響が顕著に現れた事例を通じて、その特
徴を確認し、領域拡張の影響が統計検証結果にどの
ように現れているかを説明する。

② 下層のシアーラインと暖湿気
まず、予想におけるシアーラインと降水の状況に
ついて述べる。
両実験ともに、MSM（2011年7月25日03UTC初
期値）の予想によれば、この降水は下層のシアーラ
インに南からの暖湿気が流入し続けることでもた
らされていた2。このシアーラインは25日06UTCで
は奄美付近から北東側に伸びていた。その南側では
降水を予想しており、シアーラインの北上とともに
対応する降水域も徐々に北上していった。この降水
域の北上は両実験ともに予想されており、実況と対
応していた（図1.2.2、図は拡張実験のみ）。
図1.2.4に大気下層(975hPa)の比湿の水平分布と
鉛直断面図及び鉛直速度の断面図を示す。この図か
ら、シアーラインの南側は下層の水蒸気が多く、南
風によってシアーライン近傍の対流が活発な領域
に下層水蒸気が流入している状況がわかる。また、
FT=3からFT=21にかけてシアーラインとともに対
流が活発な領域は北上するが、北上しても下層水蒸
気の流入は続いていることがわかる。この様子は両
実験とも見られた。このように、MSMの予想では、
この事例における降水は、(i)北上するシアーライン
に(ii)南からの下層暖湿気の流入が続いたことが主
な要因となっていることがわかる。これら(i)(ii)に
ついては解析場でも見られ、概ね実況を再現してい
たと考えられる。
(i)については、初期値においては沖縄付近のシア
ーラインは両実験ともにほぼ同じ場所に位置して
おり（図略）、予報時間が進んでも大きな違いはな
く解析場との対応も良かった（図1.2.5）。
一方、(ii)については、シアーラインの南方にお
ける下層の水蒸気の差は顕著で拡張領域実験の方
が多い（図1.2.6）。この初期値における下層の水蒸

1.2.1 領域拡張の影響が顕著に現れた事例
本項では、予報領域を拡張した影響が顕著に現れ
た2つの事例を紹介する。
なお、両事例ともに拡張後の予報領域でおこなっ
た実験を「拡張領域実験」、拡張前の予報領域でお
こなった実験を「旧領域実験」と呼ぶ。

(1) 事例1：南からの暖湿気の流入による降水
今回の変更で予報領域が南側に広がったことに
より、南から流入する下層暖湿気と、それに伴う降
水の予測精度が向上した事例について説明する。
本事例では、初めに実況と両実験の降水表現の違
いを述べ、拡張領域実験の方が実況との対応が良か
ったことを示す(①)。次に、降水の予想の違いの原
因の一つに下層水蒸気場の違いがあることを示し
(②)、最後に、この違いが現れた理由を、両実験の
メソ解析のインクリメント 1 を比較して説明する
(③)。

① 九州南部の降水表現の違い
2011年7月25～26日にかけて、太平洋高気圧が張
り出し、その縁辺をまわる南からの暖湿気が西日本
を中心に流入しやすい状況が続いていた（図1.2.1）。
沖縄・奄美付近には降水域を伴う下層シアーライン
があり、25日には沖縄・奄美地方を中心に短時間強
雨が観測された。その後、この降水域は、シアーラ
インとともに徐々に北上し、26日には九州南部に達
した（図1.2.2左下図）。
本項では、拡張領域実験と旧領域実験で顕著な差
が見られた7月25日03UTC初期値の予想における
期間後半(FT=27)の九州南部付近の降水に注目し
て、予報領域拡張の効果を説明する。
まず、FT=27の降水量の予想を実況と比較すると、
九州南部の降水は、拡張領域実験と旧領域実験とも
に実況に比べて少ないが、拡張領域実験の方が実況
に近い（図1.2.3）。アメダスの観測値と比べても、
ピークの時間帯にずれはあるものの、拡張領域実験
の方が実況との対応が良い地点が多かった（図略）
。

図 1.2.1 地上天気図（左図：7 月 25 日 00UTC、右図：
7 月 26 日 12UTC）

メソ解析では、前回の解析値を初期値とした 3 時間予報
値（第一推定値）を観測で修正し、それを解析値と呼ぶ。
解析値は、予報の初期値として用いられる。解析値作成の
際に、第一推定値に加える修正量のことをインクリメント
と呼ぶ（室井・佐藤 2012）
。

1

2

より正確にはシアーラインのやや南側にシアーライン
にほぼ平行に伸びる収束線があり、その収束線に下層暖湿
気が流入し降水をもたらしていた（図略）。予報が進むに
つれて、シアーラインと収束線の区別は不明瞭になった。

3

図 1.2.2 7 月 25 日 03UTC 初期値の前 3 時間降水量(mm)と地上の風向・風速（ノット、矢羽根）の予想と
実況。黒点線がシアーラインを表す。上段：FT=3、下段：FT=21。左列：解析雨量、右列：予想（拡張領
域実験）

図 1.2.3 7 月 25 日 03UTC 初期値の前 3 時間降水量(mm)と地上の風向・風速（ノット、矢羽根）の予想(FT=27)と実
況。左図：解析雨量、中図：拡張領域実験、右図：旧領域実験。

③ 比湿のインクリメント

気量の予想の差について示したものが図1.2.7であ
る。初期値において旧領域実験に比べて水蒸気が多
い領域（黒点線部）は、予報時間が進むにつれて北
上し、FT=27前後で九州の南端付近に到達した。こ
のことから、初期場における下層の暖湿気の違いが、
両実験の降水の違い（図1.2.3）の要因のひとつで
あると推察される3。

両実験について、初期場の下層暖湿気の違いを見
るために、初期値を作成したメソ解析の結果をみて
みる。
図1.2.8に両実験におけるメソ解析の第一推定値
の差と両実験のインクリメントを示す。この図から、
25日03UTCにおいては、第一推定値の時点ですで
に拡張領域実験の方が下層の水蒸気が多いことに
加え、拡張領域実験では下層の水蒸気を増加させる
インクリメントがあることがわかる（上段中図の黒
点線領域）。一方で、旧領域実験には水蒸気のイン
クリメントはほとんど見られない。前時刻のメソ解

両実験で降水に違いが見られた FT=27 をみると、シア
ーラインの南側では拡張領域実験の方が水蒸気フラック
ス（比湿と風速の積）が大きく、シアーラインに流入する
水蒸気が多かった（図略）。その原因は、水蒸気と風速の
両方であったが、ここでは水蒸気に注目して解説する。

3

4

FT=3

FT=21

図 1.2.4 7 月 25 日 03UTC 初期値（拡張領域実験）の FT=3 及び FT=21 の予報値。左から 975hPa の比湿(g/kg)及び
風向・風速(ノット、矢羽根)、比湿(g/kg)の鉛直断面図、鉛直速度(m/s)の鉛直断面図。左列の黒点線はシアーライン、
中・右列図の黒点線で囲まれているのは対流が活発な領域、黒矢印は地上のシアーラインの位置、中列図の青点線
は暖湿気が流入している様子を示す。鉛直断面図は、左列図の線分 AB のもの。
（シアーラインは、注目している降
水付近のみ図示している）

図 1.2.5 7 月 25 日 03UTC 初期値の FT=21 の 975hPa の風向・風速(ノット、矢羽根)及び渦度（1/s、カラー)。左
図：拡張領域実験、中図：旧領域、右図：解析値（拡張領域)。
（旧領域実験と拡張領域実験のシアーラインは大き
な差はなかった）
。

析（25日00UTC）の結果をみても、25日03UTCと
同様の傾向が見られる。旧領域実験においてインク
リメントがほとんどない領域は、黒点線で囲まれた
部分のみでなく、境界付近において広範囲に見られ
る。このインクリメントがほとんど見られない領域
は、旧領域実験において境界緩和法を適用している
領域（境界緩和領域）に対応しており（原 2008）、
解析値を親モデルであるGSMの予報値に近づける
効果が働くため、インクリメントが入りにくい状態
になっている。一方、図1.2.8に示すように、拡張
領域実験では、境界緩和領域が南に遠ざかったため

に、この領域に対して観測によるインクリメントが
入った。この領域には高層観測やアメダスなどの観
測がなく実況との検証は困難であるが、図1.2.9を
みると、下層水蒸気に大きなインクリメントが見ら
れる領域（図1.2.8の下段中図の黒点線部）に対応
してマイクロ波イメージャの観測があり、これが下
層水蒸気の修正に寄与したものと考えられる4 。

4

マイクロ波イメージャの同化による水蒸気量へのイン
パクトについては、計盛(2011)を参照。
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図 1.2.6 7 月 25 日 03UTC の MSM 初期値における比湿(g/kg)の分布と差分（拡張領域実験から旧領域実験を減じたも
の）
。左列：拡張領域実験、中図：旧領域実験、右図：差分。上段は 975hPa 面の比湿及び風向・風速(ノット、矢羽
根、下段は上段図の線分 AB の断面図。黒点線部が下層の比湿の差に注目している領域（予報後半の降水の予測に影
響した領域）
。上段左図及び中図の黒点線はシアーラインを表す（シアーラインは、注目している降水付近のみ図示
している）
。

図 1.2.7 7 月 25 日 03UTC の拡張領域実験と旧領域実験の比湿(g/kg)の差分(上段は 975hPa 面)（拡張領域実験か
ら旧領域実験を減じたもの）
。左から FT=0,12,24。下段は上段の線分 AB の鉛直断面図を示す。赤い領域は、旧
領域実験よりも拡張領域実験が比湿が大きいことを示す。黒点線部は下層の比湿の差に注目している領域（予報
後半の降水の予測に影響した領域）
。

6

図 1.2.8 各初期値におけるメソ解析の下層(975hPa)の比湿(g/kg)の第一推定値とインクリメント。左図：第一推定値
の差分（拡張領域実験から旧領域実験を減じたもの）
、中図：拡張領域実験のインクリメント、右図：旧領域実験の
インクリメント。上段は 25 日 03UTC、下段 25 日 00UTC 初期値。黒点線部は下層の比湿の差に注目している領
域（予報後半の降水の表現に影響した領域）
。

上げることを目的として、台風構造を人為的に作成
する擬似的な観測データである。現在、台風ボーガ
スは擬似観測型が採用されており、気象庁予報課に
よって解析された台風中心位置、中心気圧、強風半
径などをもとに作成されている。これを他の観測と
同様に解析に利用することにより解析値に台風の
構造を反映させている（佐藤 2012）。MSMの初期
値作成のためのメソ解析では、2003年からこの台
風ボーガスを解析に利用している。
なお、本項では、メソ解析の解析結果と区別しや
すくするために、気象庁の事後解析データ（ベスト
トラック）による台風の位置や中心気圧、暴風半径
の値を「実況」と呼ぶ。

図 1.2.9 25 日 00UTC 初期値のメソ解析に使われた
マイクロ波イメージャのデータ分布。青点、緑点、
紫点が解析に使われた観測を示す。
黒点線は、
図 1.2.8
の下段中図及び下段右図の黒点線に対応する。

① 台風第9号の実況と解析値の比較
7月27日にマリアナ諸島近海で発生した台風第9
号は西進の後に北進し、8月1日00UTCにはフィリ
ピンの東をゆっくりと北進していた（図略）。その
後、8月2日00UTCにかけて北上を続けたが、この
時点では台風中心はまだ旧領域の外側にあった。こ
の後、台風は進路を西寄りに変え、沖縄地方へ進ん
だ（図1.2.10）。
次にメソ解析の解析結果を確認し、領域の拡張が
解析に与える影響をみてみる。
予報課の解析において、台風の中心がMSMの旧
領域に入ったのは、8月2日03UTCである。その結
果、旧領域実験では、メソ解析で台風ボーガスが使
われ始め、解析値の台風の中心気圧は2日03UTCで

(2) 事例2：側面境界付近に台風がある例
今回の予報領域の拡張によって、MSMの予報領
域は南側には約240km（48格子）広がった。これ
により、境界緩和領域が日本付近から遠ざかったこ
とに加えて、従来よりも広がった領域で解析に利用
できる観測が増えた。ここでは、予報領域の拡張に
より、領域内に台風が入るタイミングが早まったた
めに、台風ボーガスの投入が早くなった影響を調べ
るため、2011年の台風第9号を例に、特にMSMの
南側の側面境界付近に着目して調査した結果を紹
介する。
台風ボーガスとは、台風周辺の大気の解析精度を

7

これは、両実験ともに実況に比べて台風が早く遠ざ
かったためである（図略）
。

は971hPaだったものが、翌日3日03UTC初期値に
は946hPaと24時間で約25hPa降下した。この期間
のメソ解析では、毎初期値ごとに、第一推定値に対
して台風の中心気圧を下げるインクリメントが入
った。これは台風ボーガスの影響と考えられる5（図
1.2.11）。
一方、拡張領域実験の解析値の台風の中心気圧は、
旧領域実験では971hPaであった2日03UTCにおい
て、すでに949hPaと実況(945hPa)に近い値にまで
下がっていた。これは、拡張領域実験では、旧領域
実験に比べて予報領域が南に広いため、より早い段
階から台風ボーガスが使われたためである6。
このように、拡張領域実験と旧領域実験のメソ解
析において、台風ボーガスが解析に使われ始めるタ
イミングに差があり、台風の中心気圧でみると拡張
領域実験の方が早い時点で実況に近い状況になっ
ていたことがわかった。メソ解析の結果は、MSM
の初期値として使われるため、上述の解析値の違い
はMSMの予想に直接影響すると考えられる。次に、
南大東の観測値（気圧）と比較することにより予想
への影響を説明する。

③ 暴風半径についての比較
実況によると、8月2日03UTC～3日12UTCにかけ
ての期間は、台風の暴風半径は170kmであった。旧
領域実験と拡張領域実験の風速を比較したものが図
1.2.14である。両実験の暴風域(約50ノット以上の領
域)を比較すると、初期値において実況に近いのは拡
張領域実験であり、それは予報時間が進んでも同様
であった。また、この初期値以外についても、解析
値の台風に大きな差が見られた時刻の予報について
は同様の改善が見られた。

図 1.2.10 2011 年台風第 9 号の経路図(メソ解析で利
用された台風ボーガスの中心位置を繋げたもの)。旧
領域（左図）と拡張領域（右図）の南西部分を拡大
したもの。台風中心は 3 時間おきにプロットしてい
る。赤線の外側が境界緩和領域、赤矢印は台風中心
が旧領域に進入した最初の解析時刻（2 日 03UTC）
の地点を示す。それぞれ図内の日時は、台風ボーガ
スが最初に投入された日時。左図の斜線部は、今回
の領域拡張により拡張された領域を表す。

② 地上気象観測との比較
図1.2.12は、南大東の海面更正気圧の予報値と観
測値の時系列である（2日03UTC初期値）。予報初
期では、旧領域実験と拡張領域実験の予報値に差は
ほとんど見られないが、予報時間が進むにつれて拡
張領域実験の方が実況との対応が良くなっている
ことがわかる。これは、予報初期では台風中心から
観測地点が離れていたため両実験の差 は小さいが、
台風が接近するにつれて差が現れてきたためであ
り（図1.2.13）、拡張領域実験の方が台風の気圧の
予想が実況に近かったためと考えられる。
また、拡張領域実験、旧領域実験ともに、予報の
後半で気圧が上昇し、実況の推移からずれている。
MSM に境界値を与える GSM の初期値を作成する全球
速報解析でも台風ボーガスは使われている。このため、
メソ解析で台風ボーガスが使われる前から間接的には台
風ボーガスの影響はある。しかし、GSM では、台風の中
心気圧は、この前後の期間(8/1 00UTC～8/4 00UTC)は実
況に比べて高い値（970hPa 以上）であった（図略）
。
6 両実験ともに、解析値の台風の中心気圧が急激に下が
り始めたのは、台風ボーガスが使われ始めた直後ではな
かった（例えば、拡張領域実験の場合、2 日 00UTC 前後）。
これは、中心気圧が下がり始める前は、台風中心が境界
緩和領域にあったためと考えられる。なお、現在のルー
チンのメソ解析では、安定して計算を行うために、境界
緩和領域では、台風ボーガスは使われない設定となって
いる。このため、この実験と同様に、メソ解析において、
境界緩和領域を抜けた後に台風中心気圧が急に下がる場
合があることに注意が必要である。
5

図 1.2.11 拡張領域と旧領域の台風の中心気圧の時系
列（メソ解析）
。点線が第一推定値、実線が解析値。
黒線が拡張領域実験、赤線が旧領域実験、青四角が
実況（台風ボーガス）を表す。

図 1.2.12 南大東における拡張領域実験（赤線）と旧
領域実験（黒線）の海面更正気圧(hPa)の予報値と観
測値（青点）の時系列（2 日 03UTC 初期値)。
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（台風ボーガス含む）がMSMの初期値に反映され
やすくなっていた。これらによって、従来より多く
の観測データが利用され初期値が改善された結果
としてMSMの予測精度の向上につながったといえ
る。

1.2.2 領域拡張したMSMの統計検証
(1) はじめに
前項では、MSMの領域拡張によって利用できる
観測データが増加した結果、初期値の精度向上を通
じて、MSMの予測が改善された事例を示した。本
項では、解析・予報サイクルを通じたMSMの予測
特性の変化を見るために統計検証を行った結果を
示す。
実験期間は、夏実験期間が2011年7月22日～8月
15日、冬実験期間が2012年1月8日～1月31日である。
ここでも、前項までと同様に拡張後の予報領域で行
った実験を拡張領域実験、拡張前の予報領域で行っ
た実験を旧領域実験と呼ぶ。検証対象とする予報時
間は、予報後半における領域拡張による影響も合わ
せて見るために、従来33時間予報であった03, 09,
15, 21UTC初期値の予報を検証対象とした。また、
本文中で用いる統計的な指標の詳細については、付
録Cを参照されたい。

図 1.2.13 両実験における地上気圧(hPa)の MSM 予報
値(上図)と差分（下図）
（差分は拡張領域実験（赤線）
から旧領域実験（黒線）を減じたもの）
。左列が FT=0、
右列が FT=18。初期値は 2 日 03UTC。青点は南大東
の位置を表す。

(2) 降水の統計検証
図1.2.15に、FT=33までの全ての予報時間を対象
とした閾値ごとのエクイタブルスレットスコア
(ETS)とバイアススコア(BI)を示す。検証格子は
20km、検証領域は陸上及び海岸から40km以内の
海上格子を含むものとした。また、検証には解析雨
量の3時間積算降水量を検証格子内で平均したもの
を使用した。これらの検証の設定は、MSMが表現
しうる現象（水平格子間隔の5～8倍程度）を、その
現象の時間スケール程度の幅を持って評価するた
めのものである。まず、夏実験期間におけるETS
を見ると、全ての閾値で領域拡張による精度の向上
が見られる。BIは、強い雨で過大であるものの、弱
い雨では1に近づいていることが分かる。このよう
な降水予測特性の変化は、拡張領域実験において旧
領域よりも増加した観測データを取り除いた実験
では見られなかった（図略）。このことは、従来の
側面境界付近で利用できる観測データが増加した
結果、解析・予報サイクルを通じて予測精度が向上
したことを示唆している。第1.2.1項で示した南か
らの暖湿気の流入による降水事例は、その一例を示
している。
一方、冬実験期間では、信頼区間の範囲で有意な
関係は判定できないものの、10mm/3h以上を閾値
とする降水など強い降水を対象としたETSで、拡張

図 1.2.14 拡張領域実験（赤線）及び旧領域実験（黒
線）における風速（ノット）の MSM 予報値。8 月 2
日 03UTC 初期値の FT=0（上図）及び FT=33（下
図）
。青線は半径 170km の円。

(3) まとめ
本項では、2つの事例を通じてMSMの予報領域が
拡張された影響を見てきた。(1)の南からの暖湿気
の流入による降水の事例では、旧領域では境界緩和
領域だった領域が領域拡張後は観測データの効果
によるインクリメントが入りやすくなったことに
より下層の水蒸気が増えた結果、降水の予測精度が
向上したことが確認できた。また、(2)の台風が南
側の境界付近に位置する事例では、領域が広がった
ことにより台風ボーガスがより早い初期値の予報
から使われるようになり、台風の強度の予測精度が
向上したことが確認できた。
ここで紹介した事例に共通する点として、まず予
報領域が拡張されたMSMでは、旧領域に比べて境
界が広がり観測が増えたことである。さらに、境界
緩和領域が遠ざかったことにより、境界付近の観測
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RMSEの傾向は、図1.2.17に示す冬実験期間でもほ
ぼ共通に見られるが、冬は特に夜間の気温の負バイ
アスが大きいことが分かる。

領域実験が旧領域実験をやや下回る結果が得られ
ている。冬期間に強い降水をもたらす現象は主に南
岸低気圧であり、ある事例での局所的な降水表現の
違いがETSの差に寄与していたことを確認してい
る。

(4) 高層の高度・気温・相対湿度・風速の統計検証
図1.2.18、図1.2.19にそれぞれ夏・冬実験期間に
おける高層の高度・気温・相対湿度・風速のME・
RMSEを示す。検証には、日本国内における高層気
象観測地点のラジオゾンデ観測データを用いた。地
上検証と同様に、検証方法の詳細は草開(2013)を参
照されたい。これらも、拡張領域実験と旧領域実験
で明確な差は見られない。

(3) 地上の気温・相対湿度・風速の統計検証
図1.2.16に、夏実験期間における地上気温・相対
湿度・風速の平均誤差(ME)と平方根平均二乗誤差
(RMSE)を示す。検証には、日本国内における地上
気象観測地点、アメダス観測地点における地上気象
観測データを用いた。検証方法の詳細は草開(2013)
を参照されたい。これらを見ると、夏実験期間にお
ける相対湿度のRMSEがやや小さくなっている傾
向は見られるが、拡張領域実験と旧領域実験との間
に大きな違いは見られない。また、ME・RMSEに
見られる傾向も長澤(2008)で示されている旧領域
MSMの統計結果と大きな違いは見られない。気温
については、日中に負バイアス、夜間に正バイアス
が見られており、気温の日変化の振幅が実況よりも
小さいことを示している。また、風速については日
中の負バイアス、夜間の正バイアスが見られ、実況
よりもMSMの地上風速が日中は弱く、夜間は強い
こ と が 分 か る 。 こ れ ら の 要 素 で 見 ら れ る ME ・

(5) まとめ
ここまでの統計検証によって、特に夏期間につい
て、MSMの領域拡張により降水予測精度が向上し
たことが示された。これは、領域を広げた部分の新
たな観測データが利用できるようになった効果であ
り、第1.2.1項の事例で確認された内容と整合するも
のある。なお、地上・高層検証では、領域拡張前後
で各要素のバイアス傾向に大きな変化は見られなか
った。

図 1.2.15 夏実験と冬実験における拡張領域実験（赤線）
、旧領域実験（緑線）の閾値ごとの降水スコア。検証には
20km 検証格子内の解析雨量の 3 時間積算降水量の平均を使用。上段： ETS、下段： BI。左列：夏実験期間（2011
年 7 月 22 日～8 月 15 日）
、右列：冬実験期間（2012 年 1 月 8 日～1 月 31 日）
。エラーバーは 95%信頼区間を示す。
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図 1.2.16 夏実験期間（2011 年 7 月 22 日～8 月 15 日）における地上の気温(℃)（左列）
、相対湿度(％)（中列）、風
速(m/s)（右列）に対する予報対象時刻ごとのスコア。上段：ME（平均誤差）、下段：RMSE（平方根平均二乗誤差）。
MSM_EXT：拡張領域実験、MSM_CTL：旧領域実験。横軸は予報対象時刻(UTC)。

図 1.2.17 図 1.2.16 と同様。ただし、期間は冬実験期間（2012 年 1 月 8 日～1 月 31 日）
。
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図 1.2.18 夏実験期間（2011 年 7 月 22 日～8 月 15 日）における 03UTC、15UTC 初期値の FT=33 における対ゾン
デ検証結果。要素は左から順に高度(m)、気温(℃)、相対湿度(％)、風速(m/s)。上段：ME（平均誤差）
、下段：RMSE
（平方根二乗平均誤差）
。MSM_EXT：拡張領域実験（赤線）
、MSM_CTL：旧領域実験（緑線）
。縦軸は気圧(hPa)。

図 1.2.19 図 1.2.18 と同様。ただし、期間は冬実験期間（2012 年 1 月 8 日～1 月 31 日）
。

13

1.3 予報時間を39時間に延長したMSMの初期時刻
別統計検証
1.3.1 はじめに
第1.1節で述べたように、平成25年5月の変更で
MSMの予報時間は1日8回全ての初期値で39時間に
延長された。本節では、領域拡張MSMの延長され
た予報時間における予測精度について評価する。そ
のために、まず次項で、森安(2009)と同様に初期時
刻別に降水予測特性検証を行うことによって、各初
期時刻の予報の予報時間延長部分における予測精
度を確認した結果を示す。

1.3.2 初期時刻別の降水予測特性検証
ここでは 2012年1月8日～2月7日（冬実験期間）、

2012年6月29日～7月29日（夏実験期間）の各1か月
の期間を対象とした、領域拡張MSMにおける初期
時刻別の降水予測の対解析雨量検証結果を示す。な
お、検証格子・検証領域は第1.2.2項と同様である。
図1.3.1に冬実験期間のETS及びBIの時系列を初
期時刻ごとに示す。まず、初期時刻別のETSの時系
列図（上段）を見ると、新しい初期時刻から始まる
予報ほど予報初期で前初期値よりも精度が良いこ
とが分かる。このことは最新の観測データを同化し
ている最新初期値による予測の精度が最も良いこ
とを示している。この検証結果は森安(2009)と同様
である。
次に、予報初期時刻から追って見ると、予報初期
では18UTC初期値の予報のETSは、１つ古い初期時
刻の15UTC初期値よりも良い。しかし、予報時間が

図 1.3.1 1mm/3h 以上の降水を対象とした初期時刻別の ETS（上段）及び BI（下段）の時系列。横軸は予報対象時
刻（日本時間）を示し、初期時刻別の降水スコアが予報対象時刻の順に並んでいる。期間は 2012 年 1 月 8 日～2
月 7 日（冬実験期間）
。緑線は 03, 15UTC 初期値の予報、赤線は 06, 18UTC 初期値の予報を表し、最も左から始ま
る線が 15UTC 初期値である。

図 1.3.2 図 1.3.1 と同様。ただし期間は 2012 年 6 月 29 日～7 月 29 日（夏実験期間）
。
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図 1.3.3

MSM が側面境界値として用いる GSM 予報値の初期時刻と MSM の初期時刻との関係。

図 1.3.4 2012 年 12 月 29 日 06UTC を対象とした GSM（2012 年 12 月 27 日 12UTC 初期値）
（左列）とその GSM
予報値を側面境界値とする MSM（同日 2012 年 12 月 27 日 15UTC 初期値）
（右列）の予報値（黒線）。参照値とす
るメソ解析は緑線で示し、赤青塗り分けは予報値と解析値との差を示す。上段：500hPa 等圧面高度(m)、下段：海
面更正気圧(hPa)。

経過すると次第にその差は小さくなり、15UTC初期
値予報のFT=6～15付近では、ほぼ同じ精度を示す
ようになる。その先の予報時間でも、ETSの値はほ
ぼ同じであり、前後した2初期値の予報の予測精度
が同程度であることを示唆している（BIも2初期値
間で大きな差は見られない）。03UTC、06UTC初期
値の予報についても同じ傾向が見られる。ただし、
夏実験期間についてはFT=15以降でも、新しい初期
値の予報の方がやや精度のよい傾向が見られる。
以上のことから、予報初期については最新初期値
の予報の予測精度が最も良い一方で、大幅に予報時
間が延長された00, 06, 12, 18UTC初期値の予測精
度は、予報時間が進むにつれて前初期値の03, 09, 15,
21UTC初期値の予測精度とほぼ一致していること
が分かる。このような特性を理解するため、次項で
側面境界値の影響について述べる。

1.3.3 MSMで用いる側面境界値とその影響につい
て
領域モデルは、地球全体で連続している大気のあ
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る一部の領域のみを予測対象とする。領域モデルで
はその外側の大気状態を予測していないため、領域
の縁（側面境界）を通じて出入りする大気の質量は
分からない。そこで、領域モデルであるMSMに対
して、それが実行される時点で最新初期値のGSM予
報値を用いて側面境界から流入・流出する質量を与
えている。図1.3.3は、MSMが側面境界値として使
用するGSM予報値の初期時刻とMSMの初期時刻と
の関係を示している。図1.3.3が示すように、MSM
で用いる側面境界値は、03, 09, 15, 21UTC初期値の
予報で新しい初期時刻のGSM予報値に更新され、06,
12, 18, 00UTC初期値の予報は、前初期値の予報と
同じGSM予報値を側面境界値として用いるという
関係がある。
この側面境界値の利用の関係を踏まえて、前項で
示した降水の予測精度を見ると、同じGSM予報値を
側面境界値として利用している2つの初期値の
MSM予報の予測精度がほぼ同じになっていること
がわかる。このことから、MSMの予報が側面境界
値の影響を大きく受けることが示唆される。

図 1.3.5 同じ GSM 予報値を側面境界値とする MSM の 2 つの初期値（2012 年 12 月 27 日 15UTC 初期値、
同日 18UTC
初期値）の予報の差（平方根平均二乗差; RMSD）
。予報対象時刻は左から順に 27 日 18UTC、28 日 00UTC、28
日 06UTC、29 日 06UTC を示す。上段：500hPa 面高度(m)、下段：海面更正気圧(hPa)。

図 1.3.6 図 1.3.5 で示した 500hPa 面高度の差の 1 か月分の平均をとったもの。等値線は 500hPa 面高度の 1 か月平
均を示す。上段：統計期間 2012 年 1 月 8 日～2 月 7 日（冬実験期間）
、下段：統計期間 2012 年 6 月 29 日～7 月
29 日（夏実験期間）
。MSM の 2 つの初期値の予報時間は図 1.3.5 と同様である。

では実際に、MSMの予報と側面境界値として用
いたGSM予報値とを比べてみる。図1.3.4に2012年
12月29日06UTCを予報対象時刻としたGSM（27日
12UTC初期値FT=42）、そのGSM予報値を側面境界
値として利用しているMSM（27日15UTC初期値
FT=39）による500hPa面高度と海面更正気圧の予
報（図中の等値線）と、参照値として用いるメソ解
析からの差（図中の赤青塗り分け）を示す。メソ解
析に対する予報誤差の分布はGSMとMSMで類似し
たパターンを示しており、MSMの予報がGSMと類
似した予報になっていることを示している。
MSMの予報が側面境界値として用いたGSM予報
値と類似したものになりうるのであれば、同じGSM
予報値を側面境界値に用いている2つのMSMの予

報も類似したものになることがあると予想される。
その例として、図1.3.5に、同じGSM予報値を側面
境界値として用いる2つの初期値（27日15UTC、同
日18UTC）のMSMの予報について、同じ予報対象
時刻の予報値とその差（平方根平均二乗差; RMSD）
を示す。予報初期（図1.3.5左端）には、新しい初期
値にメソ解析による修正が加わるために差が大き
いが、予報時間の経過とともに2つの予報の間の差
が小さくなっていることが分かる。すなわち、予報
時間の経過とともに、側面境界値が同じMSMの予
報は類似したものになっているということを示し
ている。
これまでは、事例を通じて同じ側面境界値を用い
たMSMの予報の類似性を示してきたが、これは統
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計的にも確認することができる。図1.3.5で計算した
ような同じ側面境界値を用いるMSMの予報の差を
冬期間、夏期間それぞれについて1カ月分にわたっ
て平均をしたものが図1.3.6である。冬期間、夏期間
ともに、図1.3.5の事例で見たように、予報時間の経
過とともに同じ側面境界値を用いたMSMの予報値
の差は小さくなることが見て取れる。このために、
同じGSM予報値を側面境界値としたMSMの降水予
測精度が、予報時間の経過とともにほぼ一致するよ
うになるという特徴（第1.3.2項）を持つと考えられ
る。
なお、予報時間の経過による2つのMSMの差は、
冬期間よりも夏期間の方が大きく、冬期間の方がよ
り側面境界値の影響を受けやすいことがわかる。

1.3.4 予報時間が延長されたMSMの利用上の注
意点
これまでの議論を踏まえて、予報時間が延長され
たMSMの利用上の注意点を述べる。
 森安(2009)で行われた統計検証と同様、最新初
期値の予報の予測精度が最も良い傾向がある
ことを示した。これまでと同様、最新初期値の
予報を重視して利用することを基本としてい
ただきたい。
 複数の初期時刻の予報を比較することで予報
の不確実性を評価することが行われており、初
期値が更新されても予報の変化が小さい（初期
値変わりが小さい）場合には、不確実性が小さ
く信頼性が高いと評価される。しかし、側面境
界値が同じ予報は、特に予報後半（概ね12時間
～15時間以降）で側面境界値の影響を受けて互
いに類似したものになりやすく、初期値更新に
よる予報の変化が小さい場合でも、不確実性が
小さいことを表現しているとは限らないこと
に注意が必要である。
 側面境界値として用いるGSM予報値が初期値
の更新によって大きく変化すると、その影響を
受けて、MSMの予報も側面境界値の更新の際
に大きく変化することがある。特に、大きなス
ケールの場の表現は、側面境界値の影響を受け
やすいので、MSMの大きなスケールの場の解
釈に際しては、側面境界値となったGSMの予報
にも着目していただきたい。
 一方、側面境界値として利用しているGSMの予
報とMSMの予報が大きく異なる場合もある。
その場合には、高解像度のMSMで表現できる
より小さなスケールの現象や地形、初期値の違
い、物理過程の違いなどが影響している場合が
ある。それらについては、第4.2.8項も合わせて
参照いただきたい
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図 2.2.1 局地数値予報システムの実行スケジュールとメソ数値予報システムとの依存関係

表 2.2.1 LFM と MSM の主な仕様。青太字、赤太字は、それぞれ
2013 年 3 月 28 日 00UTC、5 月 29 日 00UTC 初期値以降の変更点を示す。
LFM
MSM
格子数(x×y×z)
1581×1301×60*
817×661×50
水平解像度
2 km
5 km
モデル上端
20.2 km
21.8 km
積分時間間隔
8秒
20 秒
初期時刻
毎正時
00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC
予報時間
9 時間
39 時間
雲物理過程
3–ice のバルク法
3–ice のバルク法
数濃度は予報しない** 雲氷の数濃度を予報**
積雲対流パラメタリゼーション
使用していない
Kain–Fritsch スキーム
* MSM に比べて主に中下層の鉛直分解能を高く設定。
**MSM と LFM での数濃度の扱い方を共通にする（雲氷に加えて雪と霰の数濃度も予報）ことを検討中。

2.2 局地モデル運用の目的と仕様
LFM運用の目的は、MSMよりも時空間規模の小
さい現象の表現力を高めることにより、それらをよ
り精度よく予測することと、最新の実況を反映した
初期値による予測結果を、MSM以上に高頻度かつ
迅速に提供することである。これらの目的に対応す
るためのLFMの最も特徴的な仕様は、2kmの水平格
子間隔と毎時実行である。水平格子間隔は、MSM
の5kmより細かく、毎時実行は、気象庁の現業数値
予報システムでは初めてとなる。本節では、まず、
2013年5月の仕様拡張後のシステム全体の運用の流
れや、予報・解析システムの仕様、また観測データ
利用の状況等について示す。さらに、それらのうち
で、LFMの運用目的に深く関連する部分について個
別に説明を加える。
まず、図2.2.1に、局地数値予報システムの実行ス
ケジュールとメソ数値予報システムとの依存関係に
ついて示す。局地数値予報システムでは、初期値を
作成する局地解析（Local Analysis: 以下、LA）の
第一推定値とLFMの側面境界値にMSM予報値を用
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いている。ここでは、LA及びLFMがそれぞれ実行
される時点で最も新しいMSMの予報値を用いる設
定としている2。
局地数値予報システムは、その運用目的を達成す
るために、毎時実行するという高頻度な運用に加え
て、速報性を重視して初期時刻から予測結果が確認
できるまでの時間を短くしている。まず、解析を始
める前に観測データの入電を待つ時間を、MSMの
初期値を作成するメソ解析（Meso–scale Analysis:
以下、MA)における50分より短い30分としている。
観測データを待ち受けた後のルーチンスケジュー
ルは、初期時刻の35分後に計算を開始し、解析を約
LA は、初期値作成時刻の 3 時間前から 3 次元変分法に
よる解析と 1 時間予報を繰り返す仕様である（永戸ほか
2012）
。ここで、MSM 予報値は、第一推定値と 1 時間予
報の側面境界値に用いられ、基本的には、LFM に側面境
界値を与えるものと同じ初期時刻の予報値が用いられて
いる。ただし、02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23UTC に初期
値を作成する LA に与える第一推定値と最初の 1 時間予報
の側面境界値には、一つ前の初期時刻の MSM 予報値が用
いられている。これは、当該時刻の予報値が最新の MSM
予報に含まれないためである。
2

表 2.2.2 局地解析(LA)とメソ解析(MA)の主な仕様。青太字、赤太字は、それぞれ
2013 年 3 月 28 日 00UTC、5 月 29 日 00UTC 初期値以降の変更点を示す。
LA
MA
解析手法
3 次元変分法解析と 1 時間予 4 次元変分法
報による解析・予報サイクル
格子数(x×y×z)
633×521×50
817×661×50（アウターモデル)
273×221×40（インナーモデル)
水平解像度
5 km
5 km（アウターモデル）
15 km（インナーモデル）
モデル上端
21.8 km
21.8 km（アウターモデル）
22.1 km（インナーモデル）
初期値作成時刻
毎正時
00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC
観測データ打ち切り時刻
初期値作成対象時刻後 30 分 初期値作成対象時刻後 50 分
データ同化窓
各解析時刻の前後 15 分
初期値作成対象時刻の前 3 時間
表 2.2.3

LA 及び MA（ただし、地上解析は除く）における観測データ利用状況。◎：導入済み、◎：2013 年 1
月 22 日 03UTC 初期値以降に導入、○：導入予定、△：導入を検討中、×：導入予定なし
観測種別
同化要素
LA
MA

アメダス

気温・風向・風速

◎

△

航空機

気温・風向・風速

◎

◎

ウィンドプロファイラ

風向・風速

◎

◎

ドップラー速度

◎

◎

可降水量

◎

◎

気圧

◎

◎

国内 SYNOP

比湿

◎

○

国内 SYNOP

気温・風向・風速

◎

△

国内 METAR（定時飛行場実況気象通報式）

気温・風向・風速

△

△

気温・相対湿度・風向・風速

◎

◎

海外 SYNOP・船舶・ブイ

気圧

◎

◎

海外 SYNOP・船舶・ブイ

気温・風向・風速

△

△

台風ボーガス

気圧・風向・風速

△

◎

地上降水量

×

◎

ドップラーレーダー
地上 GNSS（全地球航法衛星システム）
国内 SYNOP（地上実況気象通報式）

ラジオゾンデ

解析雨量
レーダー反射強度

相対湿度

◎

◎

風向・風速

○

◎

静止衛星：晴天域放射輝度

輝度温度

○

◎

低軌道衛星：マイクロ波サウンダ

輝度温度

○

◎

低軌道衛星：マイクロ波イメージャ

輝度温度

○

◎

低軌道衛星：マイクロ波イメージャ

地上降水量

×

◎

低軌道衛星：マイクロ波散乱計

風向・風速

○

○

静止衛星：大気追跡風

10分、予報を約18分程度で実行を完了することで、
概ね初期時刻の70分以内に予測結果が閲覧できる
ようになっている。このように、運用目的に応じた
仕様の設定に加え、計算時間短縮のための開発も行
って、現在の運用を実現している。
ちなみに、MSMの予報プロダクトが初期時刻の
150分後というタイミングで配信されることから、
最新のLFMの予測結果が利用可能となる時刻に利
用できるMSMの予測結果は、LFMの初期時刻より
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前の初期時刻（2〜4時間前）のものということにな
る。また、この初期時刻のMSMは、LFMに対して
第一推定値と境界値を与えていることが多い3。この
ことから、本章でLFMとMSMの予測結果を比較す
02,05,08,11,14,17,20,23UTC 初期時刻の LFM 予報に
ついては、LFM の初期時刻に対して 5 時間前の初期時刻
の MSM 予報値を第一推定値として利用しているが、予報
結果の比較が可能なのは、それより新しい、LFM の初期
時刻に対して 2 時間前の MSM 予報である。

3

る場合は、LFMの初期時刻に対して前の初期時刻の
MSMを比較対象とすることがある。
続いて、LFMとLAそれぞれの仕様を見ることに
する。表2.2.1に、MSMと比較したLFMの仕様を示
す。LFMでは、前述の通り、より小規模な現象の表
現力を向上させるために、水平格子間隔をMSMの
5kmより細かい2kmとした。数値予報モデルで表現
できる現象の大きさは、一般的に格子間隔の5倍か
ら8倍以上といわれている（永田・萬納寺 1994）の
で、LFMの場合、水平スケール10km程度の対流（対
となった上昇流と下降流）とそれに伴う積乱雲が、
大気の支配方程式の中の予報変数によって直接格
子点値として表現できるようになる。
表2.2.2には、MAと比較したLAの仕様を示す。最
も大きな違いは解析手法である。MAでは、計算負
荷が非常に大きいものの、予報モデルの時間発展も
考慮した高度な解析手法である4次元変分法（室
井・佐藤 2012）を用いている。一方、LAでは、高
頻度の実行と予測結果の速報性を重視して、計算負
荷が小さい3次元変分法を用いている。3次元変分法
では、解析値を求める際に空間3次元のみが考慮さ
れ、力学的な時間変化を考慮しないために、力学的
なバランスという点で4次元変分法に及ばない面が
ある（室井・佐藤 2012）。
また、MAでは、4次元変分法による解析を行うこ
とによって、初期値作成対象時刻の前3時間の観測
データを利用できているのに対し、3次元変分法の
場合は、原理的に解析対象時刻の観測データしか利
用できないという制約がある。ただし、LAでは、初
期値作成時刻の3時間前から、3次元変分法による解
析と1時間予報の繰り返しによる解析・予報サイク
ルを実行し、初期値作成対象時刻の前3時間分の観
測 デ ー タを 取 り込 むよ うに し て いる （ 永戸 ほか
2012）。
本節の最後に、LAで利用されている観測データの
リストを、表2.2.3に示す。LAで特徴的なのは、MA
では使っていない地上アメダスの風と気温、及び
SYNOPの相対湿度から求めた比湿4を利用している
点である。一般に地上観測データは地形による局地
性が強く、数値予報システムの格子間隔が粗いため
に、その中で表現する地形が実際と大きく異なる場
合は、解析で利用することが難しい。しかし、LA
ではLFMとともに高解像度化されたことによって、
それがある程度可能となった。
4 ゾンデデータ等でも用いられている相対湿度では無く
比湿を用いるのは、気温の高い夏季は水蒸気量そのもので
の同化が効果的であることに加え、現状では夏季日中のモ
デル気温にやや負バイアスが見られるため、相対湿度によ
る同化では水蒸気量を実際より過少に評価してしまうた
めである。
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高層ゾンデや航空機などの従来型観測データや、
降水や風の予測に重要なレーダー・ウィンドプロフ
ァイラなどの地上リモートセンシングデータ等は、
MAと概ね同じものがLAでも利用されている。ただ
し、降水予測にインパクトの大きな解析雨量につい
ては、降水量のデータが時間積算された値であるた
め、3次元変分法を用いているLAでは利用できない。
解析雨量を利用するためには、MAと同じ4次元変分
法を採用する必要があるが、計算機資源の制約等の
理由により、現時点ではその予定はない。
また、観測データの乏しい海上を中心に広い領域
をカバーする衛星観測データについては、現時点で
はLAでは利用されていない。これは、当初は予報領
域が東日本領域に限られ、海上の領域が狭かったた
め、衛星データの導入は、そのインパクトがより大
きくなると想定される領域拡張後に予定していた
ことによる。このたび、領域拡張が実現したことに
より、現在MAで利用している衛星データについて、
今後LAに導入していく計画で、開発を進めていると
ころである。

2.3 LFMの特性
2.3.1 高解像度化の効果
(1) 地形の影響と地上気象要素の予測
前節で述べたように、LFMは水平格子間隔が2km
と、MSMの5kmより小さくなった。その効果によ
って、現実により近い地形の起伏が表現可能となり、
地形の強制により発生した上昇流に伴って形成さ
れる雲・降水の表現が向上する事例が確認されてい
る。ただし、地形効果による雲・降水表現の改善に
ついては、地域によってその特性が異なるため、事
例を積み重ねることによって把握に努めることが
必要である。
また、地形がより現実に近くなることによって、
その影響を直接受ける地上の風及びその時間変化
についても改善が期待される。実際に地上の風向の
予測について検証した結果、内陸部を中心に、LFM
の風向予測の方がMSMの予測よりも観測に近いと
いう結果が得られている。この結果については次節
（第2.4節）で詳しく紹介する。加えて、水平格子間
隔が小さくなったことに合わせた物理過程の改良

により、日中の地上気温については、MSMよりも
LFMの方が負バイアスが小さく、より実況に近い日
中の昇温を表現できる（永戸ほか 2012）。
その例として、図2.3.1に、北海道における夏季の
不安定性降水の予測事例を示す。本章での不安定性
降水とは、大気安定度の低下した環境場において、
主に日射の影響による下層の熱的な強制によって
発生する対流性の降水であると定義する。解析雨量
（図2.3.1(a)）を見ると、この時刻には、山沿いを中
心に小さなスケールの降水域が発生しており、局所
的に強雨となっている様子が分かる。この降水域は
日射による地上の昇温により発生・発達した積乱雲
によってもたらされたものであるが、LFM（図
2.3.1(b)）は、MSM（図2.3.1(c)）では表現されなか
った大雪山系や日高山脈付近の細かいスケールの
降水域及びその強度を良く再現している。
ここで、同じ事例における地上気温の分布を図
2.3.2に示す。降水が見られた地域を含む広い範囲で、
LFM（図2.3.2(b)）の方がMSM（図2.3.2(c)）より
もアメダスの観測（図2.3.2(a)）に近い高い気温を予
測していることが分かる（図2.3.2(d)）。このため、

図 2.3.1 2012 年 7 月 6 日 15JST の前 1 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 9 時間予報値、(c)MSM の 9
時間予報値。

図 2.3.2 2012 年 7 月 6 日 12JST の地上気温。(a)アメダス観測値、(b)LFM の 6 時間予報値、(c)MSM の 6 時
間予報値、(d) LFM の 6 時間予報値と MSM の 6 時間予報値の差分。
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主にこの改善が、地上気温の昇温に伴う夏季の不安
定性降水の予測精度向上に影響していると考えら
れる。ちなみに、ここでMSMとの間に見られたLFM
の降水表現の違いには、高解像度化に伴って地形が
精緻に扱えるようになった効果や、次項で述べる対
流性降水の表現力向上も寄与していると考えられ
る。

ケールで上昇流や下降流による鉛直輸送が存在し、
それらが格子平均の場に影響を及ぼすため、何らか
の形でこの効果を表現することが必要となる。水平
格子間隔が大きいモデルでは、格子点値だけを用い
て、それより小さいスケールで起きている現象を評
価して格子点値への影響を計算する手法を用いて
いる（この手法はパラメタリゼーションと呼ばれて
いる）。しかし、格子点値だけで格子の中で起きて
いる現象を正しく評価することは難しく、この点が
モデルの不確実性の要因にもなっている。
一方、水平格子間隔を小さくすることで、積雲対
流に伴う鉛直輸送などの値が格子点値を使って表
現できるようになれば、少なくとも鉛直輸送に関す
るパラメタリゼーションが不要になるなど、モデル
の不確実性要因の一つを除くことができるという
利点がある。従って、水平格子間隔が2kmのLFMで
は、水平スケール10km程度の積雲対流による鉛直
輸送を表現することが可能となるため、MSMでそ
の役割を担っている積雲対流パラメタリゼーショ
ンを用いていない（表2.2.1）。第2.3.3項で述べるよ
うに、LFMでは積雲対流パラメタリゼーションを用

(2) 対流性降水の表現力向上
LFMは水平格子間隔が小さくなったことで、より
小さなスケールの現象を、格子点値として大気の支
配方程式の中の予報変数によって直接表現するこ
とが可能となった。具体的には、MSMでは表現で
きなかった水平スケール10km程度の積雲対流に伴
う熱・水蒸気などの鉛直輸送が、LFMでは格子点値
で表現可能となっている。
数値予報モデルにおける格子点値とは、各予報変
数の格子平均量である。このため、水平格子間隔が
大きくなると、その値が空間・時間的に平均化され
て、小さなスケールの値やその変化が表現できなく
なる。しかし、実際の大気中には格子より小さなス

図 2.3.3 2013 年 7 月 23 日 17JST の前 1 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 4 時間予報値、(c)MSM の
8 時間予報値。

図 2.3.4 2012 年 7 月 14 日 10JST の前 1 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 8 時間予報値、(c)MSM の
13 時間予報値。
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図 2.3.5 2012 年 12 月 30 日 19JST の前 1 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 4 時間予報値、(c)MSM
の 7 時間予報値。

2007）。従って、線状降水帯が形成される環境場が
良く表現されているときには、その構成要素である
積乱雲と、その基となる対流の表現力が高いLFMの
方が、線状降水帯及びそれに伴う降水の予測精度も
高くなることが期待される。
ただし、モデルを高解像度化することによって、
すべての現象の予測精度が向上するとは限らない。
例えば、不安定性降水については、この後の第2.3.3
項でも述べるように、地形や風の収束などトリガー
となる現象が明瞭な場合以外は、現象の発生の有無
や発生時間・場所などに不確実性が大きいため、高
解像度モデルを用いてもその正確な位置を予測す
ることは難しい。図2.3.3の事例では、LFMは不安
定性降水の発生自体は良く表現しているが、降水域
の位置ずれに加えて、降水量を過大評価するなど予
測にずれが見られる。なお、対流の発生・発達・衰
弱に関しては、高解像度モデルに適した物理過程が
発展途上なために、タイミングや強度などの予測に
課題が残っているが、これについては、後の第2.3.3
項で説明する。
さらに、第2.3.2項で述べるように、LFMは、3次
元変分法によるデータ同化で用いる第一推定値や、
予報モデルの側面境界値として用いるMSMの予測
精度の影響を大きく受ける。また、総観規模擾乱の
ような大きなスケールの現象は、より水平格子間隔
が大きいMSMやGSMと表現があまり変わらない。
例として、図2.3.5に、冬季に南岸低気圧が通過した
際の、関東地方における予測事例を示す。この事例
では水平スケールの大きい層状性の降水が主体で
あり、MSMとLFMとで予測に大きな差はみられな
い。

いていないために、積雲対流の発生が遅れるなどの
課題はあるものの、対流性降水の形状やピーク値に
ついて観測値に近いものをMSMより精度よく予測
できる。
LFMが小さいスケールの現象をMSMよりも良く
表現できることを示すため、図2.3.3で、関東地方に
おける夏季の不安定性降水の予測事例を見ること
にする。解析雨量（図2.3.3(a)）を見ると、関東地方
の平野部を中心に、10kmから30km程度の小さなス
ケールの強雨域（ここでは10mm/h以上の領域とし
た）が発生している様子が分かる。この雨域も図
2.3.1と同様に、日射による地上の昇温によって発
生・発達した積乱雲によってもたらされたものであ
る。LFM（図2.3.3(b)）は、観測と比べると位置ず
れはあるものの、MSM（図2.3.3(c)）では表現され
なかった10km程度の小さいスケールの強雨域を良
く再現している。この事例は、LFMの高い水平解像
度が小さいスケールの現象の表現力を高めている
ことを示している。
次に、LFMがMSMよりも強雨の表現力に優れる
点を示すため、図2.3.4で、平成24年7月九州北部豪
雨の事例を見ることにする。解析雨量（図2.3.4(a)）
を見ると、佐賀県から大分県、及び熊本県から大分
県にそれぞれ伸びる顕著な2本の線状の強雨域が見
られる。この事例では、MSM（図2.3.4(c)）でも後
者の雨域を比較的良く表現しているが、線状の強雨
域を十分に表現できておらず、ピーク値も解析雨量
に比べるとやや弱い。さらに、前者の強雨域につい
ては表現出来ていない。一方、LFM（図2.3.4(b)）
ではやや位置ずれはあるものの、2本の線状の雨域
を良く表現するとともに、降水のピーク値について
も実況に近い値となっている。このような線状降水
帯は、複数の積乱雲から構成されるメソ対流系が複
数並ぶことによって形成されている（吉﨑・加藤

25

図 2.3.6 2013 年 6 月 7 日 15JST の地上気温の分布。(a)アメダス観測、(b)局地解析、(c)メソ解析をそれぞれ示
す。図中の破線で囲まれた領域は、本文中で着目している飛騨南部・中濃の領域を示す。

図 2.3.7 2012 年 7 月 3 日 00UTC〜22 日 23UTC と 8 月 23 日 00UTC〜29 日 23UTC の期間における LFM の
対解析雨量のエクイタブルスレットスコア（折れ線グラフ、左軸）
。検証は、1mm/h を閾値として 10km 格子
の領域で行い、検証格子の中の平均値を対象とした。また、検証は、陸域と海岸から 20km 以内の格子を対象
として行った。横軸は予報対象時刻（日本時間）で、各初期時刻別に予報対象時刻に対応するように 1 時間予
報値から 9 時間予報値のスコアを 1 時間毎にプロットし、折れ線グラフとして示している。背景の棒グラフは
用いた検証格子のうち 1mm/h 以上の降水が観測された格子数（右軸）を示す。

(3) 地上観測データの同化
前節でも触れたように、モデルを高解像度化する
もう一つの利点として、局地性が強い観測データを
同化できる点が挙げられる。特に、地上観測データ
は地形の影響を強く受けるために、観測値の局地性
を取り込むためには、モデルにおいても実際に近い
地形を表現する必要があった。LA（水平格子間隔は
5km：予報モデルの格子間隔と違うことに注意）で
は高解像度化によってそれが可能となり、アメダス
の風と気温、及びSYNOPの相対湿度から求めた比
湿を初期値に取り込んでいる。これらの地上観測デ
ータによって、地上付近の風や気温などが初期値で
修正され、それによって予測される風速シアーやそ
れに伴う降水の発生、下層気温の上昇による不安定
性降水の発生などをより精度よく表現できるよう
になった。
図2.3.6に、降水によって東海地方で地上気温が低
下した事例を示す。アメダスの観測値を同化してい
ないMAでは、実況（図2.3.6(a)）で見られる飛騨南
部・中濃の低温域が表現されていない（図2.3.6(c)）。

これは、MAの第一推定値を与えるMSMが、この地
域で観測されていた降水域を十分に予測できてい
なかったためである（図略）。一方でLAは、実況で
見られた飛騨南部・中濃の低温域を表現し、高温域
である岐阜・西濃や愛知県との間の強い温度傾度も
再現した（図2.3.6(b)）。図2.3.6(b)の解析値を初期値
としたLFMは、このあとの実況で見られた降水域の
南進をMSMよりも良く予測することができた（図
略）。この事例は、LAがアメダスデータを同化する
ことにより、第一推定値であるMSM予報値を精度
よく修正した典型例といえる。
ただし、アメダスデータの同化による初期値改善
の効果が持続しない場合も見られる。この要因とし
ては、第2.2節で述べたように、LAでは3次元変分法
による同化を行っているため、第一推定値を観測値
に近づけるときの力学的なバランスがあまり良く
ない場合があること、高解像度化されてモデル地形
の表現が精緻化されたとはいえ、場所によっては依
然として実際の地形との差が大きいことなどが考
えられる。
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図 2.3.8 2012 年 7 月 12 日 06JST の前 1 時間積算降水量。解析雨量（左上）と初期時刻毎の LFM について、
同じ時刻に対応する予報値を示す。また、各段の右端には、同じ段の LFM に対して第一推定値を与える MSM
の同じ時刻に対応する予報値を示す。

2.3.2 高頻度予報の特徴

る観測データを中心に同化している。一方、衛星観
測データが使われていないこともあり、
特に海上で、
MSM の第一推定値がほぼそのまま残って、MSM の
予測と似た傾向となることが多い。
また、LFM は MSM と同様に領域モデルである
ため、計算を実行する際には側面境界値が必要とな
る。第 1 章でも述べられているように、側面境界値
は境界から流入・流出する大気の質量を与えており、
LFM についても大きな場の予測は側面境界値とし
て用いる MSM の影響を大きく受ける。ただし、
LFM の予報時間は 9 時間と比較的短いことから、
MSM の影響としては、側面境界値として内部に及
ぶよりもむしろ、初期値の第一推定値としての影響
の方が大きい面もある。
図 2.3.7 から、同じ初期時刻の MSM 予報値を解
析の第一推定値として用いる、3 初期時刻の LFM 予
報値5のスコアの傾向が良く似ていることが分かる。
この点をさらに示すため、図 2.3.8 に、平成 24 年 7
月九州北部豪雨の事例について、2012 年 7 月 12 日
06JST を対象時刻とする LFM の初期時刻毎の予測
結果を、それらに第一推定値を与える MSM の予測

(1) 最新の高精度な予測結果の高頻度利用
既に述べた運用目的とそれに適したシステムの
仕様によって、LFMは最新の初期値による予報の精
度が高いことが期待されるが、それが達成されてい
ることは統計スコアにより示されている。図2.3.7に
は、2012年夏季の1ヶ月間における初期時刻別の降
水検証結果を示す。この結果から、新しい初期時刻
の予報の精度が古い初期時刻の予報の精度を上回
っていることが分かる。ただし現状では、(3)で示す
スピンアップの問題により降水の予測頻度が過少
であるために、予報開始後最初の１時間の予測精度
が悪いことがある点に注意が必要である。
(2) 第一推定値・側面境界値として利用するMSM予報
値の影響
数値予報モデルの初期値を求めるためのデータ同
化処理は、観測データを用いてモデルの予測値であ
る第一推定値を修正する。このため、観測データが
少ない場所では、第一推定値が十分に修正されずに
そのまま初期値として用いられることも多い。LA
では、MSM の予報値を第一推定値とし、ウィンド
プロファイラやレーダーなどの地上リモートセンシ
ングをはじめ、地上気象観測（SYNOP、アメダス)、
地上 GNSS、航空機観測といった、主に陸上におけ

例えば、03,04,05UTC の LA は、第一推定値として
00UTC 初期時刻の MSM の 0,1,2 時間予報値を用いてい
る。

5
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図 2.3.9 図 2.3.7 と同じ検証における LFM の対解析雨量のバイアススコア。全期間・全初期時刻の予報値で平
均した。横軸は予報時間を示す。

図 2.3.10 2012 年 8 月 27 日 18JST の前 1 時間積算降水量。(a)解析雨量と、初期時刻毎の LFM について、同
じ時刻に対応する予報値（(b)1 時間予報値、(c) 2 時間予報値、(d) 3 時間予報値）をそれぞれ示す。

結果と比較する形で並べた。MSM では、初期時刻
が古いほど、予測された線状の降水域が実況より南
にずれている。一方、初期時刻が新しい予報ほど、
実況に近い位置に降水域を予測している。また、各
段の 3 初期時刻の LFM の予測結果は、それぞれ良
く似た降水分布を示しており、その分布は第一推定
値を与える MSM の予報値の降水分布と良く似てい
ることが分かる。MSM に見られたこのような違い
は、南西からの暖湿気の流入とそれによって形成さ
れる風の収束などの表現の違いによるものと考えら
れるが、それがそれぞれの LA の第一推定値として
提供され、LFM の予測に影響する状況となってい
る。
以上より、LFMに初期値の第一推定値と側面境界
値を与えるMSMの予測が適切でない場合は、LFM
もその影響を受ける点に注意が必要である。

水平格子間隔2kmに内挿することにより作成して
いる。したがって、予報モデルの時間積分が始まっ
た直後は、実質的に5km解像度程度の情報しかなく、
時間積分が進むにつれて、小さなスケールの情報が
増えていく。このような、数値予報モデルの実行初
期における立ち上がりの過程をスピンアップと呼
ぶ。
図2.3.9は、LFMの予報時間別のバイアススコア
を示したものである。閾値1mm/hの弱い雨は、全体
的にバイアススコアが1より小さく、降水頻度が過
少となる傾向を示しており、予報初期では特にそれ
が顕著である。この結果が、図2.3.7で見た1時間予
報におけるスコアの低下を招いている。なお、強い
雨については、予報後半では降水頻度が過多となっ
たが、弱い雨と同様に、予報初期では降水頻度過少
となる傾向が見られた（図略）。さらに、スピンア
ップの問題を示す具体例として、平成24年台風第15
号が九州に接近した事例を図2.3.10に示す。九州の
西方海上には台風に伴う顕著な降水帯があり、その
東側では暖湿気が流入する宮崎県の山沿いに降水
が観測されている。LFMの初期時刻別の予測結果を

(3) スピンアップ
現在のシステムでは、LFMの初期値は水平格子間
隔5kmのLAから提供された解析値を、予報モデルの
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図 2.3.11 2012 年 7 月 6 日 12, 18, 20JST の前 1 時間積算降水量。上段は解析雨量、下段は 2012 年 7 月 6 日
11JST 初期値の LFM の 1,7,9 時間予報値をそれぞれ示す。

見ると、1時間予報値では台風本体の降水帯が弱く
表現され、宮崎県山沿いの降水域も面積が小さい。
これと比べると、2時間予報値、3時間予報値と予報
時間が長くなるにつれて、次第に降水量が多くなっ
て実況に近づいている様子が分かる。
スピンアップについては、予報初期に小さなスケ
ールの情報が少ないことの影響として、LAの分解能
である水平格子間隔5kmの格子平均で飽和してい
ないと解析の中で雲が生成されず、雲の少ない状態
から予報が始まるという問題点もある。この場合、
雲粒子から雨や雪・あられなどの降水物質が生成・
成長して地上に落下するまでに一定の時間がかか
るため、予報開始直後の降水量の予測が過少となる
傾向に影響している。

2.3.3 積雲対流の扱いと課題
LFMは積雲対流パラメタリゼーションを用いて
いないので、積雲対流に伴う熱と水蒸気の鉛直輸送
は、予報変数である格子平均の鉛直速度を通じて行
われることになる。対流が表現されるためには、鉛
直方向の運動方程式において鉛直速度の変化に寄
与する項によって、鉛直速度が大きくなることが必
要であることから、主に浮力、すなわち周囲の空気
との密度差が重要になる。積雲対流においては、密
度差は主に大気中の水の凝結に伴う潜熱による温

度差によって生じる。すなわち、積雲対流とは、空
気塊を強制的に持ち上げたときに、自ら解放する潜
熱によって周囲より温度が高くなり、その効果によ
って密度が小さくなり自発的に浮力をもつ状態に
達する6ことで、上昇流の強化を通じて対流有効位置
エ ネ ル ギ ー (Convective Available Potential Energy:
CAPE)を運動エネルギーに変換させる過程のことで
ある。
ここで、大気の成層状態が潜在不安定、すなわち
CAPEが正であることは、積雲対流発生のための必
要条件であるが十分条件ではなく、潜在不安定であ
れば必ず積雲対流が発生するわけではないことに
注意が必要である。前述のように、積雲対流が発生
するためには、空気塊をLFCまで強制的に持ち上げ
る必要があるが、それに必要なエネルギーを対流抑
制(Convective Inhibition: CIN)という。積雲対流が
発生するためには、CAPEが正であると同時に、CIN
というエネルギー障壁を超えて空気を持ち上げる
必要がある。対流が抑制されている状態では、積雲
対流は発生しないためCAPEは解放されない。この
状態で、大気安定度を低下させる要因（たとえば、
下層の加熱・加湿、上層の冷却・乾燥など）が継続
このような状態に達する高度を、自由対流高度(Level of
Free Convection: LFC)と呼ぶ。

6
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すれば、より大気安定度が小さくなる（CAPEが蓄
積される）。そして、なんらかの原因でCINのエネル
ギー障壁を超えて、空気塊をLFCまで持ち上げるこ
とができた（CINが小さくなることも含む）ときに、
蓄積された大きなCAPEが急速に上昇流として運動
エネルギーに変換されることになる。
CINを打ち破る強制上昇には、地形によるもの、
風の収束によるもの、混合層の発達によるものなど
がある。数値予報モデルで積雲対流の発生を適切に
表現するためには、これらの過程がモデルで表現さ
れている必要がある（積雲対流パラメタリゼーショ
ンでは、これらの過程を簡略化して、トリガー関数
と呼ばれるものを使って積雲対流の発生を判定し
ている）。しかし、積雲対流を発生させる地形や風
の収束を表現するのに、LFMの現状の水平格子間隔
でも十分ではない場合があり、その結果、積雲対流
発生の遅れによって、急速に上昇流が強まり、局所
的に過剰な降水につながる場合がある。一方で、数
値予報モデルに含まれるノイズ（異常終了などの原
因となるため本来ならば取り除くべきもの）が、そ
れらの過程と同じ効果をもたらすことがあり、その
結果として実際よりも早く積雲対流が発生するこ
ともありえる。ただし、現在のLFMでは、平均的に
みると積雲対流発生が遅れやすい傾向があること
が分かっている（ただし、その遅れは1時間よりも
短いことも多く、1時間降水量のモニター図に明確
に現れないこともある）
。
ここまで述べた積雲対流発生の遅れの原因に加
えて、積雲対流を引き起こす際に重要になる凝結の
タイミングが遅れるといった問題もある。この原因
は、LFMでは、格子平均の水蒸気量が飽和水蒸気量
に達しないと、凝結、すなわち雲の生成が起こらな
いことによる。水蒸気量をはじめとして数値予報モ
デルの格子点で表現される物理量は、現実の大気に
おける値の時間的・空間的な平均値であり、現実の
大気においては、モデルでは直接扱うことのできな
い格子内部においても、その平均値のまわりで揺ら
いでいる状態にある。このため、現実の大気におい
ては、格子平均の水蒸気量が飽和水蒸気量に達して
いなくても、格子内の一部がその揺らぎによって飽
和水蒸気量を超えて部分的に凝結して雲が生成（部
分凝結）し、それが弱い降水をもたらす場合があり、
モデルにおいてもその過程を考慮する必要がある。
しかし、現在のLFMでは部分凝結が考慮されていな
いことから、凝結のタイミングが遅れ、それが結果
的に潜熱解放の遅れによる対流の遅れや格子平均
での凝結による過剰な降水につながり、その影響で
弱い降水が過少となる傾向があると考えている。さ
らに、積雲対流発生の遅れに伴う過剰な潜熱解放に
ついては、上昇流の強化とそれによる凝結の強化と
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いったフィードバックがかかることによって、現象
をより遅い時間まで長引かせることにつながる恐
れも指摘されている。
ここまで述べた積雲対流の発生・発達・衰弱に関
する時間・位置・強度の予測の実況からのずれに関
して、図2.3.1で示したものと同じ日の北海道におけ
る夏季の不安定性降水の事例を元に、その特徴を図
2.3.11に示す。2012年7月6日12JST（左図）を見る
と、実況では既に大雪山系や日高山脈を中心とした
山沿いを中心に降水が観測されているが、LFMの1
時間予報値ではまだ殆ど降水を予測できていない。
前節で述べた予報初期におけるスピンアップの影
響に加えて、現象の特性から、この事例では対流性
降水の発生の遅れが影響していると考えられる。時
間が進んだ18JST（中図）では、LFMは実況と比べ
て倍近い過剰な降水量を予測している。更に、その
後の20JST（右図）では、実況では降水が終息しつ
つある段階であるが、LFMでは実況と比較して降水
域が広く、降水量も実況を大きく上回る値を予測し
ている。LFMの降水予報に見られるこのような実況
とのずれは、現状のモデルにおける積雲対流の発生
の遅れとその後の過発達、衰弱の遅れという課題を
反映したものであり、ここで見たような夏季の不安
定性降水などを中心に見られる傾向である。
本項で述べたように、LFMは高解像度化によって
積雲対流パラメタリゼーションを用いなくとも、積
雲対流に伴う熱や水蒸気の鉛直輸送を格子平均の
鉛直流で表現可能となった。しかしながら、積雲対
流パラメタリゼーションでは扱われている、積雲対
流の発生や盛衰を支配する幾つかの重要な過程（発
生のトリガー、部分凝結、（ここでは触れていない
ものの）エントレインメントとデトレインメント7）
については、LFMでも依然として格子平均からの揺
らぎが寄与する部分であるために、現状ではそれら
の効果を扱えていない。従って、現在問題となって
いる積雲対流の予測に関する実況からのずれを改
善するためには、モデルの中で積雲対流に関するこ
れらの過程の扱いについて検討する必要がある。た
だし、この課題は高解像度モデルを運用する世界各
国の現業数値予報センターでも直面しているもの
の、解決には至っていない難しい課題である。既に
幾つかの手法を検討・試行しているが、今後も課題
の改善に向けた調査・開発を継続していきたい。

7

積雲内とその周囲の空気とのやり取りを指す。エントレ
インメントは、積雲内より相対的に乾燥している周囲の空
気が積雲内に取り込まれる過程を、デトレインメントは、
積雲内の空気が積雲外に放出される過程をそれぞれ示す。

図 2.4.1 2010 年 6 月〜8 月の地上風向の出現頻度について、(a) 観測と MSM 予報の一致率、(b) 観測と LFM
予報の一致率、(c) LFM と MSM の一致率の差（赤が LFM の方が一致率が高いことを示す）
、(d)図 2.4.2〜図
2.4.4 で風配図を示した地点。

2.4 地形の解像度の地上風向頻度分布への影響

向の頻度分布に着目することで考察した9。

2.4.1 はじめに

2.4.2 地上風向予測の検証

LFMの利点の一つに、モデルの高解像度化による
小規模な現象の表現力向上に加えて、地形の表現も
精緻化されることが挙げられる（第2.3.1項）。その
効果が表れやすい要素としては、まず地上風が考え
られる。たとえば、谷筋にそって吹く風のように、
地上風は地形の影響を大きく受ける。実際に地方の
気象官署からは、おろし風の影響を受けやすい地点
において、LFMが良い予測結果を示している事例が
報告されている。また、地形との関連は明確ではな
いが、地上の風向予測が重要な航空気象官署からも、
空港8における風向予測に関する統計検証の結果、
LFMの予測結果がMSMを上回っていたとの報告も
されている。このような状況を受けて、本節では、
地形の高解像度化の影響を、MSMとLFMの地上風

風向の予測精度を測る指標として、地上風向（16
方位）の頻度について予報値と観測値の「一致率」
を定義する。「一致率」は、観測頻度と予報頻度の
うち小さい方を16 個の各方位について足しあわせ
たものである。これは、予報値と観測値について風
配図を一つのグラフに描いたとき、それぞれの閉曲
線が重なる部分の面積として理解できる10。観測頻
度と予報頻度が完全に一致していれば一致率は1、
観測と予報で共通する風向が全くなければ0となる。
ここでは観測値としてアメダス観測を用い、
MSMとLFMについてそれぞれ一致率を計算した。
期間は2010年6月〜8月で、LFMでは西日本を覆う

LFMではアメダスの観測値を同化しており、それが風
向の予測結果の違いに寄与することもあり得る。しかし、
永戸ほか(2010) で示されているように、初期値ではより
観測された風に近づけるものの、その効果の持続は短いた
め、その寄与は以下で議論する地形の影響に比べれば小さ
いと考えられる。
10 ただし、
定義上は風配図のような極座標ではなく xy 座
標での面積なので、厳密には風配図の面積とは一致しない。
9

8

高解像度化によって、海陸分布の表現が細かくなる効果
もある。羽田空港など海陸境界に近い地点では、水平格子
間隔の違いによって、その周辺のモデル格子が海陸のどち
らの格子になるのかが変わる可能性がある。海陸の違いは、
粗度や熱容量などの違いを通じて地上気象要素の予報に
大きい影響を与える（平原ほか 2011）
。
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図 2.4.2 MSM に比べて LFM で顕著な風向頻度分布の改善が見られる地点の風配図。赤:観測、緑:MSM 予報、
青:LFM 予報の頻度（数値は頻度の全体に占める割合）
。

領域でLFMの試験運用 11 を行った際の予報値を用
いた。予報値の風向頻度分布は、1 日8 回（00, 03,
06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC初期時刻）の予報の0〜9
時間予報値を1時間毎に用い、観測に対応する値と
してアメダス地点周囲の4格子から内挿して求めて
いる。
図2.4.1に、LFMとMSMについて領域内の全アメ
ダス地点での一致率、そして両者の差を示す。図
2.4.1(a)を見ると、関東平野や日本海・太平洋沿岸で
は、MSMでも観測の頻度とよい一致を示している
ことが分かる。一方、内陸部では全般的な傾向とし
て一致率が低くなるが、図2.4.1(b) から、LFM の
方が一致率の高い地点が多いことが分かる。この傾
向は、図2.4.1(c)の一致率の差を見ると分かりやすい。
図から、関東平野や日本海・太平洋沿岸も含めて、
差が小さいところが多いものの、全般的に暖色系と
なっていて、LFMの一致率が高くなっていることが
分かる。特に長野県付近では顕著な改善が見られる。
一致率の差が大きかった地点は、長野県飯島、愛媛
11

領域や仕様は現在運用中のものと異なる点があるが、
地形は共通であり、地形の風向に与える影響は現在運用中
の LFM と大きく変わらない。
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県西条、長野県松本、長野県信濃町、新潟県秋津、
群馬県田代などである。これらの地点の風配図を図
2.4.2に示す。このように、LFMで地形が高解像度
化されたことで、多くの地点、特に山間部で風向頻
度が改善しているという検証結果が得られた。
一方、数は少ないが、MSMでもLFMでも風向の
一致率が非常に低い地点もある（群馬県みなかみ、
同県西野牧など、図2.4.3）。また、LFMの方がMSM
より一致率が低い地点も少数ながら見られる（岐阜
県樽見、同県長滝など、図2.4.4）。なお、これらの
傾向は、2010年9月〜11月（秋）
、2010年12月〜2011
年2月（冬）でもほぼ同様であった（図略）。ちなみ
に、図2.4.3と図2.4.4で示した各地点の地形を確認し
たところ、2kmの水平解像度でも表現できない小さ
な谷筋に、観測点が位置していた（図略）。
このような地形の高解像度化による風向の変化
は、3ヶ月統計の平均値だけではなく、個々の事例
でも見ることができる。図2.4.5 は、図2.4.2 に風配
図を示した地点の一つである、群馬県田代における、
2013年6月1日00UTC初期値のMSM、LFM、及びア
メダス観測の時系列を示したものである。LFMは東
北東ないしは北東の風を予測していて、これは観測

と概ね一致する。それに対し、MSMでは、東から
東南東の風となっていて、観測とは異なる傾向を示
している。これらの結果は、この地点のこの季節の
風配図で見られる特徴とよく似ている（図2.4.2）。
当該観測所は盆地の中にあり、その北東方向に谷
筋にあたる標高の低い場所があって、東もしくは南
東方向から吹く風がそこを抜ける際に北寄りの成
分を持ちやすい環境にあった。観測所周辺の地形を
MSMとLFMがそれぞれどのように表現しているの
かを確認したところ、LFMでは盆地東側の山地と谷
筋をある程度表現していたのに対して、MSMでは
実際よりも標高が低くなだらかな地形となってい

た（図略）
。その結果、MSMでは谷筋の効果を表現
できず、実際とは異なる南分を持った風向を予測し
ていた。

2.4.3 まとめ
高解像度化による地形の表現性向上について、特
に地上風向予測へのインパクトを見るために、アメ
ダスデータを用いた地上風向頻度分布の検証を行
った。MSMとLFMに共通した特徴として、地形の
影響が少ないと思われる関東平野や日本海・太平洋
沿岸では、予測による頻度分布は観測によるものと
良く一致する傾向にあった。一方で、内陸を中心に

図 2.4.3 図 2.4.2 に同じ。ただし、MSM、LFM とも風向頻度に観測と大きな違いがある地点。

図 2.4.4 図 2.4.2 に同じ。ただし、LFM の方が MSM より風向頻度の一致率が低い地点。

図 2.4.5 2013 年 6 月 1 日 00UTC 初期値の田代（群馬県）における MSM（水色）と LFM（青色）の風の予報
（30 分おき）と対応するアメダス観測（茶色）
。横軸は予報時間（単位:時間）
、風速の単位は m/s で、矢羽根
1 本は 5m/s（短い矢羽根は 2.5m/s）を示す。
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地形の影響を受けやすい地域では、一致率が低い傾
向を示していた。観測との一致率という点でLFMと
MSMを比較したところ、差が小さいところが多い
ものの、全般的にLFMの一致率の方が高い傾向が見
られ、特に長野県などの内陸部では、LFMの一致率
がMSMの一致率を大きく上回る地点もあった。
今回の検証によって、地形の高解像度化による風
向予測へのインパクトとしては、効果は小さい地点
が多いものの、全般的な傾向として改善することが
確認できた。一方で、今回の調査でも明らかになっ
たように、地形の高解像度化の効果は当然ながら観
測点周辺の地形の状況に影響されるため、地点によ
る差が大きい。海岸・平野部では、統計的に見てそ
の効果が小さい地点も多いという結果が得られて
いるが、事例によっては、風上となる地形の影響を
大きく受ける場合もあると考えられる。現象との関
連を考慮しつつ、地点毎の予測特性を把握しておく
ことは有益と考えられる。
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2.5 2013年7月末の豪雨事例

て局地的に非常に激しい雨が降った。このうち、7
月28日には、山口県と島根県を中心に局地的な豪雨
となり、1時間降水量が、山口市で143.0mm、萩市
で138.5mm、津和野町で91.5mmとなるなど、それ
ぞれ観測史上1位を更新した。また、津和野町では、
24時間降水量でも観測史上1位となる381.0mmの降
水が観測された。この大雨により、死者や行方不明
者が出たほか、住宅の浸水や土砂崩れなどの甚大な

2.5.1 はじめに
2013年7月下旬は、日本海から東北地方付近にの
びる前線と、太平洋高気圧縁辺をまわり、日本列島
に沿って西から流れ込む暖かく湿った空気や、日本
海上空に停滞した寒冷渦の影響で、広い範囲で大気
の成層状態が不安定となり、九州から北海道にかけ

図 2.5.1 2013 年 7 月 28 日 09JST の(a) 地上天気図と、全球解析による(b)500hPa 高度、及び(c)925hPa 相当
温位と風。風は長い矢羽が 10 ノット、短い矢羽が 5 ノットを表す。(c)における濃灰色で塗り潰した領域は、
地上気圧が 925hPa より低い場所を示す。

図 2.5.2 2013 年 7 月 28 日 09JST の全球解析（緑線）と GSM の 18 時間予報値（黒線）及びその差分（ハッ
チ）
。(a) 海面更正気圧、(b) 500hPa 高度、(c)925hPa 相当温位。(c)における濃灰色で塗り潰した領域は、地
上気圧が 925hPa より低い場所を示す。

図 2.5.3 2013 年 7 月 28 日 09JST の前 6 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)GSM の 18 時間予報値、(c)MSM
の 12 時間予報値。
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被害が発生した。
本事例は、LFMが2013年5月末から日本全国を覆
う領域で毎時運用を開始して以降、初めて発生した
豪雨事例であった。本節では、中国地方の豪雨を含
め、同じ時期に発生した複数の大雨事例に関する
LFMの予測結果を紹介する。これらの事例において
は、既に述べてきたLFMの諸特性が、複数絡み合い
ながら現れていた。以下では、それらに焦点をあて、
改めてLFMの特性について確認しておきたい。
この後、第2.5.2項では、まず豪雨発生時の気象場
の概況とともに、GSMとMSMの予測結果について
述べる。第2.3.2項で述べたように、LFMの予報は、
初期値の第一推定値や側面境界値を与えるMSMの
影響を大きく受け、更に、第1章で述べたように、
MSMの予報は側面境界値を与えるGSMの影響を受
ける。このような観点から、GSMとMSMの予測結
果を確認しておくことは、LFMの予測結果について
解釈する上では重要である。第2.5.3項では、期間中

に各地で発生した大雨毎のLFMの予測結果を述べ
て、それぞれに見られたLFMの諸特性について触れ
る。最後に、第2.5.4項で本節の内容をまとめる。

2.5.2 概況とGSM・MSMの予報
2013年7月28日に、中国地方西部で豪雨が発生し
たときの日本付近の地上天気図及び全球解析によ
る上層の状況を、図2.5.1に示す。地上（図2.5.1(a)）
では日本の南海上で太平洋高気圧が西に張り出し、
東シナ海から西日本は高気圧の縁辺部にあたって
いた。一方、日本海から東日本付近は、低圧部とな
っていた。これに対応する形で、 500hPa面（図
2.5.1(b)）では、日本の南海上を東西にリッジが覆う
一 方 、 東日 本 上空 には トラ フ が 停滞 し てい た。
925hPa面の相当温位の分布（図2.5.1(c)）を見ると、
渤海から東シナ海にかけて350K以上の高い相当温
位の領域が分布し、その北東端で相当温位傾度が大
きくなっていたことが分かる。これは、太平洋高気

図 2.5.4 2013 年 7 月 27 日 21JST の前 3 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 8 時間予報値、(c)MSM の
12 時間予報値。

図 2.5.5 2013 年 7 月 27 日 15JST の地上気温分布。(a)アメダス観測値、(b)LFM の 2 時間予報値、(c)MSM の
6 時間予報値。
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圧の縁辺をまわる形でこの領域に暖湿気が流入し
ていたことを示している。
図2.5.2には、GSM予報値と全球解析とを比較す
るため、各高度・要素についてのGSM予報値とその
全球解析との差を示している。GSMの予測結果は、
500hPa面の高度場（図2.5.2(b)）では解析との差は
小さく総観場規模で大きな誤差はなかった。しかし、
東日本では地上気圧（図2.5.2(a)）を解析より低く予
測し、925hPa面（図2.5.2(c)）では下層の暖湿気の
移流を強く表現するなど、下層の気圧の谷を強く表
現していたことが分かる（風の差分の図は省略）。
MSMの予測結果についても、概ねGSMと同様の傾
向が見られた（図略）
。
図2.5.3(a)でこのときの降水の状態を見ると、豪雨
となった山口県・島根県を中心に、中国地方西部か
ら四国地方西部にかけては、図2.5.1で見た下層の高
相当温位気塊の流入に対応した降水が観測されて
いる。また、東日本でも、上層のトラフと地上の気
圧の谷に伴う降水が、北海道から東北地方の太平洋
沿岸を中心に観測されている。後者に関連して、図
で示した時刻の直前に、東北地方南部から関東地方
にかけての広い範囲でも強い降水を観測している
が、それについては第2.5.3項(1)で触れる。
同じ時刻のGSM（図2.5.3(b)）とMSM（図2.5.3(c)）
の予報を見ると、中国地方西部から四国地方西部に
かけて観測された帯状の降水域を、両モデルともに
良く予測していることが分かる。これは、GSMが西
日本の総観場を比較的よく予測していたことと整
合している（図2.5.2）。さらに、このときのMSMは、
豪雨となった山口県・島根県付近での大雨のポテン
シャルを、場所・量ともに良く予測していることが
わかる。一方で、東日本においては、南北に伸びた
強雨帯が東北地方沖の海上に観測されているのに
対して、MSMでは実況よりやや西に、またGSMで
は海岸付近から内陸にかけて予測されるなど、実況
と比べて西にずれた結果となった。降水分布に見ら

れたこのずれは、東日本における下層の気圧の谷と
その前面における暖湿気の表現の違いによるもの
と考えられる。

2.5.3 LFMの予報
(1) 7月27日の関東地方の降水
前項で触れたように、東日本上空のトラフの影響
により、7月27日の夕方から夜にかけて、東北地方
南部から関東地方平野部にかけての広い範囲で、所
に よ り 雷を 伴 った 非常 に激 し い 雨と な った （図
2.5.4(a)）。この降水については、MSMは、強い降水
の発生自体は予測しているものの、強雨域が北に偏
っており、実況で見られた関東地方平野部の強雨は
予測できていない状況であった（図2.5.4(c)）。一方、
LFMでは、MSMで表現されていない関東地方平野
部にも強雨をある程度予測していた（図2.5.4(b)）。
当日の状況としては、関東地方では午前中から晴
れたことにより気温が上昇し、平野部の広い範囲で
30℃を超えていた（図2.5.5(a)）。降水系は、午後に
新潟県付近で顕在化したあと徐々に南東進し、関東
地方平野部で急速に発達した。日射による地面の加
熱により積雲対流の発生に適した場となっていた
ことが、この領域における降水系の発達に寄与して
いたと考えられる。モデルの気温予測については、
LFMは関東地方平野部の広い範囲で30℃以上とな
っ て お り、 実 況に 近い 状況 を 表 現し て いた （図
2.5.5(b)）が、MSMでは30℃以上の領域はごく僅か
で、殆どの領域が実況より気温を低く予測していた
（図2.5.5(c)）。
第2.3.1項で述べたように、LFMではアメダスの
地上気温の観測値を同化していることと、高解像度
化に応じて放射の雲の扱いに関する改良を行った
ことによって、日中の気温予測精度が向上したこと
が報告されている（永戸ほか 2012）。今回の事例も、
LFMのそのような特性が現れ、この効果が両モデル
の降水予測の差に繋がったものと考えられる。

図 2.5.6 2013 年 7 月 28 日 06JST の前 3 時間積算降水量。(a)解析雨量、(b)LFM の 9 時間予報値、(c)MSM の
12 時間予報値。
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図 2.5.7 2013 年 7 月 28 日 12JST の前 3 時間積算降水量。解析雨量（上段左端）及び初期時刻毎の MSM につ
いて、同じ予報対象時刻に対応する予報値を示す。

ちなみに、図2.5.4で見られた両モデルの降水予測
結果に見られた特徴については、それ以前の時刻の
降水予測結果とも関連している。関東地方で降水の
ピークとなる前の午後の段階では、実況でも小規模
な降水域が点在していたが、ここで、MSMは関東
地方南部を中心に弱い降水を広く予想しており、
LFMは関東地方西部に、規模は小さいものの強めの
降水を予測していた（図略）。図2.5.4で見られた、
MSMにおける関東地方南部での降水域やLFMにお
ける埼玉県付近での強雨域の実況と比べた過少は、
それぞれのモデルにおいて実況では見られなかっ
たこれらの先行的な降水による、大気の安定化や気
温低下などの影響も受けたためと考えられる。
ところで、LFMが予測した降水は、解析雨量と比
較すると、雨域全体の広がりが小さく、強雨域の集
中も見られる。また、ピーク値も含め強雨域で降水
量が過剰となっている。さらに、実況では関東地方
平野部に降水が強い領域が観測されているのに対
して、LFMではむしろ福島県沖に強い降水を予測し
ている。このような降水の集中や過剰な降水の予測
についても、第2.3.3項で述べたLFMの特徴として
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確認されているものである。さらに、今回のピーク
値の位置のずれについては、MSMでも福島県沖に
同様の強雨域を予測していることから、こちらも第
2.3節で説明したように、MSMの予報値を解析の第
一推定値として用いている影響が表れているもの
と考えられる。
(2) 7月28日の東北地方の降水
前項で示した東北地方南部から関東地方にかけ
ての降水系は、その後海上に出てから東北地方の太
平洋沿岸に沿って北上した（図2.5.3）。これにより、
東北地方の太平洋沿岸地域で降水がもたらされた
が、降水のピークが海上だったこともあり、陸上で
顕著な降水は観測されなかった（図2.5.6(a)）。一方、
図2.5.3でも見たように、MSMはこの降水系を実況
より西に予測した結果、強雨域が東北地方の太平洋
沿岸地域にかかる予測となった（図2.5.6(c)）。
LFMでも、MSMとほぼ同じ場所に降水域を予測
し、更に、ここでも降水の集中や量の過剰など、
MSMよりも悪い予測結果となった。繰り返しにな
るが、第2.3節で示したLFMの欠点ともいえる特性

が表れた事例として、示しておきたい。
(3) 7月28日の中国地方の降水
前項で述べたように、太平洋高気圧の縁辺をまわ
る暖湿気の西日本への流入については、GSMでも比
較的良く予測されており（図2.5.2）、それに伴う中
国地方西部での降水発生のポテンシャルも良く表
現されていた（図2.5.3）。図2.5.7は、降水の最盛期
の時刻に近い7月28日12JSTまでの前3時間積算降
水量についてのMSMの初期値毎の予測結果を示し
たものである。多少のばらつきはあるものの、どの
初期時刻の予報も、中国地方西部における大雨発生
のポテンシャルを比較的良く表現している。第1章
でも述べたように、MSMの予報は側面境界値とし
て利用するGSMの予報値の影響を大きく受ける。今
回は、環境場に関するGSMの予報が良かったことが、
MSMの予報への好影響となって表れていると考え
られる。ただし、初期時刻が新しい予報では、実況
と比較して強雨域が海上及び東にずれる傾向が見
られたが、この要因はまだよく把握できていない。
図2.5.8には、同じ時刻の前1時間積算降水量に関
するLFMの予測結果を示す。7〜9時間予報値に対応
する3初期時刻分の予測結果については、若干の位
置ずれはあるものの、山口県萩市に大雨をもたらし
た海上から沿岸に伸びる線状の強雨域や、山口県と
島根県の日本海沿岸部における強雨域の分布など、
観測された降水の特徴を良く再現している。これら

のLFMに第一推定値・側面境界値を提供している
MSMの予測結果と比較すると、MSMでは降水域全
体としての分布は概ね良いものの、強雨域が海上に
ある点や、その形状やピーク値は観測とは異なって
いることが分かる。これに対し、LFMでは、第2.3
節で述べた高解像度化の効果によって、小規模な降
雨域やピーク値の表現力が向上しており、その目的
通りの効果が表れているものといえる。
一方、これより新しい初期時刻の予測結果は、線
状の強雨域は再現されたものの、その位置が大きく
北東方向にずれており、降水域全体の状況も観測と
大きく異なっている。LFMに第一推定値・側面境界
値を与える同じ段のMSMの予測結果と比較すると、
ここでも、新しい初期値におけるMSMで観測と比
べて強雨域を北東方向にずらす傾向があり、LFMの
予報がそれを反映した結果となっていることが分
かる。
今回の中国地方の降水は、特に、海上からの暖湿
気の流入が降水の発生・維持に大きく寄与しており、
風の強さや向き及びそれに伴う収束・発散、更には
水蒸気の量などが、モデルによる降水の再現性を大
きく左右した状況であることが示唆される。LFMで
は海上で利用できる観測データが少ないこともあ
り、第一推定値となるMSMの予報値の傾向が残っ
てしまう点についても、特性がよく表れた事例とい
える。

図 2.5.8 2013 年 7 月 28 日 12JST の前 1 時間積算降水量。解析雨量（上段左端）及び初期時刻毎の LFM につ
いて、同じ時刻に対応する予報値を示す。なお、各段の右端には、同じ段の LFM に対して第一推定値を与え
る MSM の同じ予報対象時刻に対応する予報値を示す。
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2.5.4 まとめ
本節では、2013年7月の豪雨事例を取り上げ、そ
の予測結果におけるLFMの特性を示した。良い特性
としては、運用の目的の一つである高解像度化の効
果による時空間規模が小さい現象や降水のピーク
値の表現力の向上、アメダスの地上気温同化や高解
像度向けの物理過程の改良による地上気温の予測
精度の向上と、それによる不安定性降水発生の表現
性向上などの効果を確認できた。一方、降水の集中
や過剰な降水の表現といった課題や、第一推定値・
側面境界値として用いるMSM予報値の影響を大き
く受ける点などの特性についても確認できた。
これらの特性については、既に第2.3節でも示した
ところではあるが、実際の事例においては、それら
が単独で現れるのではなく、現象に応じて複数の特
性が影響し合って現れることも示唆された。対象と
なる現象の特性を理解した上で、第2.3節と合わせて、
今後の予測結果を見る上での参考として頂きたい。
一方、モデル開発の観点からは、モデルの特性を
より深く理解して改善につなげるためには、この後
の第4章で示すように、現象自体のメカニズムや特
性を理解した上で、それを予測するための鍵となる
プロセスを見つけ出し、それをモデルがどのように
表現しているのか、詳しく見ていく必要がある。例
えば、本節で取り上げた中国地方西部の豪雨事例に
ついては、環境場としての大気安定度の低下と水平
風の鉛直シアーの存在下で、小規模な降水系が複数
発生・維持する状況であった。このような実況の推
移には、バックビルディング形成やスーパーセル的
なメカニズムが働いているとの報告もある（加藤
2013）。このようなプロセスの解明には、予報モデ
ルにおける、これらの環境場の再現性を確認すると
ともに、現象のスケールに応じたモデルの表現性の
確認を行った上で、各種メカニズムに関連するプロ
セスの調査を行う必要がある。そこで得られた知見
は、モデルの開発・改良のために貴重な情報である
とともに、利用者がモデルの予測特性を理解するう
えでも重要な情報であるといえる。
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第３章 ガイダンスの高度化
3.1 24時間最大降水量ガイダンスの改良1
3.1.1 はじめに
最大降水量ガイダンス（以下RMAX）は、防災気
象情報に対する基本資料として予報作業に利用さ
れている。RMAXの係数は、2010年5月の予報作業
支援システム（以下YSS2）運用開始時に最適化さ
れた（蟻坂 2010）。RMAXの基本的な作成手法・方
針は同文献を参照されたい。
YSS2運用開始から数年経過した現在、プロダク
トが抱える問題点が明らかになりつつある。特に重
要なものとして、GSM 24時間RMAXの2011年台風
第12号に対する予測を筆頭に、最大で2000mm/24h
を超える等、現実・利用実態から離れた予測をする
ことがある、という問題がある（蟻坂 2013）。
この問題の解消のため、24時間RMAXのルーチン
変更を2013年3月25日00UTC初期値に行った。対象
はGSMおよびMSMである。本節ではこの変更点を
説明するとともに、降水量ガイダンス2の展望を示す。
以降、上記ルーチン変更より前のプロダクトを
「CNTL」、変更以降を「TEST」と呼ぶ。

3.1.2 降水量ガイダンスの構成
以降の前提知識として、図3.1.1に降水量ガイダン
スの構成を示す。それぞれのプロダクトの仕様は付
録Aを参照されたい。RMAXの対象領域やMSMガイ
ダンスの格子サイズが現在と異なるものの、各統計
手法については安藤(2007)も参考となる。MRRは平
均降水量ガイダンスを表し、MRR3は3時間MRR、
MRR24は24時間MRR（中間出力のみで配信してい
ない）
、RMAX31は1時間RMAX、RMAX33は3時間
RMAX、RMAX24は24時間RMAXをそれぞれ指す。
GSM・MSM降水量ガイダンスともに同様の構成
を持ち、予測対象領域はGSM降水量ガイダンスで等
緯度経度20km格子（以下20km格子）、MSM降水量
ガイダンスで等緯度経度5km格子（以下5km格子）
である。今回の変更箇所は、図3.1.1の紫破線で囲っ
た部分であり、ニューラルネットワークから線形式
への変更等を行った。変更の詳細は後述する。
なお、カルマンフィルタ・頻度バイアス補正・PoP
補正（降水確率ガイダンスによる補正）の係数は逐
次更新しているが、ニューラルネットワーク・線形
式の係数は逐次更新していない。つまり、RMAXに
直接かかわる統計手法において、その係数は全て逐

1
2

蟻坂 隼史（予報課）
平均降水量ガイダンス・最大降水量ガイダンスの総称
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図 3.1.1 変更後の降水量ガイダンスの構成。凡例矢印
は 統 計 手 法 。 NWP は 数 値 予 報 モ デ ル 、
MRRA,MRRB,MRR24A は中間出力の呼称。紫破線
で囲った部分は今回の変更箇所。

次更新していない。ただし、図3.1.1から推測される
よ う に 、 RMAX24 の 精 度 は MRR24 の 精 度 に 、
RMAX31,RMAX33の精度はMRR3の精度にそれぞ
れ依存している。MRRは逐次更新しているため、
RMAX も 逐 次 更 新 の 影 響 を 受 け て い る 。 特 に
MRR24はMRR3の24時間積算値を基に作成される
ため逐次更新の欠点が表面化しやすく、これが冒頭
で挙げた極端な予測値の主因の一つを担っている
と考えられる。今回の変更ではこの問題は解消され
ず、今後の課題となっている。

3.1.3 24時間平均降水量と24時間最大降水量
RMAXの係数作成方針は、「係数推定時に解析雨
量の平均降水量を説明変数とし、予測時にはこれを
MRRに換える」というものである。この妥当性をみ
るため、図3.1.2に解析雨量24時間積算の、20km格
子における格子平均と格子最大の散布図を示す。期
間は2008年4月から2011年12月までの3時間間隔、
格子は四国南部のものである。図3.1.2左図から、24
時間平均降水量が概ね50mm/24h以上の場合には、
24時間最大降水量は24時間平均降水量と強い線形
関係にあることが分かる。5km格子においても、ば

らつきの程度が20km格子のそれと比べて概して小
さい、という点を踏まえれば同様の関係が見られる。
よって、今回の変更でも従来の係数作成方針を踏襲
した。
一方、24時間平均降水量が50mm/24h以下の場合
には、ばらつきが大きいことが分かる。現在、24時
間最大降水量は注意報・警報の基準としては用いら
れておらず、RMAX24の用途は専ら気象情報への記
述に限られている。よって、弱い雨の重要度は相対
的に低く、このばらつきは大きな問題でないと考え
られる。降水量がある程度大きくなれば24時間平均
降水量と24時間最大降水量は強い相関があること
から、統計手法は従来のニューラルネットワークで
はなく線形式で十分と考える。図3.1.2右図は、実際
に解析雨量を用いて線形予測とした結果であるが、
ある程度強い降水に関してはほぼ理想直線上に分
布しており、性能上の欠点は見られない。
なお、RMAX31やRMAX33でも、「平均降水量が
大きく最大降水量も大きい」状況、例えば低気圧や
梅雨期等の大規模降水であれば、線形式でも精度を
確保できる。しかしながら、「平均降水量は小さく
最大降水量は大きい」という状況、例えば夏季の不
安定性降水等では予測精度を確保できず、線形式と
するためにはこの課題の解決が必要である。よって、
今回の変更はRMAX24に限った。

て層別化することで、より品質の高い係数を得るこ
とが期待できる。この層別化はCNTLでも行ってい
たが、TESTではその層数を増やした。変更前後の
層別化範囲を表3.1.1に示す。表中の「（推）
」は係数
推定時に利用する層別化範囲、「（予）」は予測時に
利用する層別化範囲をそれぞれ表す。ハイフンの前
後の数値は、それぞれ対応する層の下限値、上限値
を指す。CNTLでは係数推定時に参照する範囲が概
して広い。この結果、最大降水量と平均降水量の比
の大きい、平均降水量の小さいデータに係数が最適
化され、冒頭で問題とした極端な降水を予測する一
因を担っていたと考えられる。TESTでは平均降水
量に応じて適切な係数を得るため、層別化数を増や
すとともにその範囲を狭めた。
ただし、CNTLで広い範囲を採っていた理由の一
つに、降水量の基本特性として強い降水の実況数が
少ないことから、範囲を狭めるとサンプリングエラ
ーが増大し係数推定精度が劣化する問題がある。
TESTではこの問題を回避するため、各層の係数推
定に一定の実況数を要求し、不足する場合にはその
層を用いないようにした。このため表3.1.1の設定は、
必ずしも全ての格子に適用されない。予測時には、
有効な層を平均降水量の値について降順で探索し、
該当する最初の層を利用する。なお層別化では、層
が変化した場合に予測値が不連続となる危険があ
る。具体的には、最新初期値と前初期値でほとんど
同じ気象条件が期待されるにもかかわらず、判定さ
れる層の違いで予測結果が大きく変わり得る。推定
時において、各層別化範囲を一部重複させて予測時
よりも広く採っているのは、これを回避するためで
ある。

3.1.5 説明変数の変更
第3.1.3項で述べたように、平均降水量がある程度
大きい層では、24時間最大降水量は24時間平均降水
量と強い相関があるため、RMAX24における他の説
明変数の影響は小さい。ただしCNTLでは、850hPa
の風向など、線形式では不適当な変数が利用されて
おり、TESTでこれを見直す必要があった。
また昨今、従来の予報作業で利用されてきた
850hPa等の高度面ではなく500 m高度面の物理量
を参照すべきという提案（加藤 2011）等を受け、
現象の因果関係の要因を特徴づける変数が予報作
業で利用されつつある。ガイダンスは予報作業の基

図 3.1.2 24 時間平均降水量と最大降水量の散布図。左
図: 解析雨量の関係で、横軸は平均降水量、縦軸は最
大降水量。右図: 横軸は解析雨量の 24 時間最大降水
量、縦軸は 24 時間最大降水量の線形予測結果。右図
各色は、平均降水量で層別化された各層で、層の設定
は表 3.1.1「CNTL（推）
」を参照。

3.1.4 平均降水量による層別化
前項では、50mm/24h以下でばらつきが大きくな
る等、平均降水量の値によって関係の性質が異なる
ことが分かった。これから、平均降水量の値によっ

CNTL(推)
CNTL(予)
TEST(推)
TEST(予)

1–8
0–
1–5
0–

表 3.1.1 変更前後の 24 時間平均降水量による層別化範囲（単位: mm/24h）
3–20
6–70
10–500
6–
15–
50–
3–8
5–12
10–22
20–35
30–50
40–100
80–200
3–
5–
10–
20–
30–
40–
80–

43

120–
120–

本資料という位置づけであるため、ガイダンスでも
これらの変数を利用することが望ましい。
ただし、例えば乱気流指数（工藤 2010）のよう
に、数値予報モデルが直接予測しない量を予測対象
とし、予報時刻の瞬間的な状態を表現するプロダク
トの場合は、現象の要因を明確化して設計すること
が重要であろう。しかしながら、降水量はある時刻
の瞬間的な状態ではなく前時間の積算量である点、
数値予報モデルで予測される変数であり降水量ガ
イダンスはその予測誤差の補正に主眼を置いてい
る点から、現象の要因を重視することが必ずしも良
い結果をもたらすとは限らず、従来利用されてきた
変数も依然重要である。
これらを踏まえ、今変更では次の22変数を候補と
した。即ち、500hPa高度、500hPa温位、700hPa
温位、850hPa鉛直P速度、850hPa相当温位、SSI
（下層850hPa・上層500hPa）、SSI（下層925hPa・
上層700hPa）、500m高度水蒸気フラックス、500m
高度相当温位、500m高度と700hPaの風速鉛直シア、
地形性上昇流（下層代表風と風向に応じた地形勾配
の積）
、OGR（付録A）
、可降水量、PCWV（付録A）
、
EHQ（付録A）、ESHS（付録A）、等温位面渦位
（305,315,335,345,355K面）である。
ここで、互いに相関のある変数を予測式に利用し
た場合、相互作用による予測性能の劣化が知られて
いる（多重共線性の問題）。上に挙げた全ての変数
をそのまま利用するとこれが問題となるため、変数
選択等を行い統計モデルの自由度を削減する必要
がある。しかしながら、例えば等温位面渦位はどの
高度を用いれば良いか、等は事例依存であり、単一
変数の選択が優れているとはいえない。このため、
今変更では候補変数の主成分のうち上位7位を採り、
これに24時間平均降水量と定数項を加えた線形式
を用いた。第3.1.3項で述べた通り、24時間最大降水

量は24時間平均降水量と強い相関があるので、この
関係にその他変数の付加的効果を見込む設計であ
る。なお、この主成分を得る関係は、予測対象格子
毎に異なる。

3.1.6 その他の変更等
係数推定に利用したデータ期間は、2010年1月か
ら2011年12月までの2年間である。
CNTLでは、GSM・MSMのRMAXともに、20km
格子毎に持つ係数を共通利用している。MSMの
RMAXは、これをMRRにより5km格子に内挿して
いる。TESTでは、GSM・MSMのRMAX24で独立
に係数を持ち、GSM–RMAX24、MSM–RMAX24
はそれぞれ、20km格子毎、5km格子毎に係数を持
つ。MSM–RMAX24では20km格子毎よりも5km格
子毎に係数を持つ方が、概ね200mm/24h以上の降水
量閾値においてエクイタブルスレットスコア（ETS、
付録C）が向上することを確認している。
また、CNTLでは、最大降水量と平均降水量の比
率を目的変数としているが、TESTでは最大降水量
を目的変数とした。
さらに、予測値に対して気候値による品質管理を
行う等、極端な方向へ予測値が振れることへの制約
を追加した。

3.1.7 統計検証
図3.1.3に、変更前後の対解析雨量統計検証の結果
を示す。統計期間は2012年1月から2012年12月まで
の1年間である。検証に用いた予測値は、
GSM–RMAX24は00,06,12,18UTC初期値のFT=27
か ら FT=36ま で の 3時 間間 隔、 MSM–RMAX24は
03,09,15,21UTC初期値のFT=24からFT=33までの
3時間間隔である。MSM–RMAX24の20km検証の予
測値は、5km格子の20km格子内最大値を採った。

図 3.1.3 RMAX24 の MBI および ETS による統計検証、ルーチン変更前後の比較。横軸: 検証閾値[mm/24h]、左
縦軸: MBI または ETS、右縦軸: 実況数（対数）。橙: MBI(CNTL)、赤: MBI(TEST)、緑: ETS(CNTL)、青:
ETS(TEST)、黒:実況数。エラーバーは 95%信頼区間。左図は GSM20km 格子、中図は MSM20km 格子、右図
は MSM5km 格子。
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また、検証格子は全て陸域に限定した。なお、予測
頻度特性はMBI（定義は本節付録）で示す。
まず、図3.1.3左図・中図の20km検証について述
べる。ETSについて、GSM・MSMのRMAX24いず
れも、TESTは概ね閾値200mm/24h以上でCNTLを
上 回 っ て い る こ と が 分 か る 。 GSM–RMAX24 の
TESTについて、予測頻度は全体にCNTLを下回る
が、閾値300mm/24h以上ではCNTLの予測頻度過大
傾向を抑え、好ましい傾向と考える。特に
500mm/24h前後の予測では、予測頻度がほぼ適正で
あることが確認できる。一方で、非常に強い降水の
予測頻度が過大であるという問題は、TESTで軽減
されるものの依然として残っている。例えば
800mm/24hを超えるような予測に対しては、これま
で経験したことのないような大雨の可能性として
捉え、量的には割り引いて考えることも必要であろ
う。またMSM–RMAX24のTESTについて、予測頻
度はCNTLの過小傾向を適切に改善していることが
分かる。一方で、600mm/24hを超えるような非常に
強い雨の予測頻度はCNTLと変わらない。
次に、図3.1.3右図のMSM5km検証について述べ
る。ETSは、TESTでCNTLを上回ることが示され
ており、20km格子検証と同様の結果である。一方
予測頻度について、TESTはCNTLを下回っており、
20km格子検証とは逆の変化傾向である。
20km 検 証 と 5km 検 証 の 結 果 か ら 、
MSM–RMAX24のTESTはCNTLに比べ、強い降水
の領域は狭くその極値は大きい、という傾向がある
といえる。これは、TESTで係数の格子サイズを

20km格子から5km格子に変更したことに起因する
ものと考えられる。CNTLでは、20km格子の係数を
用いる際、平均降水量等の説明変数を20km格子平
均して予測しており、空間的に平坦な予測となる傾
向が確認されていた。5km格子で係数を作成するこ
とにより、TESTではCNTLに比べて面的にメリハ
リのある予測が期待される。この実例を次項で示す。

3.1.8 事例検証
図3.1.4に、2011年9月3日12JSTを対象時刻とした、
解析雨量・GSM–CNTL・GSM–TEST・GSM–TEST
（MRR24は実況値、TESTにMRR24として実況値
を与えた結果）を示す。検証格子は20km格子で、
用いた予測値はいずれも、2011年9月2日00UTC初
期値のFT=27である。これは2011年台風第12号の事
例であり、予測値過大傾向の最も顕著なものであっ
た 。 図 3.1.4 か ら 、 CNTL の 紀 伊 半 島 で 最 大
2000mm/24h 超 と い う 予 測 値 は 、 TEST で
1400mm/24h程度に抑えられていることが分かる。
依然として解析雨量に比べて過大傾向であるが、そ
の程度は軽減している。一方で、200～300mm/24h
等の降水域の分布はTEST,CNTLで大きく変わらず、
変更の影響は極端な強雨が主体であることが分か
る。なお、変更前後にかかわらず、MRR24が適正
であることがRMAX24の精度への前提条件である
が、この前提が満たされた場合の予測結果が図3.1.4
右図である。解析雨量とほぼ同じ値となっており、
前提が満たされればRMAX24は適切となることが
分かる。ここで、この事例におけるCNTLでは、

図 3.1.4 GSM–RMAX24、2011 年 9 月 3 日 12JST の事例。左から、解析雨量、CNTL、TEST、TEST（MRR24
は実況値）
。全て 20km 格子。極値の数値は格子値から内挿された値。

図 3.1.5

MSM–RMAX24、2011 年 9 月 3 日 12JST の事例。配置、凡例は図 3.1.4 と同様。全て 5km 格子。
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MRR24を適正とした予測であっても、実況に比べ
て予測値が過大となることが確認されている。
CNTLはMRR24の他、比率予測部分の影響も加わっ
て極端に強い予測をしていたと考えられるが、
TESTで後者は解消した。
図3.1.5に、図3.1.4と同時刻のMSMの結果を示す。
格子は5km格子で、用いた予測値のいずれも、2011
年9月2日03UTC初期値のFT=24で、その他の条件
は図3.1.4と同様である。図3.1.5から、紀伊半島や四
国での非常に強い降水域では、TESTはCNTLに比
べ全体に予測値が小さく、紀伊半島では実況に近く
なっている。CNTLでは、紀伊半島の極大域におい
て、縦4格子・横4格子の矩形、つまり20km格子で
似たような予測となっている傾向が読み取れる。こ
れは、20km格子から5km格子へ内挿している影響
と考えられる。TESTでは5km格子で予測している
ため、急峻な地形を含む格子に周辺が引きずられる
ことはなく、矩形の塊を解消している。日本海側で
は、CNTLに比べて局所的に強い降水を予測してい
る等、急峻な格子が周辺の平野部に引きずられるこ
ともなく、TESTは面的にメリハリのある予測とな
っていることが分かる。RMAX24で局所的に強い降
水が予測される場合、一般に地形性降水によると見
て良いが、この妥当性は予報担当者の知見に基づき
判断されたい。例えば九州南東部の南東風等、特定
風向において顕著な強雨が生じる地域において、そ
れ以外の風向でも強雨の予測される場合があるが、
このような予測値は過大の可能性がある。
統 計 検 証 や こ の 事 例 か ら 、 MSM–RMAX24 は
GSM–RMAX24ほど極端な降水量を予測せず、降水
量閾値全般で統計精度も高いことが分かる。明日程
度の予報期間であれば、MSM–RMAX24も含めて検
討することで、より信頼性の高い予測ができると期
待される。第2章で述べられるMSMの予報時間延長
を受け、MSM–RMAXも予報時間を延長しており、
予報作業に利用しやすくなっている。

3.1.9 改良のまとめ
RMAX24について、ニューラルネットワークによ
る最大降水量と平均降水量の比率予測という手法
から、線形式による最大降水量の予測という手法に
変更し、主要な降水量閾値で統計的精度の向上を確
認した。また、2011年台風第12号を例に、従来の極
端に強い降水予測の抑制を確認した。また
MSM–RMAX24に つ い て、 20km格 子 の 係数 から
5km格子の係数とすることで、面的にメリハリのあ
る予測特性となった。
今回の変更では、MRR24を利用して予測する、
という根本的な構成は変更していない。このため、
従来のプロダクト利用方法を大幅に変えるような
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影響はないと考える。
なお、統計的手法を用いる以上、ある程度発生頻
度の高い現象が主要な予測対象となる。このため、
これまでほとんど起きたことのないような現象に
対しては、統計的情報が十分でなく、予測精度を保
証できない。これは変更前後にかかわらず、統計的
手法では避けられない問題である。顕著現象に対す
る予測精度向上には、予報担当者の知見の充実、数
値予報モデルの進展等が不可欠である。RMAXの意
義は量的予測にあるものの、顕著現象に対する
RMAXは、ポテンシャル情報として利用されたい。

3.1.10 展望
第3.1.3項において、RMAX31やRMAX33に対し、
線形式だけでは現手法の精度を向上できず、不安定
性降水を補完する手段が必要と述べた。最後に、こ
れに対する一つの選択肢を簡単に紹介するととも
に、降水量ガイダンスの展望を示したい。
ここで示す予測手法は、基本的にはCharba and
Samplatsky (2011)と同等で、その概要を次に示す。
1. 降水量を複数の降水量閾値の超過有無で0/1
に二値化する。
2. 離散化した各降水量閾値について、それぞれ
その超過確率を予測する。
3. 各降水量閾値について予測された超過確率か
ら、量的予測に変換する。
前3時間内1時間最大降水量に対してGSMとこの
予測手法（以下PQP）を用いることで、夏季の不安
定性降水を補完できることを確認している。図3.1.6
に、対解析雨量統計検証結果を示す。検証条件は、
2012年6月から2012年8月まで3カ月間、FT=6から
FT=27まで3時間間隔、20km格子の陸域である。こ
の図から、30mm/h前後においてPQPは現手法より
もETSを改善していることが分かる。この改善傾向
は夏季に最も顕著であるが、その他の季節でも現手
法に対してETSを改善することを確認している。
図3.1.7に、2012年7月17日18JSTを対象時刻とし
た前3時間内1時間最大降水量、解析雨量、現手法、
PQP（降水量）、およびPQP（30mm/h超過確率）
を示す。予測値のいずれも、2012年7月16日12UTC
初期値、FT=21である。図3.1.7から、現手法で不十
分な不安定性降水への量的予測値に対し、PQPはよ
り実況に近い予測をしていることが分かる。現手法
に比べ、PQPが夏季統計検証において予測頻度・
ETSの高いことは、不安定性降水の予測有無を反映
している。
現手法では、この予測可能性の低い現象に対する
MRR3係数の逐次更新の結果、予測可能性の高い大
規模降水において過大な予測値となる問題が確認
されている。このため、現手法の対象を大規模降水

に絞り、不安定性降水はPQPを利用する等、両者の
予測特性の利点を組み合わせて扱うことも検討し
ている。なお、24時間最大降水量をPQPで予測する
ことも可能だが、現手法と同等以上の精度の確保に
は至っておらず、RMAX24の改善には、他手法も含
めてさらなる検討を要する。
PQPでは、降水量としての予測値に加え、各降水
量閾値の超過確率も予測される。このような降水に
関する確率形式のプロダクトとして、YSS2より前
には大雨確率ガイダンスが運用されていた。大雨確
率ガイダンスは、夏季・冬季で各1つの降水量超過
確率を予測していたが、注意報・警報基準が各地域
で異なる事実に鑑みれば、この仕様は予報作業の実
態に必ずしも即していなかった。このため、大雨確
率ガイダンスはYSS2運用開始時において、運用段
階から新規開発・利用方法検討段階へ引き下げられ
た。PQPは、利用者が特定降水量閾値を選択して利
用できるという点で、より実態に即したプロダクト
になると考えられ、従来の大雨確率ガイダンスを最
大降水量予測の一環として発展的に統合できる。ま
た、例えば、大規模降水における降水量と、不安定
性降水におけるそれとでは、同じ降水量が見込まれ
るとしてもその予測可能性・信頼性の程度が異なる。
現手法ではこの程度を把握できないが、PQPでは量
的予測値の根拠とする超過確率によって把握でき、
参照可能な情報の拡充が期待される。
PQPは決定論的予測から統計的な蓋然性を表現
する。現スーパーコンピュータシステムで試験運用
を予定しているメソアンサンブル予報システムで
は、これを気象学的に与えることが期待されている。
しかしながら、短期量的予報に対する確率情報は、
その実績が少なく知見に乏しいのが現状である。
PQPから得られる知見は、メソアンサンブルモデル
の利用方法への知見にもつながるものと期待する。
付録
分割表による予測頻度の指標には、バイアススコ
ア（BI、付録 C）が使われることが多い。ここで、
BI はその定義から値範囲が不定であり、予測頻度が
極端に過大となった場合非常に大きな値をとる。こ
れを散布図等で可視化する場合、データによって軸
範囲の調整が必要となり、軸の取り方に主観が混じ
り好ましくない。このような可視化の都合上、この
節では次の変換を介して予測頻度特性を示した。
BI
,
MBI = ൞ 2
1
1,
2BI

BI≤1

1<BI

値範囲は[0,1]で、0.5 で予測頻度適正、0.5 より
上で予測頻度過大、0.5 未満で予測頻度過小を表す。
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図 3.1.6 GSM–RMAX31 と PQP の統計検証。横軸:
検証閾値[mm/h]、左縦軸: MBI または ETS、右縦
軸実況数（対数）
。橙: MBI（現手法）
、赤: MBI(PQP)、
緑:ETS（現手法）
、青: ETS(PQP)、黒: 実況数。
エラーバーは 95%信頼区間。

図 3.1.7 2012 年 7 月 17 日 18JST 事例。左上: 解析
雨量、右上:GSM–RMAX31、左下: PQP 降水量、右
下: PQP 30mm/h 超過確率[0,1]。
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3.2 風ガイダンスの改良1

表3.2.1 予測式と頻度バイアス補正パラメータの層別化
の変更点
層別化
更新しない条件
・観測の風速が0m/s
旧 ガ イ ・予測式はモデルの地
ダンス
上風速により３つ
または70m/s以上
に層別化
・モデルの地上風の東
弱:4.0m/s以下
西成分、南北成分の
並:4.0～6.0m/s以下
いずれかが35m/s以
強:6.0m/sより大
上
・頻度バイアス補正パ
ラメータは層別化
をしない

3.2.1 はじめに
数値予報課は、2013年6月に定時風ガイダンスと
最大風速ガイダンス（GSM、MSM、航空）の改良
を 実 施 した 。 こ れら の 改良 に よ り、 一 般 予報 用
(GSM,MSM)ガイダンスでは強風注意報の基準とな
る12～15m/sを含む3～20m/sで、また航空用ガイダ
ンスでは5～30ノットで精度が向上した。本節では
改良の詳細と検証結果について解説する。風ガイダ
ンスの詳細については氏家・小泉(2012)を、頻度バ
イアス補正については松下(2012)、蟻坂・小泉(2010)
を参照願いたい。なお、以降では改良後のガイダン
スを「新ガイダンス」、改良前のガイダンスを「旧ガ
イダンス」と記述する。

新ガイ
ダンス

3.2.2 変更点について
以下、今回の風ガイダンス改良にあたっての仕様
の変更点を述べる。
（1） 層別化の変更
表3.2.1に、予測式と頻度バイアス補正パラメータ
の層別化の変更点を示す。旧ガイダンスでは、モデ
ルの地上風速によって予測式を3つに層別化してい
たが、新ガイダンスでは、モデルの地上風向による
層別化に変更した。地上風は地形の影響を強く受け
るため、モデルの地上風のバイアスは風向によって
異なっている。予測式を風向によって層別化するこ
とは、風向によるモデルのバイアスの違いを反映さ
せる意味がある。具体的な例を、第3.2.4項(1)で述べ
る。風向と風速の両方で層別化する方法も検討した
が、細かく層別化をすると予測式の更新機会が減る
ため、風向による層別化のみを採用することとした。
なお、風向による層別化をすることにより、ガイダ
ンスと観測の風向が大きく異なる場合に、風速の誤
差が大きくなることがある。その詳細については、
第3.2.4項(2)で述べる。
旧ガイダンスでは、頻度バイアス補正パラメータ
と予測式の層別化が異なっていたため、両者が更新
される事例に違いがあった。本来両者は同じ事例で
更新し、モデルと観測との統計的な関係を共有すべ
きである。よって、新ガイダンスでは頻度バイアス
補正パラメータと予測式の層別化を同一とし、同じ
事例で更新するようにした。
（2） 風向の大外れの事例の除外
旧ガイダンスでは、観測された風速が0m/sを超え
70m/s未満かつモデルの地上風の東西成分、南北成
1

小泉 友延
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・予測式はモデルの地
上風向により４つ
に層別化
北東:360～90°
南東:90～180°
南西:180～270°
北西:270～360°
・頻度バイアス補正パ
ラメータも同様の
層別化をする

・観測の風速が0m/s
または100m/s以上
（航空は0ノットま
たは100ノット以
上）
・モデルの地上風向と
観測の風向との差
が157.5°より大き
い（MSM、航空は
90°より大きい）

表3.2.2 頻度バイアス補正パラメータの閾値の変更点
GSM,MSM
航空
旧 ガ イ 定時風、最大風速
定時風、最大風速
ダンス
2.5,5.5,9.5m/s
2.5,5.5,10.3m/s
新 ガ イ 定時風
定時風
ダンス
2.5,5.5,9.5,13.0m/s
5.0,11.0,18.0,24.0KT
最大風速
最大風速
3.0,7.0,11.0,15.0m/s
6.0,13.0,20.0,25.0KT

分のいずれかが35m/s未満のすべての事例で予測式
の係数を更新していた（表3.2.1）。係数を更新しな
い条件に風向が含まれていなかったため、風向が大
外れとなった事例が取り込まれて係数が不適切とな
り、その影響が長期間に及ぶことがあった。
図3.2.1は、2011年6月23日15UTC初期値の久米島
（沖縄県）の旧MSM最大風速ガイダンス、新MSM
最大風速ガイダンス、MSM地上風、アメダスによ
る観測の時系列を示したものである。MSM地上風
はアメダスに最も近い格子点のモデルの予想値を表
示している。この事例では、台風第5号が久米島の
西海上を北上しており、南東の強風が継続する状況
であった（図3.2.2）。ところが、旧ガイダンスの予
想では24日15UTCの風が他の時刻に比べて極端に
弱くなっていた（図3.2.1の矢印）。MSM地上風の時
系列ではこのような風の変動は見られなかったこと
から、この不自然な予想はガイダンスの予測式に起
因するであろうことがわかる。風ガイダンスの予測
式は予報対象時刻で層別化しているため、1時刻だ
け予測式の傾向が異なることが起こり得る。この事
例を詳しく調べた結果、以下に示すように、久米島

の15UTCの予測式が2011年5月28日の風向の大外
れによって他の時刻と異なる傾向の係数となってい
たことがわかった。
図3.2.3は、2011年5月27日15UTC初期値の久米島
の時系列を示したものである。この事例では台風第
2号が久米島の西海上を北上し（図3.2.4）、28日12
～15UTCにかけて風が南東から北西に変わった。こ
のとき、MSMの予想では台風の進行がやや遅く風
向が変わるのが実況より約6時間遅かった。そのた
め28日15UTCはガイダンスが南南東12m/sの風を
予想したのに対して観測は北西26m/sの風となり、
この時刻だけ風向が大外れとなった（図3.2.3の赤
枠）。この影響により、その後15UTCだけ不自然な
予想が出るようになった。この状態はその後1か月
程度継続した。
新ガイダンスでは、このような風向の大外れ事例
の悪影響を取り除くため、予測式を更新しない条件
を追加している。MSMガイダンス、航空ガイダン
スでは、モデルの地上風向と対面する成分の風が観
測された事例（風向の誤差が90°を超える事例）、
GSMガイダンスではモデルの地上風と観測との風
向がほぼ正反対となる事例（風向の誤差が157.5°を
超える事例）では予測式を更新しない（頻度バイア
ス補正のパラメータも更新しない）。GSMガイダン
スだけ予測式を更新しない条件が異なるのは、内陸
部の風向の予測精度を確保するためである。
図3.2.1の新ガイダンスの予想は、予測式を更新し
ない条件の追加により、1時刻だけ風が弱まるとい
った不自然さが解消されている。

図3.2.1 2011年6月23日15UTC初期値の久米島の最大風
速の時系列。縦軸は風速でグラフ中のバーは風向を表
す。紫は旧MSM最大風速ガイダンス、オレンジは新
MSM最大風速ガイダンス、緑はMSM地上風、青は観
測のグラフ。横軸は予報対象時刻(UTC)である。

図3.2.2 2011年6月24日12UTCの地上天気図

（3） 頻度バイアス補正の閾値の変更
これまでの旧ガイダンスは、強風の予想頻度が過
少となる傾向があった（藤枝 2008）。今回の改良で
は、これを改善するため頻度バイアス補正の閾値を
変更した。具体的な変更点を表3.2.2に示す。定時風
ガイダンスにはこれまでの閾値に最上位の閾値を追
加した。なお、航空ガイダンスでは通報される風速
の単位と同じとなるように閾値の単位をm/sからノ
ットに変更した。最大風速ガイダンスについては、
GSMガイダンス、MSMガイダンスでは強風注意報
の基準値である風速12～15m/sをターゲットとし、
定時風ガイダンスよりも高い値の閾値を設定した。
これにより、風速15m/sまでは予想頻度が過少とな
る傾向が解消され、風速の予想精度の向上が見込め
る。航空ガイダンスでは最大風速ガイダンスが利用
されるケースを風速15ノット以上の場合と考え、13
～25ノットに閾値を設定し、最下位の閾値は6.0とし
た。

図3.2.3 2011年5月27日15UTC初期値の久米島の最大風
速の時系列。縦軸は風速でグラフ中のバーは風向を表
す。紫は旧MSM最大風速ガイダンス、緑はMSM地上
風、青は観測のグラフ。横軸は予報対象時刻(UTC)で
ある。

図3.2.4 2011年5月28日12UTCの地上天気図
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3.2.3 統計検証
改良後のGSM、MSM、航空の定時風ガイダンス、
最大風速ガイダンスについて検証を行った。旧ガイ
ダンスについても同様の検証を行い、両者を比較し
た。検証期間は、2012年6月から2013年5月までの1
年間で、検証対象は、GSMガイダンスが12UTC初
期値のFT=12～36、MSM、航空ガイダンスが15UTC
初期値のFT=9～33の24時間とした。
（1） 検証方法
検証方法は以下の通りである。
・GSM、MSMガイダンスでは、全地点を対象に、
風速の平均誤差、RMSE（平方根平均二乗誤差）
、
誤差（ガイダンスと観測との差）2.5m/s以下の事
例数、誤差5m/s以上の事例数を求めた。また、ガ
イダンスまたは観測の風速が15m/s以上の事例を
抽出し同様の検証を行った。
・航空ガイダンスでは、全地点を対象に、風速の平
均誤差、RMSE、誤差5ノット以下の事例数、誤
差10ノット以上の事例数を求めた。また、ガイダ
ンスまたは観測の風速が15ノット以上、25ノット
以上の事例を抽出し同様の検証を行った。
・全地点を対象に、閾値別に風速のスレットスコア
(TS)、バイアススコア(BI)を求めた。ガイダンス
と観測の風速が共に閾値以上であった場合を「適
中」として分割表を作成し、
各スコアを算出した。
・全地点を対象に、風速の閾値別に風向の適中率を
求めた。ガイダンスまたは観測の風速が閾値以上
の事例について、風向の誤差が22.5°（16方位の
1方位分）以内（航空ガイダンスでは風向の誤差
が30°以内）であれば適中として適中率を算出し
た。
・観測データは、GSMガイダンス、MSMガイダン
スの定時風はアメダスの正時の観測値、最大風は
アメダス10分値による最大値を使用した。また、
航 空 ガ イ ダ ン ス の 定 時 風 は METAR, METAR
AUTO, SCAN による正時の観測値、最大風は
METAR, METAR AUTO, SCAN, SPECIから求
めた最大値を使用した。
（2） GSM定時風ガイダンス、GSM最大風速ガイダンス
の検証結果
GSM定時風ガイダンス、GSM最大風速ガイダン
スの検証結果を表3.2.3、図3.2.5、図3.2.6に示す。
定時風ガイダンス、最大風速ガイダンスともに新
ガイダンスは旧ガイダンスと比べて風速のRMSE
は小さく、誤差2.5m/s以内の事例数は多かった。ま
た風速15m/s以上の事例における旧ガイダンスの平
均誤差は負となっていたが、新ガイダンスの平均誤
差は0m/sに近付き、強風時の負バイアスが改善して
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いる結果が得られた。
BIを見ると、旧ガイダンスでは閾値13m/s以上で
1.0を下回っていたが、新ガイダンスでは閾値20m/s
まで1.0に近く、強風の予想頻度が過少となる傾向を
改善している（図3.2.5）。また、TSは閾値20m/sま
で新ガイダンスが旧ガイダンスを上回り、風速の予
測精度が向上している。一方、閾値25m/s以上では
統計的な有意さを得る程の事例数はないものの新ガ
イダンスが旧ガイダンスのスコアを下回った。なお、
風向適中率は新ガイダンスと旧ガイダンスで大きな
差はなかった。閾値25m/s以上（最大風速では閾値
30m/s以上）で新ガイダンスの適中率が旧ガイダン
スを上回ったが、事例数が少なく有意とは言えない。
地点別のRMSEの比較（図3.2.6）では、新ガイダ
ンスが旧ガイダンスを0.05m/s以上改善した地点が、
0.05m/s以上改悪した地点よりも多かった。また、
定時風ガイダンスに比べて最大風速ガイダンスの方
が改善した地点が多く見られた。
（3） MSM定時風ガイダンス、MSM最大風速ガイダンス
の検証結果
MSM定時風ガイダンス、MSM最大風速ガイダン
スの検証結果を表3.2.4、図3.2.7、図3.2.8に示す。
MSM定時風ガイダンス、MSM最大風速ガイダン
スにおいてもGSMガイダンスとほぼ同様の検証結
果が得られた。
（4） 航空定時風ガイダンス、航空最大風速ガイダンス
の検証結果
航空定時風ガイダンス、航空最大風速ガイダンス
の検証結果を表3.2.5、図3.2.9、図3.2.10に示す。
定時風ガイダンス、最大風速ガイダンスにおいて
もGSMガイダンスとほぼ同様の検証結果が得られ
た。

3.2.4 事例検証
（1） 2012年1月16日 三宅島（東京都）
以下では、2012年1月16日の本州の南海上を通過
した低気圧によって三宅島で北東の強風となった事
例について、新ガイダンスの改善による効果を示す。
図3.2.11は2012年1月16日12UTCの地上天気図、
図3.2.12は三宅島における2012年1月15日21UTC初
期値の新MSM最大風速ガイダンス、旧MSM最大風
速ガイダンス、MSM地上風、及びアメダスによる
観測の時系列を示したものである。MSM地上風は、
アメダスに最も近い格子点のモデルの予想値で、予
報対象時刻の前3時間最大値である。観測値は、ア
メダス10分値から求めた最大風速である。
三宅島では、南海上の低気圧の接近に伴い、北東
の風が徐々に強まり、16日09UTCから15m/s以上の

表 3.2.3 全地点を対象とした GSM 定時風ガイダンス及び GSM 最大風速ガイダンスの検証結果
平均誤差
誤差 2.5m/s 以内 誤差 5m/s 以上の
検証対象
事例数
RMSE(m/s)
(m/s)
の事例数
事例数
GSM 定時 全事例
新
2695670
+0.12
1.40
2509194
18110
風ガイダ
旧
2695670
+0.09
1.43
2496452
20077
ンス
風速≧15m/s 新
4859
–0.10
5.02
2044
1341
GSM 最大
風速ガイ
ダンス

全事例
風速≧15m/s

旧

3939

–2.37

5.24

1465

1216

新

2698927

–0.03

1.41

2504803

18300

旧

2698927

+0.00

1.49

2475006

22034

新

11189

+0.11

4.30

5402

2400

旧

10048

–0.87

4.48

4538

2391

図 3.2.5 全地点を対象とした風速の閾値別のスコア。上段は GSM 定時風ガイダンス、下段は GSM 最大風速ガイダンス。
左からスレットスコア(TS)（実線、左軸）と事例数（点、右軸）、バイアススコア(BI)、風向適中率となっている。ス
レットスコアのエラーバーは 95%信頼区間を表す。横軸は風速の閾値である。新ガイダンスを赤、旧ガイダンスを青
でプロットしている。

図 3.2.6 地点別に求めた風速の RMSE の新旧の差（新ガイダンス–旧ガイダンス）の分布図。左は GSM 定時風ガイダン
ス、右は GSM 最大風速ガイダンス。暖色系は新ガイダンスの方が RMSE が 0.05m/s 以上小さく、精度改善が見られ
る地点である（単位 m/s）
。
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表 3.2.4 全地点を対象とした MSM 定時風ガイダンス及び MSM 最大風速ガイダンスの検証結果
平均誤差
誤差 2.5m/s 以内 誤差 5m/s 以上の
検証対象
事例数
RMSE(m/s)
(m/s)
の事例数
事例数
MSM 定
全事例
新
8086814
+0.14
1.33
7598905
46467
時風ガイ
旧
8086814
+0.06
1.38
7549250
54479
ダンス
風速
新
13758
–0.64
4.76
6340
3201
≧15m/s
旧
12692
–1.55
5.03
5149
3389
MSM 最
大風速ガ
イダンス

全事例
風速
≧15m/s

新

2698927

–0.01

1.33

2535451

15602

旧

2698927

–0.03

1.44

2494578

20116

新

10768

–0.16

4.06

5754

1833

旧

10033

–0.81

4.35

4793

2085

図 3.2.7 図 3.2.5 と同じ。ただし上段は MSM 定時風ガイダンス、下段は MSM 最大風速ガイダンスを示したもの。

図 3.2.8 図 3.2.6 と同じ。ただし左は MSM 定時風ガイダンス、右は MSM 最大風速ガイダンスの分布を示したもの（単
位 m/s）
。
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検証対象
航空定時
風ガイダ
ンス

航空最大
風速ガイ
ダンス

表 3.2.5 全地点を対象とした航空定時風ガイダンス及び航空最大風速ガイダンスの検証結果
平均誤差
RMSE
誤差 5 ノット以内 誤差 10 ノット以
事例数
（ノット）
（ノット）
の事例数
上の事例数
全事例
新
766624
+0.63
3.45
691332
12414
旧

764935

+0.28

3.52

風速
≧15ノット

新

678482

12792

128182

+0.40

旧

123689

–0.12

5.27

95843

9176

5.55

86699

9859

風速
≧25ノット

新

13532

–0.18

7.41

8256

2084

旧

全事例

新

12381

–1.33

7.68

7081

1977

旧

766313

+0.44

3.46

690688

12737

763928

+0.01

3.51

677388

13026

風速
≧15ノット

新

175670

+0.41

4.97

136201

10670

旧

風速
≧25ノット

166093

–0.29

5.23

121196

11246

新

21237

–0.08

6.89

13861

2725

旧

19317

–1.19

7.15

11659

2742

図 3.2.9 図 3.2.5 と同じ。ただし上段は航空定時風ガイダンス、下段は航空最大風速ガイダンスを示したもの。

図 3.2.10 図 3.2.6 と同じ。ただし左は航空定時風ガイダンス、右は航空最大風速ガイダンスを示したもの（単位ノット）
。
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最大風速を観測した。旧ガイダンスは、北東の風を
予想したが、風速は10m/s前後で観測よりも5m/s程
度弱かった。一方、新ガイダンスは、北東の風15m/s
前後となり、精度よく予想できていた。
ここで、旧ガイダンスで北東の風が弱かった原因
を調べた結果を示す。風ガイダンスでは、予測式の
係数がカルマンフィルターによって逐次更新され、
予測式の特性が日々変化するのが特徴である。ガイ
ダンスは、直近のモデルの予想値と観測値との関係
に最適化されるので、過去数か月のモデルの特性を
調べることで、ガイダンスの特性を概観することが
できる。ここでは、2011年11月から2012年1月まで
を対象に調査した。
図3.2.13は、三宅島におけるMSM地上風向と地上
風速の観測値とMSM地上風速との差の散布図であ
る。15UTC初期値のFT=12～33を対象とし、MSM
地上風、及び観測値は、図3.2.12と同様の値を使用
している。図の下段には、北東、南東、南西、北西
象限の事例数、上段には各象限別に風速の平均誤差
を示している。平均誤差を見ると、風向によって偏
りがあることが分かる。MSMは、北東、南東象限
では約2.7m/s弱く、南西象限では約0.8m/s強く、北
西象限ではほぼ観測と同じ風速であった。この事例
では、MSMは北東の風を予想していたので、MSM
の風速を強めた方が観測値に近くなるはずである。
しかし、旧ガイダンスはMSMとほぼ同じ風速を予
想していた（図3.2.12）。図3.2.13の事例数を見ると、
北西象限の事例数は、北東象限の事例数の約2倍、
全事例数の約半分を占めていた。このため、旧ガイ
ダンスの予測式は、北西の風に最適化され、MSM
の風を強める予測式になっていなかったと思われる。
一方、予測式を風向で層別化した新ガイダンスは、
風向が北東の場合にMSMの風速を強める予測式と
なっていたため、予想を大きく改善したと考えられ
る。同様の事例を、平成24年度数値予報研修テキス
ト（氏家・小泉 2012）でも紹介している。併せて
参照願いたい。
（2） 2013年2月1日 神戸空港（兵庫県）
風向による予測式の層別化は、風向による風の特
性の違いを反映させるためのものであることから、
モデルが予想する地上風の風向と実況の風とが合致
していなければ予想誤差が大きくなる可能性は高く
なる。風向が違っているのに風速が一致したとして
も、それは偶然にすぎない。
図3.2.14は2013年2月1日18UTCの地上天気図で
ある。北海道の西に低気圧があり寒冷前線が山陰沖
に延びていた。また、西日本の太平洋沿岸に停滞前
線が位置していた。日本海に前線が位置していたこ
とからGSMでは西日本全域で南風を予想していた

図3.2.11 2012年1月16日12UTCの地上天気図

図3.2.12 三宅島の1月15日15UTC初期値の旧最大風速
ガイダンス（紫）
、新最大風速ガイダンス（オレンジ）
、
MSM地上風（前3時間最大）
（緑）
、観測（青）の時系
列図。縦軸は風速(m/s)、バーは風向、横軸は予報対象
時刻(UTC)を表す。

図3.2.13 三宅島におけるMSM地上風向とMSM地上風
速（前3時間最大）と観測による最大風速との差の散
布図。MSMの初期値は15UTC、FT=12～33までを示
す。期間は2011年11月から2012年1月である。縦軸は
風速の差(m/s)、横軸は風向（°）
、下段の数字は、左
から北東、南東、南西、北西象限の事例数、上段は各
象限の風速の平均誤差(m/s)を表す。
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（図は省略）。図3.2.15は、2月1日17UTCの神戸空
港周辺の実況である。兵庫県では概ね南風となって
いてGSMの予想と一致していたが、神戸以東の大阪
平野（図中破線の東側の領域）では北東の風が吹き、
モデルと実況で大きく風向が異なっていた。
この時の神戸空港における風ガイダンスの予想を
図3.2.16に示す。図は2013年1月31日12UTC初期値
の新GSM最大風速ガイダンス、旧GSM最大風速ガ
イダンス、GSM地上風、及び観測の時系列である。
GSM地上風はアメダスに最も近い格子点のモデル
の予想値を示している。1日09UTCから1日21UTC
までの期間に着目すると、GSMはこの間に強い南風
を予想していたのに対して、観測ではほとんどの時
刻で北東の風が吹いていた。ガイダンスの予想は旧
ガイダンス、新ガイダンスともに南風を予想し、予
想は外れていた。旧ガイダンスは最大で約8m/sの予
想であったが、新ガイダンスは15m/s近い風速を予
想し、予想誤差は旧ガイダンスよりも大きかった。
新ガイダンスは予測式を風向によって層別化して
いるため、この事例のように風向が異なると風速の
予想がこれまでよりも大きく外れる場合がある。

図3.2.14 2013年2月1日18UTCの地上天気図

3.2.5 まとめと利用上の留意点
今回の改良では、予測式の層別化が大きな変更点
である。旧ガイダンスは、全ての風向で同じ予測式
を使用していたため、風向によってモデルのバイア
スに偏りがある地点では、予想が適切な値とはなら
ないことがあった。新ガイダンスは、この点を解消
し、モデルの特性をこれまでより細かくガイダンス
に取り込むことができるようになった。風向の外れ
が風速の誤差に与える影響が大きくなるという不利
な点はあるが、今回の改良は、それを考慮しても十
分に有用であると考える。なお、今回の改良により、
新ガイダンスは以下の点を改善した。
・GSMガイダンス、MSMガイダンスともに強風注
意 報 の 基 準 と な る 12 ～ 15m/s を 含 む 閾 値 3 ～
20m/sでガイダンスの精度が向上した。航空ガイ
ダンスでは、閾値5～30ノットで精度が向上した。
・風速のRMSEが改善した地点が多く、全地点の検
証結果においてもRMSEの改善が見られた。
・旧ガイダンスでは強風時のガイダンスの予想が弱
めに出る傾向があったが、新ガイダンスではこの
傾向を改善した。
新ガイダンスの利用上の留意点としては次のこと
があげられる。新ガイダンスは予測式をモデルの風
向で層別化しているため、風向の外れが風速の誤差
に与える影響が大きくなると考えられる。低気圧や
前線などの位置ずれ、時刻ずれによってモデルの予
想が実況と異なる場合（南風を予想している時刻に
実況は北風である場合等）は、風速の誤差がこれま

図3.2.15 2月1日17UTCの神戸空港周辺の実況図。矢羽
根は風を、数字は気温を表している。神戸空港は赤の
▲で示す地点である。南風を黄色、北東風を青色の矢
印で補足している。波線は風向の境目を示す。図は東
京管区気象台「かさねーる3D」を使用して作成した
ものを加工した。

図3.2.16 神戸空港の1月31日12UTC初期値の旧最大風
速ガイダンス（紫）
、新最大風速ガイダンス（オレン
ジ）
、GSM地上風（緑）
、観測（青）の時系列図。縦
軸は風速(m/s)、バーは風向、横軸は予報対象時刻
(UTC)を表す。
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でより大きくなる傾向がある。利用する際は、この
点に留意していただきたい。
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3.3 GSM視程分布予想の開発1

（相対湿度100%のとき1）の値をとる。なお、この
関係式は高湿度で成り立たなくなるため、RHは
0.85を上限とし、RHが0.85以上の場合は0.85として
計算する。また、降水が予想された場合4は、降水に
よる浮遊塵の洗浄の効果を考えてσp = 0とする。係
数作成のために船舶観測ではなく飛行場観測を用
いた理由は、船舶観測は主に6時間毎であるため飛
行場観測に比べ観測数が少ないことと、視程観測の
刻みが船舶の方が粗い5ためである。
雲粒による光消散係数σcは、Gultepe et al.(2006)
などを参考に、GSMの地表付近の雲水量CWC(g/kg)
を使い、以下のように近似する。

3.3.1 はじめに
数値予報課では、主に全般海上警報における海上
の霧の予想への支援資料として、GSMを利用した視
程分布予想（以下、視程G）を開発し、2012年10月
に運用を開始した。視程GはMSM視程分布予想（井
藤 2011。以下、視程M）と同じように、視程の平
面的な分布を予想する。視程の計算にはGSMのアジ
ア領域P面予報値とアジア領域地上予報値を使って
おり、アジア領域を20km格子毎に計算している。
これにより、視程Mではカバーできなかった、全般
海上予報区2のすべての海域を予想することができ
るようになった。予報時間については84時間先まで
を3時間毎に計算しており、予想値は3時間毎の瞬間
値である。
ガイダンスの概要は付録A.2.9にまとめた。本節で
は、視程Gの作成手法について解説した後、検証結
果と利用上の留意点を述べる。

視程Gの作成手法の概略を以下に述べる。詳細に
ついては概ね視程Mと同じであるため、井藤(2011)
も参照されたい。
視程Gは、GSMの地上予報値の相対湿度とP面予
報値の雲水量から光の消散率（光消散係数σ）を求
め、それを視程に変換して算出する。視程をV(km)
とすると、Vはσを用いて以下の式で表すことがで
きる。
ここで、σは、空気中に浮遊している浮遊塵、雲
粒（霧）による光消散係数（σp,σc）の和で与えら
れる。

σ = σ p +σc
散乱粒子は他にも雨粒や雪などがあるが、視程G
は霧による視程悪化をターゲットとしているため、
浮遊塵と雲粒のみを用いて計算している。
浮遊塵による光消散係数σpは、以下の近似式を用
いる。

σ p = 0.162(1 − RH )−0.5

この近似式は、岩倉・岡田(1999)などを参考にす
るとともに、2008年から2010年の3年間の定時およ
び特別飛行場観測（METARおよびSPECI）の視程3
（10km未満のみ）とモデルの相対湿度の予報値の
関係から作成した。RHは地上の相対湿度で、0～1

3

σ c = 22.7 × CWC3 0.96

その他の海域

：

σ c = 29.3 × CWC 2 0.96

3.3.3 統計検証

V =3σ

2

：

ここで、オホーツク海とは45°N～60°N、140°E
～155°Eの領域とする。CWC2は地表気圧より上層
のP面2層の雲水量の和とし、CWC3は地表気圧より
上層のP面3層 6の雲水量の和としている。オホーツ
ク海で3層の和を使っているのは、船舶観測で検証
した結果、2層のみでは霧の捕捉率が低かったため
である。なお、係数の22.7と29.3は、2008年から2010
年の3年間のMETARおよびSPECIの視程とモデル
のCWCの予報値とを比較し、霧の予報頻度が適切に
なるように決定した値である。浮遊塵の場合と同じ
理由から、ここでも船舶観測は用いなかった。

3.3.2 作成手法

1

オホーツク海

海上での霧の予想精度をみるために、船舶観測で
降水が観測されなかったときの視程観測値を用い
て視程Gを検証した結果を示す。検証期間は2011年
1月から2012年12月までの2年間で、初期時刻は
00UTCについてのみ検証した。検証領域はGSMの
アジア領域予報に含まれる海上（以下、アジア領域
（図3.3.5の右図））と、MSMの予報領域に含まれる
海上（以下、MSM領域（図3.3.4の右図））とする。
アジア領域については予報時間をFT=3～84まで、
MSM領域については視程Mと比較するためFT=3～
33までとしている。検証スコアは、予想と観測の視
程が共にある閾値未満となる場合のエクイタブル
スレットスコア(ETS)、バイアススコア(BI)である。
図3.3.1は、視程が4000, 2000, 1000, 500m未満と
なる場合のETSとBIを示したものである。視程Gは
0.1mm/h 以上の場合とする。
5000m 以下の観測では、船舶観測は 50, 200, 500, 1000,
2000, 4000m であるのに対し、飛行場観測は 100m 刻み
である。
6 地表気圧が 1013hPa の場合、1000,975,950hPa の 3 層
となる。
4
5

井藤 智史
0°N～60°N、100°E～180°E の範囲内の海域。
実況の視程は 3 時間内の最小値としている。
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図 3.3.1 視程 G と視程 M の視程の閾値別のエクイタブルスレットスコア(ETS)とバイアススコア(BI)。アジア
領域（左）と MSM 領域（右）での検証結果。検証期間は 2011 年 1 月～2012 年 12 月の 2 年間で、船舶観測
で降水が観測されなかったときの視程観測値を用いた。白丸は観測数（右軸）、エラーバーは 95%信頼区間を
表す。

図 3.3.2 視程が 1000m 未満となる場合の月別の ETS と BI。検証期間などは図 3.3.1 に同じ。

閾値が4000mでは予報頻度が過多となっているが、
1000m以下の悪視程の予報頻度は過少となってお
り、ETSも500mで悪化している。MSM領域での検
証を見ると、視程Mはやや予報頻度は過少ではある
が、閾値による予報頻度の差は小さい。一方で、視
程Gはアジア領域と同様に、悪視程の予報頻度が過
少であった。またETSも全ての閾値で視程Gは視程
Mより劣る結果となった。
図3.3.2は、月毎の検証で、視程が1000m未満とな
る場合のETSとBIを示したものである。アジア領域
では、暖候期は比較的BIが1に近くETSも良いが、
寒候期はBIが小さくETSも悪くなっていることが
分かる。MSM領域での検証を見ると、視程Gと視程
Mともに寒候期はBIが小さくETSも悪い。これは
GSMもMSMも寒候期に地表付近で雲水量の予想が
過少となるためである。図3.3.3に船舶で1000m以下
の視程を観測した時に、雲水量が全く予想されなか
った割合(%)を月別に示す。GSMとMSM共に寒候期
には地表付近で雲水量が予想されない割合が増え
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図 3.3.3 1000m 以下の視程を観測した時に、雲水量の
予想が 0(g/kg)になった割合(%)を月別に示す。青が
GSM、赤が MSM の予想。期間は 2011 年の 1 年間。

ていることが分かる。
図3.3.4は、MSM領域における海域別の検証で視
程が1000m未満となる場合のETSとBIである。視程
Gと視程MともにETSは北の海域で高く、南の海域
で低くなった。右図の観測数（割合）と比較すると、
観測数（割合）の多い海域のETSが高いことが分か

図 3.3.4 MSM 領域における海域別の、視程が 1000m 未満となる場合の ETS と BI（左）
。検証期間等は図 3.3.1 に
同じ。それぞれの海域の色分けは右図に対応しており、右図内の数字は、検証期間内で視程が 1000m 未満となっ
た観測数と、全通報数に対する割合(%)である。エラーバーは 95%信頼区間を表す。

図 3.3.5 図 3.3.4 と同じ。ただし、アジア領域における海域別の検証結果。

る。またBIについては、視程Mは1に近い海域があ
るが、視程Gは全ての海域で予報頻度が過少となっ
ている。
図3.3.5は、アジア領域における海域別の検証で視
程が1000m未満となる場合のETSとBIを示したも
のである。MSM領域と同じく、ETSは北の海域で
高く、南の海域で低くなっており、観測数の多い海
域でETSが高いことが分かる。またBIについても、
観測数の多い海域では比較的1に近いが、観測数の
少ない海域では予報頻度が過少となっていること
が分かる。
前項で視程の予測式の係数を作成する際には、
METAR観測を用いていると述べたが、霧の観測数
は北海道や三陸など海霧の影響を受ける空港で多
くなる。そのため、これらの空港に係数が最適化さ
れる傾向が大きくなることから、北の海域で精度が

60

高く、南の海域で精度が低くなる結果が得られたも
のと考えられる。

3.3.4 事例検証
(1) 2011年8月16日 日本の東～千島の東の濃霧
2011年8月16日に、日本の東から千島の東海上に
かけての広い範囲で濃霧が観測された事例を紹介
する。図3.3.6は、2011年8月16日06UTCの、可視画
像（左上）、赤外画像（右上）、船舶等の視程観測値
（左下）、および2011年8月15日12UTCを初期値と
する、FT=18の視程Gの予想（右下）を示したもの
である。当日はカムチャツカの東にある低気圧から
のびる前線が、千島の東から北海道を通り朝鮮半島
へ達していた（図略）。衛星画像では、前線に対応
する雲域とその南側に霧が観測されており（可視画
像の赤丸部分）
、船舶の観測でも500m以下の視程が

図 3.3.6 2011 年 8 月 16 日 06UTC の、可視画像（左上）
、赤外画像（右上）
、船舶等の視程観測値（左下）
、および
2011 年 8 月 15 日 12UTC を初期値とする FT=18 の視程 G の予想（右下）
。

図 3.3.7

2011 年 2 月 16 日 18UTC の実況天気図（左）と 2011 年 2 月 16 日の北西太平洋の日別海面水温（右）
。

(2) 2011年2月16日 南シナ海北部の濃霧

観測されている。このとき、視程Gでは概ね500m以
下の予想がされており、観測と良く合っている。ま
た悪視程域の分布も、船舶や衛星の観測と良く合っ
ている。
一方、衛星で観測されているオホーツク海の霧域
（可視画像の黄丸部分）については、視程Gでは予
想されていない。図3.3.5の検証でも示したが、オホ
ーツク海はカムチャツカの東や日本のはるか東と
比べて悪視程の予報頻度がやや小さく、この事例で
も、その傾向が現れた結果となった。

2011年2月16日に南シナ海北部で観測された霧の
事例を紹介する。この時期の中国大陸沿岸では海水
温の低い領域ができ（図3.3.7 右）、大陸沿岸に移流
霧がしばしば発生する。この日も南シナ海に海上濃
霧警報が出ていた（図3.3.7 左のFOG[W]表記）
。
図3.3.8は、2011年2月16日18UTCの船舶等の視程
観測値（左）と、2011年2月16日00UTCを初期値と
する、FT=18の視程Gの予想（右）である。中国大
陸沿岸の船舶や地上の観測では500m以下の視程が
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図 3.3.8 2011 年 2 月 16 日 18UTC の船舶等の視程観測値（左）
、2011 年 2 月 16 日 00UTC を初期値とする FT=18
の視程 G の予想（右）
。

観測されている。一方、沖合の船舶観測を見ると視
程の悪いところはない。このとき、視程Gでも沿岸
に悪視程を予想しており、比較的分布は実況に近い。
しかしその予想値は1000～4000mが多く、実況ほど
悪い予想にはなっていない。図3.3.5の海域別検証で
南シナ海の精度が低かったのは、この事例のように
視程を実況よりも良く予想してしまうことも原因
の一つと考えられる。

3.3.5 まとめと利用上の留意点
GSMのアジア領域P面予報値と地上予報値を使
った視程分布予想を開発した。この予想を検証する
ことにより、以下の特性が確認された。
・ 閾 値 4000m で は 予 報 頻 度 が 過 多 と な る が 、
1000m以下では予報頻度が過少となる。
・ ETSも閾値500mで悪化する。視程Mとの比較
では、全ての閾値で視程Mの方が精度が高かっ
た。このため日本近海では主に視程Mを使い、
視程Mの領域外で視程Gを使うことが推奨され
る。
・ 寒候期は霧の予報頻度が極端に下がる。これは
GSM、MSM ともに地表付近で雲水量が全く予
想されない割合が寒候期に多くなるためであ
る。一方、暖候期は BI が 1 に近く、予想精度
も高い。
・ 海域別の精度については、北の海域で精度が高
く、南の海域で精度が低くなる傾向が見られた。
これは霧の観測数が多い北の海域に、予測式の
係数が最適化されたためと考えられる。ただし、
オホーツク海については、霧の観測数は多いが
予想精度はやや低い。
・ 南シナ海では、予報頻度が過少で精度は低い。
ただし南シナ海でも実況ほどには悪くならな
いが、ある程度は悪視程を予想している場合が
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ある。
また、作成手法等から考えられる利用上の留意点
は以下のとおりである。
・ 霧、雨などの現象がない場合、視程悪化の原因
は浮遊塵のみによるものとなるが、視程Gでは
その濃度を考慮していないことから、湿度に対
応した平均的な視程となっている。浮遊塵によ
る視程悪化は、相対湿度を85%以下に制限して
いるために、それだけで5000m未満を予想する
ことはない（σ pの予測式にRH=0.85を代入す
ると、Vは約7200mとなる）
。また、霧の予想は、
この相対湿度の制限のために、GSMが地上付近
に雲水量を予想するか否かに大きく依存する。
・ 視程 G では、オホーツク海とその他の海域で、
視程の計算に用いる雲水量の層数が異なるた
め、海域の境界で予想値が急に変化しないよう
に、周辺の格子で平均する処理を加えている。
それでも事例によっては境界付近で急に予想
値が変化する場合があるので、注意が必要であ
る。
・ 視程 G が予想する視程は、3 時間毎の瞬間値で
あり、3 時間内最小視程ではないことに注意が
必要である。
参考文献
井藤智史, 2011: 視程分布予想の開発. 平成23年度
数値予報研修テキスト, 気象庁予報部, 25–29.
岩倉晋, 岡田菊夫, 1999: 東京国際空港における卓
越視程の相対湿度依存性. 気象研究所報告, 50,
81–90.
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3.4 GSM乱気流指数の開発1

の乱気流をまとめて予測できる新しい乱気流指数
(TBindex)を開発し、他の乱気流指数と比べて予測
精度が高いことを確認した。今後、比較のため国内
航 空 悪 天 GPV の TBindex （ 工 藤 2010 ） を MSM
TBindexと表記する。
MSM TBindexはC–PIREP4で並(MOD)以上の乱
気流が通報された場合を実況ありとし、CATの予測
指数と、対流雲、山岳波及び中層雲底付近の乱気流
などを対象に新規開発した予測指数の中から、独立
性の高い指数を説明変数とし、高度別にロジスティ
ック回帰5を行って得られた確率値を元に作成した
指数である。目的変数であるC–PIREPが現実の乱気
流分布と異なるため、ロジスティック回帰により得
られる確率値をそのまま用いず、どの高度でも同じ
閾値(3.0)でMOD以上の乱気流を予測できるように
調整されている。各乱気流指数やMSM TBindexの
開発手法の詳細に関しては工藤(2010)を参照された
い。MSM TBindexは、2010年6月に部内に配信が
開始され、現在、空域予報業務に利用されている。
しかし、図3.4.1に示すように国内航空悪天GPVの計
算領域は福岡FIRの全域を網羅していない。そのた
め、北太平洋航空悪天GPV及び全球航空悪天GPV
についてもTBindexを開発する必要があった。

3.4.1 はじめに
国際線の運航支援や福岡FIR 2 の空域悪天情報作
成支援を目的として、全球モデル(GSM)を元に作
成・提供している格子点資料には、北太平洋航空悪
天GPVと全球航空悪天GPVがある。これらは、福岡
FIR の 悪 天 に 関 す る 全 国 航 空 気 象 解 説 報 及 び
SIGMET 3の運用に利用されると共に、民間航空会
社などにも提供されている。各GPVの詳細について
は松下(2007)を参照されたい。
航行中の航空機にとって、最も影響の大きい大気
現象は乱気流である。2013年9月現在、北太平洋航
空悪天GPV及び全球航空悪天GPVで配信している
気象要素の中で、乱気流予測に有効な要素は鉛直ウ
ィンドシアー(VWS)のみであり、その予測精度は十
分とは言えない。そこで、工藤(2010)の作成手法を
踏まえ、両GPVについてVWSを上回る予測精度を
持った新しい乱気流指数（以後、TBindexと表記）
を開発した。
ここでは、第3.4.2項でTBindex開発の経緯、第
3.4.3項でTBindexに用いる説明変数について述べ
る。第3.4.4項、第3.4.5項で北太平洋航空悪天GPV
のTBindexの統計検証の結果と予測事例を示し、第
3.4.6項で全球航空悪天GPVのTBindexの統計検証
の結果を示す。最後の第3.4.7項でまとめを述べる。

3.4.2 TBindex開発の経緯
乱気流の発生要因は、
Kelvin–Helmholtz (KH) 不
安定による晴天乱気流(CAT)、対流雲、山岳波、中
層雲底付近の乱気流(Kudo 2013)など様々である。
そのため、乱気流の予測を行う際には、要因毎に異
なる予測指標に着目する必要があり予報作業は煩
雑になる。また、乱気流予測のためにこれまで開
発・提案されてきたVWS、水平ウィンドシアー
(HWS) 、 リ チ ャ ー ド ソ ン 数 (RI) 、 Dutton の 指 数
(Dutton 1980)やEllrodの指数(Ellrod and Knapp
1992)などの指数はCATを予測対象とした指数であ
り、CAT以外の乱気流予測に関しては明確な指標は
ない。このような乱気流予報における問題点を改善
するため工藤(2010)は、メソモデル(MSM)を元に作
成している国内航空悪天GPVについて、様々な要因

図 3.4.1 福岡 FIR と国内航空悪天 GPV の領域。 赤
枠は福岡 FIR、青枠は国内航空悪天 GPV の計算領
域を示す。

3.4.3 TBindexに使用する説明変数
TBindexに使用する説明変数の候補とする指数
15個を表3.4.1に示す。この15個の指数を用い、目的
変数をC–PIREPでMOD以上の乱気流が通報された
場合を1、MOD未満が通報された場合を0として、
高度別にロジスティック回帰で予測式を作成する。
予測式の作成に際しては、互いに相関が低い説明変

1

三輪 剛史（予報課 航空予報室）
・森地 亮介
飛行情報区。FIR は Flight Information Region の略。
ICAO（国際民間航空機関）により制定された航空機の航
行に必要な各種情報の提供又は捜索救難活動が行われる
空域であり、福岡 FIR は日本の担当領域である。
3 飛行する航空機の運航に影響を及ぼす雷電･乱気流･着
氷･台風･火山の噴煙･放射性物質の状況に対して、観測ま
たは予想された場合に注意喚起する空域気象情報。
2

Common PIREP の略。従来各航空会社内でのみ利用さ
れていた PIREP(Pilot report)を、航空局のシステムで集
約し、気象庁や航空会社に配信する PIREP のこと。
5 目的変数が「あり」と「なし」といった 2 値データの場
合に用い、事象の発生確率を予測する統計手法。
4
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略号
VWS
HWS
SWS
MTW1
MTW2
BASETB
TRAV
CONV
RI
GRADT
TPI
TSI
TI1
TI2
DI

表 3.4.1 TBindex の説明変数の候補として使用した指数の略号と意味
名称及び意味
鉛直方向のウィンドシアー。ここでは 1000ft あたりの値を用いる。
水平方向のウィンドシアー。ここでは 1m あたりの値を用いる。
斜め方向のウィンドシアー。上下の流れにずれが生じた場合の VWS の大きさを表す。
風下山岳波に伴い山頂付近の安定層下で発生する乱気流を予測する指数。
鉛直方向に伝播した山岳波の砕波による乱気流を予測する指数。
中層雲底下での乾燥対流による乱気流を予測する指数。
トランスバースバンドによる乱気流を予測する指数。
対流雲中での乱気流を予測する指数。
リチャードソン数。K–H 不安定の発生を予測する指数。
等圧面上で算出した気温の水平傾度の大きさ。
流れの曲率に着目した指数。流線の曲率が大きいか、風速が強いか、鉛直ウィンドシアーが大
きい場合に大きい値となる。詳細は宮腰(2003)を参照。
温度移流に着目した指数。上層に寒気移流があるか、下層に暖気移流がある場合に、つまり成
層が不安定化する場合に正の値となる。詳細は宮腰(2003)を参照。
Ellrod の指数。鉛直ウィンドシアーと変形の大きさを乗じた指数。
Ellrod の指数。変形の大きさと水平収束の和に鉛直ウィンドシアーを乗じた指数。
Dutton の指数。鉛直ウィンドシアーと水平ウィンドシアーを重回帰式で組み合わせた指数。

表 3.4.2 ロジスティック回帰で求めた高度別の回帰係数に各指数の代表的な値を乗じた値。代表的な値を乗じること
で数値を比較しやすくした。絶対値が 0.5 以上である値を青で表示している。
切片
VWS
HWS
CONV
TSI
TPI
GARDT
RI
MTW1 BASETB MTW2
TRAV
FL410 –6.63
1.86
1.36
–0.17
FL390 –6.37
2.35
1.43
–0.12
FL370 –6.23
2.18
1.17
0.40
–0.11
0.30
FL350 –5.94
2.38
0.95
1.11
–0.14
0.22
–0.11
0.73
0.21
FL330 –5.68
2.67
1.10
0.71
–0.08
0.16
–0.48 –0.08
1.04
0.35
FL310 –5.77
2.73
0.98
0.45
–0.18
0.12
–0.21 –0.07
1.96
0.54
FL290 –6.48
3.22
0.96
0.53
–0.18
0.35
–0.53
2.02
FL270 –6.26
2.91
1.02
0.72
–0.09
0.27
–0.49
2.13
0.47
FL250 –6.05
2.41
1.03
0.38
0.27
–0.26
0.16
1.12
FL230 –5.94
2.48
1.20
0.78
0.20
–0.43
1.30
1.12
FL210 –5.79
2.43
0.76
0.83
1.45
0.84
FL190 –5.47
2.28
0.61
0.95
0.18
2.84
1.16
FL170 –5.36
2.69
0.70
0.66
0.33
–0.36
0.07
2.45
0.73
1.41
FL150 –4.68
1.41
0.93
0.57
0.25
0.22
0.32
0.67
1.00
1.07
FL130 –4.40
1.49
0.93
0.41
0.20
0.37
1.36
0.59
FL110 –4.02
1.29
0.70
0.43
0.89
0.42
0.82
0.24
FL090 –3.89
0.79
1.06
0.37
0.48
–0.21
1.07
FL070 –4.23
1.25
1.23
0.22
0.24
0.39
0.79
FL050 –4.52
1.15
1.23
0.24
0.32
0.55
0.67
FL030 –4.28
1.42
1.28
0.45
–0.38
–0.61
0.67

数を選択した後、赤池情報量基準(AIC)に基づいて
適切な指数を説明変数として選択する。学習期間を
2010年1月から2011年12月の2年間として、ロジス
ティック回帰で求めた高度別の回帰係数に各指数
の代表値を乗じた値を表3.4.2に示す。
MSM TBindexと大きく異なる点は、説明変数に
SWSではなく、VWSとHWSの組み合わせを採用し
た点である。SWSは斜め方向のウィンドシアーであ
り、その値は鉛直方向及び水平方向の間隔の取り方
によって変化する。国内航空悪天GPVが水平40km
のポーラーステレオ座標であるのに対し、北太平洋
や全球航空悪天GPVは0.5度及び1.25度の緯度経度
座標系であるため、緯度によりSWSの計算に用いる

東西格子間の距離が異なる。これによって、MOD
以上の乱気流に対する予測精度について、MSM
TBindexではSWSがVWSを僅かに上回ったが、北
太平洋及び全球航空悪天GPVでは逆の結果となっ
たため、VWSとHWSの組み合わせを採用した。
VWS 、 HWS 以 外 で 採 用 し た 説 明 変 数 は 、 MSM
TBindexと同じであり、各々の説明変数を採用した
高度にも大差はなかった。そして、予測式から得ら
れる乱気流発生確率値について、工藤(2010)と同様
に高度に依らず一つの閾値3.0で最適な予測が行え
るように調整し、その値をTBindexとした。
北太平洋航空悪天GPVは鉛直層がフライトレベ
ル(FL)面であるため、ロジスティック回帰で得られ
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MOD 以 上 の 乱 気 流 を 予 測 し た 場 合 の 体 積 率
(Volume Rate)と捕捉率(Hit Rate)を示す。体積率は
全ての通報に対する閾値以上の領域から報じられ
た通報の割合を示す。捕捉率（C.3.5参照）は全ての
MOD以上の通報に対する、閾値以上の領域からの
MOD以上の通報の割合を示す。体積率が等しい予
測を比べた場合には捕捉率が大きいほど良い予測
であり、捕捉率が等しい予測を比べた場合には体積
率が小さいほど良い予測であるため、図では左上に
近 い ほ ど予 測 精度 が高 いと 言 え る。 予 報時 間は
FT=24で、全ての高度の分割表の値を足し合わせて
算出したスコアを示している。図3.4.2からTBindex
はVWSを大きく上回る予測精度があると言える。
図3.4.3に、図3.4.2と同じ条件で検証した場合の
TBindexとVWSの高度別・閾値別のスキルスコア
（C.3.11参照）を示す。MOD以上の乱気流に対する
スキルスコアが最大となるTBindexの閾値は、高度
に依らずほぼ3.0になっており、指数の調整がうまく
機能していると言える。また、VWSのスキルスコア
と比較すると、どの高度でもMOD以上の乱気流の
予測精度においてTBindexは、VWSを有意に上回っ
ており、またMSM TBindexと比較してもほぼ同等
の予測精度を持っている（図略）
。
図3.4.4に乱気流の強度別に検証を行った場合の
閾値別スキルスコアを示す。TBindexはMOD以上の
乱気流を予測対象とした指数であるが、LGTM（弱
–）については1.0程度、LGT（弱）について1.4程度、
LGTP（弱＋）については2.2程度、SEV（強）につ
いては4.8程度でスキルスコアが最大になっている。
これらの値は、MSM TBindexとほぼ同じである。
つまり、利用者はMSM TBindexと北太平洋航空悪
天GPVのTBindexについて同じ閾値で各強度の乱

た回帰係数をそのまま用いてTBindexを算出した。
一方、全球航空悪天GPVは鉛直層が等圧面(hPa)で
あるため、FL面で算出したTBindexを線形内挿して
各等圧面のTBindexとした。

3.4.4 検証
北太平洋航空悪天GPVのTBindexについて、学習
期間と独立な2012年1月から2012年12月の1年間で
検証を行った。
図 3.4.2に 、 TBindex と VWSに つ い て 閾 値 別に

図 3.4.2 MOD 以上の乱気流に対する、閾値別の捕捉
率と体積率。横軸は体積率、縦軸は捕捉率の対数表示。
予報時間は FT=24、高度については全高度の分割表
値を足し合わせてスコアを算出している。図中の数値
は TBindex または VWS の閾値を示す。VWS の単位
は kt/1000ft。エラーバーは 95%信頼区間を示す。

図 3.4.3 MOD 以上の乱気流に対する、高度別スキルス
コア。横軸は VWS 及び TBindex の閾値。実線は
TBindex、破線は VWS を示す。予報時間は FT=24。
VWS の単位は kt/1000ft。エラーバーは 95%信頼区間
を示す。

図 3.4.4 各強度の乱気流に対するスキルスコア。横軸は
TBindex の閾値。
スコアの算出方法は図 3.4.2 と同じ。
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気流を予測できる。
最後に、図3.4.5はDI、TI1やTI2などの主要な乱
気流予測指数とTBindexの予測精度を、閾値別の捕
捉率及び体積率で比較した図である。TBindexは、

既存の乱気流指数を上回る予測精度を持っている
ことがわかる。また、TI1、TI2及びDIはVWSとほ
ぼ同じ予測精度であること、工藤(2010)では予測精
度でVWSを僅かに上回ったSWSが、北太平洋航空
悪天GPVでは逆にやや下回っていることがわかる。

3.4.5 予測事例
ここでは、VWSを指標とすると値が小さくMOD
以上の乱気流予測が難しい一方で、TBindexでは
MOD以上の乱気流を予測できた4つの事例を示す。

図 3.4.5 MOD 以上の乱気流に対する、TBindex と既
存の主要な指数の、閾値別の捕捉率と体積率。横軸
は体積率、縦軸は捕捉率の対数表示。予報時間は
FT=24。スコアの算出方法は図 3.4.2 と同じ。

(1) HWSによる乱気流予測事例
2013年6月8日は関東で乱気流が複数観測された。
図3.4.6は、8日12UTCの300hPa解析図である。関
東地方は、日本の東にある寒冷渦の南を回る流れの
加速場に位置している。図3.4.7に、8日12UTC前後
1時間以内に報じられたMOD以上の乱気流の実況
を示す。関東北部～関東の東にかけてFL310から
FL350で複数のMOD以上の乱気流が観測されてい
る 。 図 3.4.8 は 7 日 12UTC 初 期 値 の 24 時 間 予 報 の
FL330のTBindex、VWS及びHWSの予想図である。
乱気流観測領域でのVWSは6～9kt/1000ft程度であ
る。図3.4.3から、FL330におけるMOD以上の乱気

図 3.4.6 2013 年 6 月 8 日 12UTC の 300hPa 解析図
実線は 60gpm 毎の等高度線、破線は 20kt 毎の等風
速線を示す。

図 3.4.7 2013 年 6 月 8 日 12UTC の前後 1 時間以内に
通報された MOD 以上の乱気流の実況。シンボルは乱
気流の強さを、色は高度(FL)を示す。

（左）TBindex と風、
（中）VWS、
（右）HWS。
図 3.4.8 2013 年 6 月 7 日 12UTC 初期値の FL330 の 24 時間予報結果。
VWS 及び HWS の単位はそれぞれ、kt/1000ft 及び s–1。
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流予測に最適なVWSの閾値は9kt/1000ftであり、図
3.4.8では乱気流発生域のVWSはそれに満たない。
しかし、同領域ではHWSが大きいため、その効果が
加わってTBindexではMOD以上の乱気流を予測し
ている。
(2) 風下及び鉛直伝播山岳波による乱気流予測事例
2012年4月4日は、奥羽山脈の風下側で風下山岳波、
奥羽山脈の上空で鉛直伝播山岳波によると思われ
る乱気流が多数発生した（三輪 2013）。図3.4.9は、
4日00UTCの地上天気図である。北海道に発達した
低気圧があり、東北地方では等圧線が混み合ってい
る。図3.4.10は、4日00UTC前後1時間以内に報じら

図 3.4.9

れたMOD以上の乱気流の実況を示す。仙台空港周
辺のFL080以下と、岩手県から福島県にかけての奥
羽山脈上空FL150からFL280で複数のMODの乱気
流報告がある。図3.4.11は、3日00UTC初期値の24
時間予報のFL050及びFL250のTBindex、MTW1ま
たはMTW2、そしてVWSの予想図である。FL050
では、仙台空港周辺の乱気流観測領域のVWSは小さ
いが、MTW1の値は大きく、結果としてTBindexで
はMOD以上の乱気流を予測している。FL250でも
東北のVWSは小さいが、東北北部を中心にMTW2
（図示しないが東北南部ではHWS）が大きく、
TBindexではMOD以上の乱気流を予測している。

図 3.4.10 2012 年 4 月 4 日 00UTC の前後 1 時間以内
に通報された MOD 以上の乱気流の実況。シンボルは
乱気流の強さを、色は高度(FL)を示す。

2012 年 4 月 4 日 00UTC の地上天気図

図 3.4.11 2012 年 4 月 3 日 00UTC 初期値の FL050（上段）及び FL250（下段）の 24 時間予報結果。
（左）TBindex
と風、
（中）MTW1（上段）または MTW2（下段）、
（右）VWS。VWS の単位は kt/1000ft。
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(3) 中層雲底付近の乱気流の予測事例
2012年4月25日は、近畿地方を中心に中層雲底付
近で乱気流が多数観測された。図3.4.12は、25日
12UTCの衛星赤外画像にアメダスの前1時間降水量
を重ねた図である。近畿～関東地方では降水を伴わ
ない上・中層雲主体の雲域がかかっている。図示し
ないが、当該時刻に近畿地方ではエコー底高度3～
5km、航空気象観測報(METAR)でFL100からFL150
のシーリング（雲底高度）を観測しており、中層雲
が広がっていた。図3.4.13に、25日12UTC前後1時
間以内に報じられたMOD以上の乱気流の実況を示
す。紀伊半島中心に、雲底付近の高度であるFL080
からFL170で多数のMODの乱気流が観測されてい
る。図3.4.14は、24日12UTC初期値の24時間予報の
FL150のTBindex、BASETB、そしてVWSの予想図
である。乱気流が多発した紀伊半島上空のVWSは6
～ 9kt/1000ft で 、 あ ま り 大 き く な い 。 し か し 、
BASETBの大きい領域は日本海中部から紀伊半島
の南にかけて帯状に広がっており、TBindexでは同
領域でMOD以上の乱気流を予測している。

衛星赤外画像にレーダーエコー頂高度を重ねた図
である。伊豆半島から房総半島にかけてレーダーエ
コー頂高度10km（約FL320）が分布している。図
3.4.16に、6日06UTC前後1時間以内に報じられた
MOD以上の乱気流の実況を示す。伊豆半島周辺で
FL300を中心に、多数のMODの乱気流が観測され
ている。図3.4.17は、5日06UTC初期値の24時間予
報のFL310のTBindex、CONV、そしてVWSの予想
図である。伊豆半島周辺のVWSは6kt/1000ft前後で
あまり大きくない。しかし、CONVでは0.15前後の
領域が東北地方の太平洋沿岸から伊豆諸島の南ま
で広がり、同領域ではTBindexでMOD以上の乱気流
が予測されている。

3.4.6 全球航空悪天GPVのTBindexの検証
20kmGSMから作成するもう一つの空域支援資料
である全球航空悪天GPVについてもTBindexを開
発した。
図3.4.18は、2012年1月から2012年12月の1年間を
対象とした、全球航空悪天GPVのTBindexとVWS
のMOD以上の乱気流に対する閾値別スキルスコア
である。乱気流の実況には、標準大気における各気
圧面のフライトレベルから1000ft以内のC–PIREP
を用いた。この図から、全球航空悪天GPVにおいて

(4) 対流雲近傍の乱気流の予測事例
2012年11月6日は、伊豆半島周辺で対流雲に伴う
乱気流が多数発生した。図3.4.15は、6日06UTCの

図 3.4.13 2012 年 4 月 25 日 12UTC の前後 1 時間以内
に通報された MOD 以上の乱気流の実況。シンボルは
乱気流の強さを、色は高度(FL)を示す。

図 3.4.12 2012 年 4 月 25 日 12UTC の衛星赤外画像
とアメダス地点の前 1 時間降水量

（左）TBindex と風、
（中）BASETB、
（右）
図 3.4.14 2012 年 4 月 24 日 12UTC 初期値の FL150 の 24 時間予報結果。
VWS。VWS の単位は kt/1000ft。
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図 3.4.15 2012 年 11 月 6 日 06UTC の衛星赤外画像
とレーダーエコー頂高度

図 3.4.16 2012 年 11 月 6 日 06UTC の前後 1 時間以内
に通報された MOD 以上の乱気流の実況。シンボルは
乱気流の強さを、色は高度(FL)を示す。

図 3.4.17 2012 年 11 月 5 日 06UTC 初期値の FL310 の 24 時間予報結果。
（左）TBindex と風、
（中）CONV、
（右）
VWS。VWS の単位は kt/1000ft。

もTBindexはVWSを上回る予測精度を持っている
ことがわかる。ここで強調したいことは、水平格子
間隔の異なる北太平洋航空悪天GPVと同じ回帰係
数を用いているにも関わらず、MOD以上の乱気流
に対するスキルスコアのピークとなる閾値が理想
値の3.0になったということである。このことから全
球航空悪天GPVのTBindexは、北太平洋航空悪天
GPVと共通の回帰係数を用いることにした。これに
よって、利用者は両GPVのTBindexの性質の違いを
考慮して使い分ける必要がなく、扱いやすい指数に
なる。
全球航空悪天GPVの予測事例として、第3.4.5項で
紹介したHWS、鉛直伝播山岳波、中層雲底付近及び
対 流 雲 に よ る 乱 気 流 事 例 の TBindex 予 想 図 を 図
3.4.19に示す。モデル格子点から内挿する水平格子
間隔が北太平洋航空悪天GPVより大きく、現象の表
現が弱められるためMOD以上の乱気流予想領域が、
北太平洋航空悪天GPVのTBindexと比べ小さく表
現される傾向がある。しかし、VWSが6kt/1000ft程
度のあまり大きくない領域でもTBindexではMOD
以上の予想を表現できていることがわかる。

3.4.7 まとめ
本節では国内航空悪天GPVのTBindexを踏まえ
て開発した、GSMのTBindexについて紹介した。検
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図 3.4.18 全球航空悪天 GPV の TBindex 及び VWS
の MOD 以上の乱気流に対する、閾値別スキルスコ
ア。赤線は TBindex、青線は VWS を示す。予報時
間は FT=24。
横軸は TBindex 及び VWS の閾値。VWS
の単位は kt/1000ft。エラーバーは 95%信頼区間を示
す。

証の結果、TBindexの乱気流の予測精度はVWSをは
じめ既存の予測指数を有意に上回っており、空域予
報業務に大いに活用できると思われる。そして、水
平格子間隔の異なる北太平洋航空悪天GPVと全球
航 空 悪 天 GPV で 共 通 し た 回 帰 係 数 を 用 い て
TBindex を 開 発 で き た こ と に よ り 、 両 GPV の
TBindexの性質の違い、つまり高度毎に寄与する説

明変数とTBindexへの寄与量の違いを考慮する必要
がないことは、利用者にとってメリットであると言
える。
利用上の留意点は、第1に高度によってTBindex
に寄与する説明変数が異なること、MSM TBindex
で は SWSを 採 用 し てい るが GSMの TBindex で は
HWSとVWSの組み合わせを採用したことである。
このため、利用者はTBindexの値にどの説明変数が
効いているのかを解釈する際や、MSM TBindexと
比較して利用する際には注意が必要である。第2に、
TBindexはMOD以上の乱気流に対して既存の予測
指数を有意に上回るものの、予測精度としては必ず
しも高くなく、全ての乱気流を予測できるものでは
ないことである。これは、工藤(2010)で述べている
様に、上層雲の雲底で発生していると考えられる乱
気流(Luce et al. 2009)や対流雲の近傍で発生する乱
気流(Lane et al. 2012)など、予測手法が確立されて
いない乱気流があるためである。特に、観測数の少
ないSEV（強）の乱気流に対する予測精度はVWS
と有意な差はなく、かなり低い。これらの留意点を
考慮して、TBindexを活用して頂きたい。
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図 3.4.19 全球航空悪天 GPV の TBindex、VWS 及び風の 24 時間予想結果。
（左上）2013 年 6 月 7 日 12UTC 初期
値の 250hPa 予想図、
（右上）2012 年 4 月 3 日 00UTC 初期値の 300hPa 予想図、
（左下）2012 年 4 月 24 日 12UTC
初期値の 500hPa 予想図、及び（右下）2012 年 11 月 5 日 06UTC 初期値の 300hPa 予想図。6kt/1000ft 以上の
VWS を破線で示す。
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ߒߚૐ᳇ߪޔᕆㅦߦ⊒㆐ߒߥ߇ࠄᧄᎺߩධጯࠍㅴ
ߺޔ14ᣣᣣਛߦ㑐᧲ߩධᶏࠍㅢㆊޔ15ᣣߦߪ㑐᧲
ߩ᧲ᶏ߳ᛮߌߚޕ㑐᧲ᣇߢߪޔ14ᣣᧂ㗃߆ࠄ
㒠ࠅᆎߚ㔎߇ࠄ߆ᦺޔᤤ೨ߦ߆ߌߡ㔐߳ߣᄌࠊࠅ
ᐢ▸࿐ߢⓍ㔐ߣߥߞߚޕ14ᣣ21JST߹ߢߩ೨12ᤨ
㑆㒠㔐㊂ߪ᧲ޔ੩㧔ජઍ↰ᄢᚻ↸㧕ߢ8cmޔᮮᵿ
㧔ᮮᵿᏒਛጊᚻ↸㧕ߢ13cmࠍ⸥㍳ߒ㑐᧲ᣇධㇱ
ࠍਛᔃߦᄢ㔐ߣߥߞߚ㧔࿑4.1.2㧕ޕ
࿑4.1.3ߪޔ14ᣣ06JST߆ࠄ21JST߹ߢߩᲤᤨᄢ᳇
⸃ᨆߦࠃࠆ᳇᷷ߣ㘑ะ㘑ㅦ߅ࠃ߮ࠕࡔ࠳ࠬߢ
᷹ⷰߐࠇߚ᳇᷷ޔ࿑4.1.4ߪหᦼ㑆ߩ᳇⽎࠳
↹ߣ᳇⽎᷹ⷰߩᄤ᳇ߩࡊࡠ࠶࠻࿑ߢࠆޕ
ߎࠇࠄߩ࿑ࠍ↪ߡᧄߩ᳇᷷ߣ㘑ޔ㒠᳓ߩ
ታᴫ⚻ㆊߦߟߡ⺑ߔࠆޕ
14ᣣ06JSTߩᤨὐߢߪޔ㑐᧲ᣇߩᐔ㊁ㇱߪ
᳇᷷߇ߨ4͠એࠅⷰޔ᷹⚿ᨐ߆ࠄ߽ᧂ߆ࠄ
ᆎ߹ߞߚ㒠᳓ߪᐔ㊁ㇱߢߪ㔎ߢߞߚޕ09JSTߦ߆
ߌ᳇᷷ߪᓢߦޘਅ߇ࠆ߇ޔ㔎߆ࠄ㔐ߦᄌࠊߞߚ

ߩߪᮡ㜞ߩ㜞ၞ߿ߘߩㄝߩߺߢࠆߩߎޕᓟޔ
10,11JSTߦ߆ߌޔർ㑐᧲ౝ㒽߿᧲੩ㇺᄙޔᄹᎹ
⋵ർㇱߢ᳇᷷ߪ0͠ઃㄭ߹ߢᕆỗߦૐਅߒޔ
12JSTߦߪ㑐᧲ᐔ㊁ߩᄢㇱಽߩ᳇᷷߇0͠ઃㄭߦ㆐
ߒߚߩߎޕ㑆ޔᐔ㊁ㇱߢߪਥߦർ㘑߇็ߡࠆ߽
ߩߩޔ㘑߇ᮮಾࠆᣇะ߳ߩ᷷ᐲ൨㈩ߪᄢ߈ߊߥߊޔ
᳇᷷ߩૐਅ߳ߩኙ᳇⒖ᵹߩᓇ㗀ߪᄢ߈ߊߥߎߣ
߇ુ߃ࠆޕᮡ㜞ߩ㜞ၞߛߌߢߞߚ㒠㔐ߪߎޔ
ߩᕆỗߥ᳇᷷ߩૐਅߦࠃࠅᐔ㊁ㇱߩᐢ▸࿐ߦᐢ߇
ࠅޔ12,15JSTߦߪ᳇⽎ᐡᧄᐡߥߤ㑐᧲ᣇߩᄙߊߩ
᳇⽎ቭ⟑ߢ㔐ࠍ᷹ⷰߒߚޕ᳇᷷ߪ15JSTߦߪජ
⪲⋵ർ᧲ㇱࠍ㒰ߊᐔ㊁ㇱߢ0͠ઃㄭ߹ߢૐਅߒߚ߇ޔ
㒠᳓ߩ⚳ࠊࠅߣߣ߽ߦ᷷ߒᆎޔ21JST㗃ߦߪ㑐
᧲ᣇߩ㒠㔐ߪ⚳ࠊߞߚޕ

㪋㪅㪈㪅㪊㩷 䉧䉟䉻䊮䉴䈱੍᷹㩷
ᧄߦߟߡޔGSM߅ࠃ߮MSMᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬࠍߪߓߣߔࠆ㒠㔐ߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠳ࡦࠬ
߇੍ߥ߁ࠃߩߤޔ᷹ߢߞߚ߆ࠍㅀߴࠆᦨޔ߅ߥޕ
ᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᚑᚻᴺߦߟߡߪฎᏒ᧻
Ỉ(2009)ޔฎᏒ(2010)ࠍㆡቱෳᾖ㗿ߚޕ

1

╙ 4.1.1 㗄 ේ ᣏੱޔ
╙ 4.1.2 㗄╙ 4.1.3 㗄 ⊕ጊ ᵗᐔޔ
╙ 4.1.4 㗄 ᯫ၂  ╙ޔ4.1.5 㗄 ේ ᣏੱޔ᳁ኅ ᔒޔ
╙ 4.1.6 㗄 ේ ᣏੱ
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࿑ 4.1.3 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 06JST ߆ࠄ 21JST ߹ߢߩᲤᤨᄢ᳇⸃ᨆߦࠃࠆ᳇᷷㧔⿒㕍Ⴃࠅಽߌ╬ޔ୯✢ߪ 1͠
㑆㓒㧕ߣ㘑ะ㘑ㅦ㧔㕍ߩ⍫⠀ᩮޔනߪ m/s㧕
ⷰࠬ࠳ࡔࠕޔ᷹ߦࠃࠆ᳇᷷㧔㕍ᢙሼ㧕
ޕᲑᏀ߆ࠄ 06,09,10,11JSTޔ
ਅᲑᏀ߆ࠄ 12,15,18,21JSTޕ

࿑ 4.1.4 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 06JST ߆ࠄ 21JST ߹ߢߩ᳇⽎࠳↹ߣ᳇⽎᷹ⷰߦࠃࠆᄤ᳇ޕᲑᏀ߆ࠄ
06,09,10,11JSTޔਅᲑᏀ߆ࠄ 12,15,18,21JSTޕಠߪᏀ߇࠳ᒝᐲ[dBZ]ޔฝ߇ᄤ᳇ߢ✛⦡߇㔎߇⦡⚡ޔ
ߺߙࠇ߇⦡⊕ޔ㔐ޔἯ⦡ߪ㒠᳓⽎ߥߒ߹ߚߪ᷹ⷰᤨ㑆ᄖࠍߔ⿒ޕᤊශߪ᧲੩࠳ߩ⟎ࠍ␜ߔޕ

㩿㪈㪀㩷 ᦨᄢ㒠㔐㊂䉧䉟䉻䊮䉴䈱੍᷹㩷

ࠍ␜ߔޔ߅ߥޕGSM–MAXS12ߪ113ᣣ00UTCೋ
ᦼ୯ޔMSM–MAXS12ߪ113ᣣ03UTCೋᦼ୯ߢ
ࠆޕGSM–MAXS12ߢߪޔ㒠㔐߇੍᷹ߐࠇߚߩߪᮡ
㜞ߩ㜞ၞߛߌߢޔ㑐᧲ᣇߩᐔ㊁ㇱߢߪ㒠㔐ߪ

࿑4.1.5ߦޔ114ᣣ21JSTࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߔࠆ
GSMߣMSMߩ೨12ᤨ㑆ᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔એ
ᓟޔGSM–MAXS12߅ࠃ߮MSM–MAXS12ߣ⸥ߔ㧕

72

߶ߣࠎߤ੍᷹ߐࠇߥ߆ߞߚޕ
৻ᣇߩMSM–MAXS12ߢߪޔ㑐᧲ᣇᐔ㊁ㇱߩᐢ
▸࿐ߢ3cm೨ᓟߦ․ޔㇺᔃࠍਛᔃߦ5㨪10cmߩ㒠
㔐ࠍ੍᷹ߒߡ߅ࠅޔ14ᣣߩᄢ㔐ࠍߨ੍᷹ߢ߈ߡ
ߚޔߒ߆ߒޕ೨3ᤨ㑆ᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪޔ
ᐔ㊁ㇱߩᐢ▸࿐ߢ㒠㔐߇ᆎ߹ࠆߩߪ14ᣣ15JST߆
ࠄߣ੍᷹ߒߡ߅ࠅޔታ㓙ߩ㒠㔐ࠃࠅᢙᤨ㑆ㆃࠇߡ
ߚ㧔࿑⇛㧕
ޕ

ࠬߪ113ᣣ03UTCೋᦼ୯ࠍ↪ࠆޕ
࿑4.1.6ߪޔGSM߅ࠃ߮MSMߩᐔဋ㒠᳓㊂ࠟࠗ࠳
ࡦࠬ 2 ࠍ114ᣣ21JST߹ߢߩ12ᤨ㑆ಽⓍ▚ߒߚ㒠
᳓㊂㧔એᓟޔGSM–MRR12߅ࠃ߮MSM–MRR12ߣ
⸥ߔ㧕ߣޔ114ᣣ21JST߹ߢߩ12ᤨ㑆ಽⓍ▚ߒߚ
⸃ᨆ㔎㊂ߢࠆޕਔ⠪ߪߣ߽ߦޔ㑐᧲ᣇࠍਛᔃߣ
ߒ ߚ ᐢ▸ ࿐ߦ ߹ ߣ߹ ߞߚ㒠 ᳓ ࠍ੍ ᷹ߒ ߡ ߅ࠅޔ
GSM–MRR12ߪ߿߿ㆊᄢߥ੍᷹ߢߪࠆ߽ߩߩޔ㒠
᳓ߩಽᏓ߿㊂ߦߟߡታᴫߦㄭ੍᷹ߢߞߚߎޕ
ߩߎߣ߆ࠄޔGSM–MAX12ߩ㑐᧲ᣇᐔ㊁ㇱߢ㒠㔐
߇੍᷹ߐࠇߥ߆ߞߚߩߪޔജߣߥࠆ㒠᳓߇੍᷹ߐ
ࠇߥ߆ߞߚߎߣ߇ේ࿃ߢߥߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
࿑4.1.7ߣ࿑4.1.8ߪޔ114ᣣ09,12,15JSTࠍ੍ႎ
ኻ⽎ᤨೞߣߔࠆޔGSM߅ࠃ߮MSMߩᩰሶᒻᑼ᳇᷷
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ㒠᳓⒳ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢࠆޕታᴫߢߪ
10JST߆ࠄ12JSTߦ߆ߌߡ㑐᧲ᣇߩᐔ㊁ㇱߢᕆỗ
ߦ0͠ઃㄭ߹ߢ᳇᷷߇ਅ߇ߞߚ߇ޔGSMࠟࠗ࠳ࡦࠬ
ߢߪߎߎ߹ߢߩ᳇᷷ߩૐਅࠍ੍᷹ߢ߈ߕޔਅ߇ߞߡ
߽2͠೨ᓟߩ੍᷹ߢޔ㒠᳓⒳ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ㔎ߩ੍
᷹ߣߥߞߡࠆޕ㒠᳓⒳߇㔎ߢࠆ႐วߪޔᐔဋ
㒠᳓㊂ߦਸ਼ߓࠆ㔐᳓Ყߪᒝ⊛ߦ0ߣߥࠆߚޔ
GSM–MRR12߇ߤࠇߛߌታᴫߦㄭߊ੍᷹ߐࠇߡ߽
㒠㔐㊂ߣߒߡߪ੍᷹ߐࠇߥ߆ߞߚޕ
৻ᣇߩMSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߪޔ࿑4.1.3ߢ␜ߒߚࠃ
ࠅ߽3ᤨ㑆߶ߤㆃࠇߚ߽ߩߩ14ᣣ15JST㗃ߦߪޔ㑐
᧲ᣇᐔ㊁ㇱߩᐢ▸࿐ߢ᳇᷷߇0͠ઃㄭ߹ߢૐ
ਅߔࠆ੍᷹߇ߢ߈ߡࠆࠅࠃߦࠇߎޕ㒠᳓⒳ࠟࠗ
࠳ࡦࠬߪޔᐔ㊁ㇱߩᐢ▸࿐ߢ㔐߆㔎ࠍ੍᷹ߒߡ
ߚߥ߁ࠃߩߎޕ႐วߪ੍ޔ᷹ߐࠇߚ᳇᷷ߦᔕߓ
ߡ㔐᳓Ყ߇߹ࠅޔ㔐᳓Ყߣᐔဋ㒠᳓㊂ߣࠍਸ਼ߕࠆ
ߎߣߢ㒠㔐㊂߇੍᷹ߐࠇࠆޕ
ߎߎߢߩߎޔᩰሶᒻᑼ᳇᷷ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍᷹ߩ㆑
ߪߩ࡞࠺ࡕޔ᳇᷷ߩ੍᷹ߩ㆑߆ࠄ↢ߓߡ
ࠆߎߣࠍ␜ߔޕ࿑4.1.9ߪGSM߅ࠃ߮MSMߩ114
ᣣ09,12,15JSTࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߔࠆ᳇᷷ߢ
ࠆޕGSMߪᤨޔ㑆߇ㅴࠎߢ߽ታᴫߢࠄࠇߚ᳇᷷ߩ
ૐਅߪ੍᷹ߢ߈ߡߥ৻ޕᣇߩMSMߪޔ09JST
ߢߪGSMߣ੍᷹ߦᄢ߈ߥ㆑ߪߥ߇ޔ12JSTߢߪ
ౝ㒽ㇱ߆ࠄᓢߦޘ᳇᷷߇ૐਅߒᆎޔ15JSTߦߪᐔ
㊁ㇱߢ1͠೨ᓟߣߥࠆߥߤGSMߣߪᄢ߈ߊ⇣ߥߞߚ
᳇᷷ಽᏓࠍ੍᷹ߒߡࠆߦ߁ࠃߩߎޕ᳇᷷ߩૐਅߔ
ࠆ࠲ࠗࡒࡦࠣߦታᴫߣߩߕࠇߪࠆ߽ߩߩޔMSM
ߢߪ1͠೨ᓟ߹ߢ᳇᷷߇ૐਅߔࠆߎߣࠍ੍᷹ߢ߈ߡ
ߚߚޔMSMᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇㑐᧲ᣇ
ߩᐔ㊁ㇱߢ㒠㔐ࠍ੍᷹ߢ߈ߚߣ⸒߃ࠆޕ

㩿㪉㪀㩷 䉧䉟䉻䊮䉴䈱੍᷹⚿ᨐ䈱ᬌ⸛㩷
GSMߣMSMߩᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬ߇ᄢ߈ߊ⇣
ߥࠆ㒠㔐㊂੍᷹ߢߞߚὐߚ߹ޔߨㆡਛߒߡߚ
MSMࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߞߡ߽ޔ㒠㔐ߩᆎ߹ࠅ߇ታᴫ
ߦᲧߴߡㆃࠇߡߚⷐ࿃ߦߟߡߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ
ᚑᚻᴺߦᴪߞߡᬌ⸛ߔࠆߪߢߎߎޔ߅ߥޕGSMࠟࠗ
࠳ࡦࠬߪ113ᣣ00UTCೋᦼ୯ࠍޔMSMࠟࠗ࠳ࡦ

࿑4.1.5 2013ᐕ114ᣣ21JST߹ߢߩ೨12ᤨ㑆ᦨᄢ㒠
㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬޔᏀ࿑ߪGSM–MAXS12㧔2013ᐕ1
13ᣣ00UTCೋᦼ୯ޔFT=36㧕
ޔฝ࿑ߪMSM–MAXS12
㧔2013ᐕ113ᣣ03UTCೋᦼ୯ޔFT=33㧕
ޕ

࿑ 4.1.6 12 ᤨ㑆Ⓧ▚ߒߚᐔဋ㒠᳓㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߣ⸃
ᨆ㔎㊂ޔኻ⽎ᤨೞߪ 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 21JSTޕᏀ
࿑ߪ GSM–MRR12㧔2013 ᐕ 1  13 ᣣ 00UTC ೋᦼ
୯㧕
ޔฝ࿑ߪ MSM–MRR12㧔2013 ᐕ 1  13 ᣣ
03UTC ೋᦼ୯㧕
ޔᏀਅ࿑ߪ⸃ᨆ㔎㊂ޕ

2

ᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩജߦߪޔGSM ᐔဋ㒠᳓㊂ࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬߩᩰሶ㑆㓒ࠍ 20km ߆ࠄ 5km ߦ࿐ 4 ὐౝᝌߢ
ᩰሶᄌ឵ߒߚ߽ߩࠍ↪ߔࠆޕ
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࿑ 4.1.7 Ბ߆ࠄ 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 09,12,15JST ࠍ
੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߒߚ GSM ᩰሶᒻᑼ᳇᷷ࠟࠗ࠳ࡦࠬ
㧔Ꮐ㧕ߣ㒠᳓⒳ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔ฝ㧕
ޔ2013 ᐕ 1
 13 ᣣ 00UTC ೋᦼ୯ߩ FT=24,27,30ޔ㒠᳓⒳ࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬߩ㈩⦡ߪ✛⦡߇㔎ޔ㕍⦡߇㔎߆㔐ޔ᳓⦡߇㔐
߆㔎߇⦡⊕ޔ㔐ࠍߔޕ

࿑ 4.1.8 Ბ߆ࠄ 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 09,12,15JST ࠍ
੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߒߚ MSM ᩰሶᒻᑼ᳇᷷ࠟࠗ࠳ࡦࠬ
㧔Ꮐ㧕ߣ㒠᳓⒳ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔ฝ㧕
ޔ2013 ᐕ 1
 13 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯ߩ FT=21,24,27ޔ㒠᳓⒳ࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬߩ㈩⦡ߪ࿑ 4.1.7 ߦหߓޕ

࿑ 4.1.9 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 09,12,15JST ࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߒߚ GSM ᳇᷷㧔Ბ㧕ߣ MSM ᳇᷷㧔ਅᲑ㧕
ޕ
GSM ߪᏀ߆ࠄ 2013 ᐕ 1  13 ᣣ 00UTC ೋᦼ୯ߩ FT=24,27,30ޔMSM ߪᏀ߆ࠄ 2013 ᐕ 1  13 ᣣ 03UTC ೋᦼ
୯ߩ FT=21,24,27ޕ
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㪋㪅㪈㪅㪋㩷 䊝䊂䊦䈮䉋䉎✚ⷰ႐䈱੍ᗐ㩷

㩿㪈㪀㩷㪞㪪㪤䈱੍ᗐ㩷

 ᧄߪޔ㑐᧲ߦ߅ߌࠆᄢ㔐߇ߘߩ␠ળ⊛ᓇ㗀ߩ
ᄢ߈ߐ߆ࠄ․ߦᵈ⋡ߐࠇߚࠤࠬߢࠆ৻ޕᣇޔ㘑
ߦߟߡ߽ජ⪲⋵㌑ሶߢᦨᄢ⍍㑆㘑ㅦ38.5m/sࠍ⸥
㍳ߔࠆߥߤޔૐ᳇ߩ⊒㆐ߩᐲว߽ߎߩᤨᦼߣߒ
ߡߪ㗼⪺ߥ߽ߩߢࠅ߇࡞࠺ࡕޔૐ᳇ߩ⊒㆐ࠍ⊛
⏕ߦ੍ᗐߢ߈ߡߚ߆ߤ߁߆߽ᵈ⋡ߦ୯ߔࠆޕએਅ
ߩ㗄ߢࡕ࠺࡞ߩ㒠㔐੍ᗐࠍᬌ⸽⠨ኤߔࠆߦߚߞ
ߡ߽ߩߢ࡞ࠤࠬⷰ✚ޔૐ᳇ߩ੍ᗐࠍᬌ⸽ߒߡ߅
ߊߎߣߪ㊀ⷐߢࠈ߁ᧄߢߎߘޕ㗄ߢߪޔ㒠㔐੍ᗐ
ࠍᬌ⸽ߔࠆ೨Ბ㓏ߣߒߡߩߎ߇࡞࠺ࡕޔૐ᳇ߩ⊒
㆐߿ㅴⴕࠍߤ߁੍ᗐߒߡߚ߆ࠍ߹ߕᬌ⸽ߒߚޕ
ߥ߅ޔᬺ੍ႎᬺߢߪᢙᣣవߩ੍ႎࠍⴕ߁႐วޔ
ోࡕ࠺࡞(GSM)ߩ੍ᗐ߇↪ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄᧄޔ
㗄ߢߪਥߦࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎࠪࠬ࠹ࡓࠍో
ࡕ࠺࡞ߩ੍ᗐࠍᬌ⸽ߒߚ⚿ᨐߦߟߡ⺰ߓࠆߎߣ
ߣߔࠆޕ

ߎߎߢߪᧄޔߦ߅ߌࠆGSMߢߩૐ᳇⊒㆐ߩ
੍ᗐࠍޔೋᦼᤨೞߩᣂߒ߽ߩ߆ࠄฎ߽ߩߦߐ߆
ߩ߷ߞߡ⏕ߒߡߊߎߣߣߔࠆޕ࿑4.1.10ߪޔ
2013ᐕ114ᣣ06UTC (15JST)ࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣ
ߒߚࡕ࠺࡞ߩ੍ᗐߢࠆߩߎޕ࿑ߢߪޔૐ᳇߇ᣣ
ᧄߩධጯࠍㅢㆊߒߚ2013ᐕ114ᣣᒰᣣߩඦ೨߅ࠃ
߮೨ᣣߩᣣਛࠍೋᦼ୯ߣߔࠆ੍ᗐࠍ␜ߒߡࠆߎޕ
ߩೋᦼᤨೞߦ߅ߡߪMSMߩ੍ႎᦼ㑆߽ᧄࠍ
ࠞࡃߒߡࠆߎߣ߆ࠄޔMSMߩ੍ᗐ߽૬ߖߡ
␜ߒߚޔߚ߹ޕᲧセߩߚ⸃ᨆ㔎㊂߅ࠃ߮ో⸃ᨆ
୯⸃࠰ࡔޔᨆ୯ࠍ૬ߖߡ␜ߒߚߩߎޕ࿑߆ࠄޔ14ᣣ
ᒰᣣඦ೨ߩ੍ᗐߢࠆ13ᣣ18UTCೋᦼ୯GSM੍ᗐ
㧔࿑4.1.10(b)㧕ߣ13ᣣ21UTCೋᦼ୯MSM੍ᗐ㧔࿑
4.1.10(e)㧕ߪ⸃߽ࠇߕޔᨆ୯㧔࿑4.1.10(a),(d)㧕ߣ
Ყセߒߡૐ᳇ߩ⊒㆐⟎ࠍࠃߊߒߡ߅ࠅޔ
㒠᳓ߦߟߡ߽6ᤨ㑆㒠᳓㊂20mmએߩಽᏓ╬߇
ਔ⠪ߢߨᢛวߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆ৻ޕᣇޔ೨ᣣ
ࠍೋᦼ୯ߣߔࠆ13ᣣ00UTCೋᦼ୯GSM੍ᗐ㧔࿑

࿑ 4.1.10 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 06UTC(15JST)ࠍኻ⽎ߣߒߚᶏ㕙ᦝᱜ᳇㧔hPa╬ޔ୯✢㧕
ޔ6 ᤨ㑆㒠᳓㊂㧔mmࠞޔ
㧕
ޔ㘑ㅦ㧔ࡁ࠶࠻ޔ⍫⠀ᩮ㧕
(ޕa)ో⸃ᨆ୯߅ࠃ߮⸃ᨆ㔎㊂(ޔb) 13 ᣣ 18UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯(ޔc) 13
ᣣ 00UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯(ޔd)ࡔ࠰⸃ᨆ୯߅ࠃ߮⸃ᨆ㔎㊂(ޔe) 13 ᣣ 21UTC ೋᦼ୯ MSM ੍ႎ୯(ޔf) 13 ᣣ
03UTC ೋᦼ୯ MSM ੍ႎ୯ޕ⍫⠀ᩮߪ㘑ㅦ 35 ࡁ࠶࠻એߩ㗔ၞࠍឬ↹ߒߡࠆޕ࿑ਛߩ㤥྾ⷺߪޔᄤ᳇࿑
ߢߩૐ᳇ߩਛᔃ⟎ࠍ␜ߒߡࠆޕ
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࿑ 4.1.11 ࿑ 4.1.10 ߣหߓ(ޔߒߛߚޕa) 1  12 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯(ޔb) 1  11 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM
੍ႎ୯(ޔc) 1  10 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ GSM ੍ႎ୯ޕ

4.1.10(c) 㧕 ޔ13 ᣣ 03UTC ೋ ᦼ ୯ MSM ੍ ᗐ 㧔 ࿑
4.1.10(f)㧕ߢߪޔ6ᤨ㑆㒠᳓㊂20mmએߩ㗔ၞߩᐢ
߇ࠅߥߤࠍࠆ㒢ࠅߢߪޔᓟߩೋᦼ୯ߩ੍ᗐߣ߶߷
ห᭽ߩ੍ᗐࠍߒߡࠆࠃ߁ߦ߃ࠆ߇ޔૐ᳇ਛᔃ
⟎߿ਛᔃ᳇ߢᲧセߔࠆߣޔGSMޔMSMߕࠇ
߽ㅴⴕㅦᐲ߇ታᴫࠃࠅ߽ㆃߊޔ᳇ߩਅ߇ࠅᣇ߽߿
߿ዊߐ߆ߞߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߢߎߎޕMSMߩ੍ᗐ
ߦGSMߣૃߚะ߇ࠄࠇࠆߩߪࠬࠠ࠹ୃ⎇ᧄޔ
࠻╙1.3▵ߢㅀߴࠄࠇߡࠆࠃ߁ߦޔMSM߇㕙Ⴚ
⇇᧦ઙࠍGSM߆ࠄᓧߡࠆᓇ㗀ߢࠆߣផኤߐࠇ
ࠆޕ
ᰴߦޔ࿑4.1.11ߢޔૐ᳇ㅢㆊߩ⚂2㨪4ᣣ೨ࠍೋ
ᦼ୯ߣߔࠆGSMߩ੍ᗐࠍ⏕ߔࠆߩߎޕ࿑ߦࠃࠆߣޔ
ೋᦼ୯߇ฎ੍ᗐ߶ߤޔૐ᳇ߩਛᔃ⟎ߪነࠅ
ߦߥߞߡ߅ࠅޔૐ᳇ߩㅴⴕࠍㆃߦ੍ᗐߒߡߚ
ߎߣ߇ಽ߆ࠆޕૐ᳇ߩᒝᐲߪޔೋᦼ୯ߩฎ੍ᗐ
߶ߤਛᔃ᳇ߩਅ߇ࠅᣇ߇ዊߐߊߡߞߦࠇߘޔ㘑

ߩ੍ᗐ߽㘑ㅦ35ࡁ࠶࠻એߩ㗔ၞ߇⁜ߊߥࠆߥߤޔ
⊒㆐ߩᐲว߇ᒙߊߥࠆะ߇ࠄࠇࠆߦ․ޕ4
ᣣ೨ߦ⋧ᒰߔࠆ10ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩGSM੍ᗐ㧔࿑
4.1.11(c)㧕ߪ㘑ㅦ35ࡁ࠶࠻ߩᐢ߇ࠅ߇ዊߐߥߤޔ
3ᣣ೨ߩ11ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩGSM੍ᗐ㧔࿑4.1.11(b)㧕
ߣߩᏅ߇㗼⪺ߢߞߚޕ
ฎೋᦼ୯ߩ੍ᗐ߶ߤૐ᳇ߩ⊒㆐߇ᒙߢㅴ
ⴕㅦᐲ߇ㆃߣ߁ㅀߩะࠍޔએਅߢߪ
500hPa㕙ߢߩ࠻ࡈߩ੍ᗐߣวࠊߖߡ⏕ߔࠆޕ
࿑4.1.12ߪޔૐ᳇ㅢㆊߩ2㨪5ᣣ೨ࠍೋᦼ୯ߣߔࠆ
GSMߩ੍ᗐߢࠅޔ14ᣣ12UTCࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣ
ߒߚᶏ㕙ᦝᱜ᳇߅ࠃ߮500hPa㕙㜞ᐲࠍ␜ߒߡ
ࠆޕ4ᣣ೨ߦ⋧ᒰߔࠆ10ᣣ12UTCೋᦼ୯㧔࿑4.1.12
ฝ߆ࠄ2⋡㧕ߩ੍ᗐߢߪޔ500hPa㕙ߢߩ㜞ᐲ5160
㨪5400mઃㄭߩ࠻ࡈ߇⸃ᨆߣᲧセߒߡ㕖Ᏹߦᵻ
ߊߐࠇߡ߅ࠅޔ5400㨪5640mઃㄭߩ࠻ࡈߩ
⋧߽ㆃࠇߡ੍ᗐߐࠇߡߚߦࠇߎޕኻᔕߒߡޔ

࿑ 4.1.12 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 12UTC(21JST)ࠍኻ⽎ߣߒߚ GSM ੍ᗐޕᲑߪᶏ㕙ᦝᱜ᳇(hPa)ޔਅᲑߪ 500hPa
㕙㜞ᐲ(m)ޕᏀ߆ࠄฝߦޔ1  12 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޔ11 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޔ10 ᣣ 12UTC ೋᦼ୯ޔ9 ᣣ 12UTC ೋᦼ
୯੍ႎࠍ␜ߒߚޕ࿑ਛ⸃ోߪ✢✛ޔᨆߦࠃࠆ⸃ᨆ୯ޔ㤥✢ߪ੍ႎ୯ޕ㒶ᓇߪ੍ႎ㧙⸃ᨆ㑆ߩᏅࠍߔޔߚ߹ޕਅ
Ბߩ㤥ᄥ✢ߪ੍ᗐߦ߅ߌࠆ 500hPa ߩ࠻ࡈࠍ␜ߒߡࠆޕ
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ࠆޕ࿑4.1.13ߦޔ2013ᐕ114ᣣ12UTCࠍኻ⽎ߣߒ
ߚޔ㧔ᶏ㧕㘑ㅦ߅ࠃ߮6ᤨ㑆㒠᳓㊂߇㑣୯ࠍ
ㆊߔࠆ⏕₸ࠍ␜ߒߚߢߎߎޕ㘑ㅦߩ㑣୯ߪ35ࡁ࠶
࠻ޔ6ᤨ㑆㒠᳓㊂ߩ㑣୯ߪ10mmߣߒߡࠆޕᲧセߩ
ߚ࿑4.1.13Ꮐߦߪ⸃ᨆ୯ߩ࿑ࠍ␜ߒߚޕᒝ㘑
㒠᳓ߣ߽ೋᦼ୯ߩฎ੍ႎ߶ߤ㗼⪺ߥ⽎ߩ⊒↢⏕
₸ߪዊߐߊߦ․ޔ5ᣣ೨ߦߚࠆ9ᣣ12UTCೋᦼ୯ߣ
4ᣣ೨ߦߚࠆ10ᣣ12UTCೋᦼ୯੍ᗐߣߩᏅ߇㗼⪺
ߢߞߚޕ㑐᧲ߩ᧲ᶏߢߩ35ࡁ࠶࠻એߩ㘑ߩ⏕
₸ߪޔ5ᣣ೨ߩೋᦼ୯ߢߪ40%એਅߣᲧセ⊛ૐ੍
ᗐߢߞߚ߇ޔ4ᣣ೨ߩೋᦼ୯ߦߥࠆߣ50%ࠍ߃ޔ
2㨪3ᣣ೨ߩೋᦼ୯ߣห⒟ᐲߩ⊒↢⏕₸߇੍ᗐߐࠇ
ߚޔߚ߹ޕ㑐᧲ㄝߢߩ10mmએߩ㒠᳓⏕₸ߦ⌕
⋡ߔࠆߣޔ5ᣣ೨ೋᦼ୯ߢߪ20%ᧂḩߢߞߚ߇ޔ4
ᣣ೨ೋᦼ୯ߢߪ40%એߣߥࠅࠅߪ߿ޔ5ᣣ೨ߣ4ᣣ
೨ߩೋᦼ୯ߩ㑆ߢᏅ߇㗼⪺ߢߞߚޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔㅳ㑆EPSߦࠃࠆ⏕₸⊛੍ᗐߢߪޔ
GSMߦࠃࠆቯ⺰⊛੍ᗐࠃࠅ߽߅ࠃߘ1ᣣᣧ4ᣣ
೨߆ࠄ㗼⪺⽎ߩ⊒↢น⢻ᕈࠍ␜ߔߎߣ߇ߢ߈ߡ
ߚޕ࿁ߩߪ੍࡞ࡉࡦࠨࡦࠕޔႎߦࠃࠆ⏕₸੍
ႎ⾗ᢱ߇ࠅࠃޔ㐳࠼࠲ࠗࡓࠍᜬߞߡ㗼⪺⽎
ࠍ੍ႎߔࠆߩߦലߢࠆߎߣࠍ␜ߔ৻ߣ⸒߃ࠃ
߁ޕ

ߩૐ᳇߽⊒㆐ߩᐲว߇ᒙߊޔ⟎߽⸃ᨆ୯ߣᲧ
セߒߡධ㨪ධߦࠆߥߤޔㅴⴕ߇ㆃ੍ᗐߣ
ߥߞߡߚߩߘޕ1ᣣᓟߩ11ᣣ12UTCೋᦼ୯ߩ੍ᗐ
㧔࿑4.1.12Ꮐ߆ࠄ2⋡㧕ߢߪޔห᭽ߩะߪᒁ߈⛯
߈ࠆ⒟ᐲࠄࠇࠆ߽ߩߩޔ500hPa㕙ߦ߅ߌࠆ
࠻ࡈߩᷓߐ߅ࠃ߮⟎ߩ߇ᡷༀߒޔૐ᳇ߩ
੍ᗐ⟎⊒㆐ᐲว߽⸃ᨆ୯ߦㄭߠߚࠇߎޕએ
㒠ߩೋᦼ୯ߢߪ৻⽾ߒߡ⸃ᨆ୯߆ࠄߩᏅ߇ዊߐߊ
ߥࠆะߢߞߚ㧔࿑4.1.12Ꮐ㧕
ޔࠄ߆ࠄࠇߎޕGSM
ߪߨ3ᣣ೨߆ࠄૐ᳇ߩ⊒㆐ߣߘߩㅴⴕㅦᐲࠍ੍
ᗐߢ߈ߡߚߣ⸒߃ࠆޕ
ೋᦼ୯߇ᣂߒߊߥࠆߎߣߦᔕߓߚૐ᳇ߩ੍ᗐ
ߩᄌൻ߇ޔGSM․ߩะߢߞߚ߆ࠍ⏕ߔࠆߚ
ޔਥⷐߥᶏᄖᢙ୯੍ႎࡦ࠲ߩ੍ᗐߣߩᲧセࠍ
ⴕߞߚޔ߅ߥޕᶏᄖᢙ୯੍ႎࡦ࠲ߩᢙ୯੍ႎࠪ
ࠬ࠹ࡓߦߟߡߪޔട⮮(2010)ߥߤࠍෳᾖߐࠇߚޕ
᰷Ꮊਛᦼ੍ႎࡦ࠲(ECMWF)ߩ੍ᗐߪޔ4ᣣ೨ߩ
10ᣣ12UTCೋᦼ୯ߢ500hPa㕙5160㨪5400mઃㄭ
ߩ࠻ࡈ߇ᵻߊߟ߆ޔ5400㨪5640mઃㄭߩ࠻ࡈߩ
ㅴⴕ߇ㆃߊ੍ᗐߐࠇߡ߅ࠅޔኻᔕߔࠆߩૐ᳇
߽ධነࠅߦᒙߦ੍ᗐߐࠇߡࠆὐ߿ޔ3ᣣ೨ߩ
11ᣣ12UTCೋᦼ୯ߦߥࠆߣߎࠇࠄ߇ᄢ߈ߊᡷༀߐ
ࠇߡࠆߎߣߥߤޔGSMߩ੍ᗐߢࠄࠇߚะߣ
ૃߡߚ㧔࿑⇛㧕ߩઁޕਥⷐߥᶏᄖᢙ୯੍ႎࡦ࠲
ߢࠆ⧷࿖᳇⽎ዪ(UKMO)☨ޔ࿖ⅣႺ੍᷹ࡦ࠲
(NCEP)ߦߟߡ߽ޔ4ᣣ೨ߩೋᦼ୯߆ࠄߩ੍ᗐߢ
ߪ⺋Ꮕ߇ᄢ߈ߊޔ3ᣣ೨ߦ੍ᗐ߇ᄢ߈ߊᡷༀߒߚ
ะߪ߶߷ห᭽ߢߞߚ㧔࿑⇛㧕
ޕ

㪋㪅㪈㪅㪌㩷 ᳇᷷䈱ᤨ㑆ᄌൻ₸䈮⌕⋡䈚䈢䊝䊂䊦䈱੍ᗐ䈱
ಽᨆ㩷
 ೨㗄߹ߢߪᧄޔߦ߅ߌࠆታᴫߩ⚻ㆊ߿ⷰ✚ޔ
ⷙᮨߢߩGSMߩౣᕈࡠࡊߩ╬ࠬࡦ࠳ࠗࠟ߮ࠃ߅ޔ
࠳ࠢ࠻ߩ੍ႎ⚿ᨐߦߟߡ␜ߒߚ⾗ߩࠄࠇߎޕᢱ߆
ࠄޔ㒠᳓߇㔎ߣߥࠆ߆㔐ߣߥࠆ߆ߩ್ߦ㊀ⷐߥ᳇
᷷ߩ੍᷹ߦߟߡޔGSMߢߪታᴫ߶ߤ᳇᷷߇ਅ߇ࠄ
ߥ߆ߞߚߩߦኻߒޔMSMߢߪ᳇᷷ߩૐਅߔࠆᤨೞ
ߦㆃࠇ߇ߡࠆ߽ߩߩޔታᴫߣ߶߷ㄭផ⒖ࠍߒ

㩿㪉㪀㩷 䉝䊮䉰䊮䊑䊦੍ႎ䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉎⏕₸⊛੍ᗐ
᳇⽎ᐡߢߪ੍ޔႎߩਇ⏕ታᕈࠍⓍ߽ࠆ৻ߟߩᚻ
Ბߣߒߡㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔એਅޔㅳ
㑆EPS㧕ࠍㆇ↪ߒߡࠆޕએਅߢߪޔㅳ㑆EPS߇ᧄ
ࠍߤߩࠃ߁ߦ⏕₸⊛ߦߒߡߚ߆ࠍ⏕ߔ

࿑ 4.1.13 ㅳ㑆 EPS ߆ࠄ੍ᗐߐࠇߚ㘑ޔ㒠᳓ߩ⊒↢⏕₸(%)੍ޕႎኻ⽎ᤨೞߪ 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 12UTCޕ㒶ᓇߪ㧔
Ბ㧕ᶏ㘑ㅦ߇ 35 ࡁ࠶࠻ࠍㆊߔࠆ⏕₸ޔ
㧔ਅᲑ㧕6 ᤨ㑆㒠᳓㊂߇ 10mm ࠍㆊߔࠆ⏕₸(%)╬ޕ୯✢ߪᶏ
㕙ᦝᱜ᳇(hPa)ߩࠕࡦࠨࡦࡉ࡞ᐔဋࠍߔޕ
Ꮐ 2 ⋡߆ࠄฝߪߘࠇߙࠇ 12 ᣣ 12UTCޔ11 ᣣ 12UTCޔ10 ᣣ 12UTCޔ
9 ᣣ 12UTC ࠍೋᦼ୯ߣߒߚ੍ᗐޕᏀߪ 14 ᣣ 12UTC ߩో⸃ᨆ㘑ㅦ⸃ޔᨆ㔎㊂ޕ
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ߡ߅ࠅߩߘޔ᳇᷷ૐਅߩ੍ᗐߩ㆑߇㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳
ࡦࠬߩᄢ߈ߥ㆑ߦߥߞߡࠇߚߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
ᧄ㗄ߢߪߩࠇߙࠇߘޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞߇ߤߩࠃ߁ߥ
ㆊ⒟ߢ᳇᷷ࠍ੍᷹ߒߡߚ߆ߦߟߡㅀߴࠆ࠺ࡕޕ
࡞ߩ᳇੍᷹᷷ߩ⚿ᨐߘߩ߽ߩߛߌߢߥߊߩ࡞࠺ࡕޔ
᳇᷷߇ߤߩࠃ߁ߦߒߡ੍᷹ߐࠇߡࠆ߆ࠍℂ⸃ߔ
ࠆߚޔ᳇᷷ߩᄌൻߦነਈߔࠆฦㆊ⒟ߩടᾲ₸ߦ߽
ᵈ⋡ߒߡ⸃⺑ߔࠆޕ

㩿㪉㪀㩷 ታᴫ䊂䊷䉺䈱ಽᨆ䉕ㅢ䈛䈢᳇᷷ૐਅ䈱ⷐ࿃䈱
⠨ኤ㩷

ᩰሶࠬࠤ࡞ߩಝ⚿⫳⊒Ⲣ⸃ߪޟࠆࠁࠊޔ㔕
ㆊ⒟ࠆࠇߐ▚⸘ߢޠ㧔ਛᎹ 2012㧧ේ 2012ߥߤ㧕ޕ
એਅޔ᳓⫳᳇ߩಝ⚿߿㔕᳓ߩ⫳⊒5ࠍޟಝ⚿ޔޠ㔎ߩ
⫳⊒ࠍޔޠ⊒⫳ޟ᳖㔐ߩⲢ⸃ࠍ⇛◲ߣޠ⸃Ⲣޟൻ
ߒߡ⸥ߔࠆޕ

 ࡕ࠺࡞ߦࠃࠆᤨ㑆ᄌൻ₸ߩಽᨆࠍⴕ߁೨ߦޔߕ߹ޔ
᳇᷷ૐਅߩⷐ࿃ࠍታᴫߥߤ߆ࠄ⛉ࠅㄟࠎߢߊޕ
 ታᴫߢ᳇᷷ߩᄢ߈ߥૐਅ߇ࠄࠇߚᤨߦߪޔએਅ
ߩ⁁ᴫߦߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
• 㑐᧲ᣇߪߔߢߦෘ㔕ߦⷒࠊࠇߡޔ⍴ᵄߪ
㔕ߦࠃߞߡㆤࠄࠇߡ߅ࠅޔਅጀߩ⍴ᵄߦࠃࠆ
ടᾲߪ߶߷ήⷞߢ߈ࠆޕ
• 㔕߆ࠄߩ㐳ᵄߦࠃࠆടᾲߣ㕙ઃㄭߩ㐳
ᵄߦࠃࠆ಄ළ߇߶߷㊒ࠅว߁ߚޔ㐳ᵄ
ߩነਈ߽ήⷞߢ߈ࠆޕ
• ᳇ߪ10JST߆ࠄ12JSTߢ5hPaૐਅߒߡ
ࠆ⒟ᐲߢࠅޔᄢ߈ߥ႐ߩ᳇ᄌൻߦ߁ᢿᾲ
❗⤘ᒛߦࠃࠆ᷷ᐲᄌൻ߽ήⷞߢ߈ࠆޕ
• ೨✢ߦ߁ጀ⁁ߩ㔕ߦࠃࠆ㒠᳓ߢࠆߎߣ߆ࠄ
Ⓧ㔕ኻᵹߦ߁ടᾲߩᓇ㗀߽㒰ᄖߢ߈ࠆޕ
 એࠃࠅޔᱷࠆⷐ࿃ߪޔ᷷ᐲߩ⒖ᵹੂޔᵹߦࠃࠆ
ᾲャㅍޔಝ⚿⫳⊒Ⲣ⸃ߦࠃࠆടᾲ಄ළߣߥࠆޕ
ߐࠄߦޔታᴫ࠺࠲ࠍ↪ߡ᳇᷷ૐਅߩⷐ࿃ࠍ⛉
ࠅㄟࠎߢߊޕ࿑4.1.3ߩᲤᤨᄢ᳇⸃ᨆ߅ࠃ߮ࠕࡔ࠳
᷹ࠬⷰߦࠃࠆ᳇᷷ߩታᴫࠍᤨ♽ߢࠆߣޔ
10JST߆ࠄ12JSTߦ߆ߌߡޔ1ᤨ㑆ߢ⚂2Kߩૐਅ߇
㑐᧲ᣇߩᐢ㗔ၞߢࠄࠇࠆޕ᷷ᐲߩ⒖ᵹߪޔ᷷
ᐲᐲߣߘࠇࠍᮮಾࠆ㘑ߩᒝߐߩⓍߢࠄࠊߐࠇ
ࠆ߇ߩ߈ߣߩߎޔ᷷ᐲᐲߪ᧲੩ḧઃㄭએᄖߢ
ߪᲧセ⊛ዊߐߊޔ㘑߽ᒙߎߣ߆ࠄޔ2K/ᤨߣ߁
ᄢ߈ߥ᳇᷷ૐਅࠍ⒖ᵹߛߌߢߪ⺑ߢ߈ߕޔ㑐᧲
ᣇߩ᳇᷷ૐਅߩⷐ࿃ߣߒߡޔ᷷ᐲߩ⒖ᵹߪਥߚࠆ߽
ߩߢߪߥߣ⸒߃ࠆ৻ޕᣇ᧲ޔ੩ḧߩઃㄭߦߪ
ᄢ߈ߥ᳇᷷ᐲᏪ߇ࠅࠍߎߘޔ಄ߚᣇ߆ࠄᥦ߆
ᣇߦᮮಾߞߡർ㘑߇็ߡࠆߎߣ߆ࠄޔ⒖ᵹߦ
ࠃࠆᒝ಄ළ߇ࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᄢ߈ߥ᳇᷷ૐਅ
߇ࠄࠇࠆ㑐᧲ᣇߩਛߢ߽᧲ޔ੩ḧㄝߣߘࠇએ
ᄖߢߘߩⷐ࿃߇⇣ߥߞߡࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇࠆ6ޕ
 ߹ߚޔ10JSTߢߩ㑐᧲ᣇߩḨ᷷ᐲ7ߩታᴫߪ߅
߅ߨ2͠એߢߞߚ߇ޔ㘑߇ᒙߊޔ⍴ᤨ㑆ߢᄢ
᳇߇ࠇᦧࠊࠆ⁁ᴫߢߪߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄޔ㒠᳓ߩ
⫳⊒ߦࠃߞߡ᳇᷷߇ૐਅߢ߈ࠆߩߪߘߩḨ᷷ᐲ
ߢࠆ2͠⒟ᐲ߹ߢߣ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޔߒ߆ߒޕ
ታᴫߢߪ㑐᧲ߩᐢ▸࿐ߢ0㨪1͠߹ߢૐਅߒߡ
ࠆߎߣ߆ࠄޔ㒠᳓ߩ⫳⊒ߛߌߢߪߥޔߩ಄ළḮ

3

6

㩿㪈㪀㩷 ᢙ୯੍ႎ䊝䊂䊦䈮䈍䈔䉎᳇᷷䈱ᤨ㑆ᄌൻ
ቶ(2012)ߦ␜ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦޔ᳇᷷ߪᾲജቇ
ߩᣇ⒟ᑼߦၮߠߡ੍ႎߐࠇߡ߅ࠅޔ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌ
ޟ⒖ᵹޟߣޠᢿᾲ❗⤘ᒛߦࠃࠆᄌൻޠ4ߣ
ൻ3ߪޔ
ޟ㕖ᢿᾲടᾲߩޠߦࠃߞߡߐࠇࠆ㧔ታߩᄢ᳇
ߢ߽หߓߢࠆ㧕ޕ
᷷ᐲߩᤨ㑆ᄌൻ₸ =
㧗 ᷷ᐲߩ⒖ᵹ
㧗 ᢿᾲ❗⤘ᒛߦࠃࠆᄌൻ₸
㧗 㕖ᢿᾲടᾲ₸

 ৻⥸ߦޟ㕖ᢿᾲടᾲޔߪߣޠㆊ⒟߿㔕ߩಝ⚿
⫳⊒ߦ߁ടᾲࠍᜰߔ߇ޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߢߪޔᩰ
ሶࠨࠗ࠭ࠃࠅ߽ዊߐࠬࠤ࡞ߩ⽎ੂ߫߃ޔᵹ
߿Ⓧ㔕ኻᵹߦࠃࠆᾲߩ㋦⋥ャㅍ߽ଢቱ⊛ߦ㕖ᢿᾲ
ടᾲߦࠆޕㅢᏱޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߢߪޔ⒖ᵹߣ
ᢿᾲ❗⤘ᒛߪജቇㆊ⒟ߢ⸘▚ߐࠇޔ㕖ᢿᾲടᾲ
ߪ‛ℂㆊ⒟ߢ⸘▚ߐࠇࠆޕGSM߅ࠃ߮MSMߢߪޔ
㕖ᢿᾲടᾲ₸ߪએਅߩ㗄ߦಽ⸃ߐࠇࠆޕ
㕖ᢿᾲടᾲ₸ =
㧗 ੂᵹߦ߁ᾲߩ㋦⋥ャㅍߦࠃࠆടᾲ₸
㧗 ᩰሶࠬࠤ࡞ߩಝ⚿⫳⊒Ⲣ⸃ߦࠃࠆടᾲ₸
㧗 Ⓧ㔕ኻᵹߦ߁ᾲߩ㋦⋥ャㅍߦࠃࠆടᾲ₸
㧗 㐳ᵄߦࠃࠆടᾲ₸
㧗 ⍴ᵄߦࠃࠆടᾲ₸

MSM ߢߪ᷷ࠍ੍ႎᄌᢙߣߒߡࠆ߇ޔ᷷ᐲߩᣇ߇⋥
ⷰ⊛ߢࠊ߆ࠅ߿ߔߊ ߚ߹ޔGSM ߣਗⴕߒߡ⼏⺰ߒ߿ߔߊ
ߔࠆߚޔMSM ߩਛߢ⸘▚ߐࠇࠆ᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߪޔ
ቯߩቯߩ߽ߣޔ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߦ឵▚ߒߡ⺰ߕࠆޕ
4 MSM ߩࠃ߁ߦ᷷ࠍ੍ႎᄌᢙߣߔࠇ߫ޔ᷷ߪᢿᾲㆊ
⒟ߦ߅ߌࠆሽ㊂ߢࠆߚޔ᷷ߩ੍ႎᣇ⒟ᑼߦߪᢿᾲ
❗ߦࠃࠆᄌൻ₸ߩ㗄ߪࠇߥޕ
5 ⫳⊒ߪࡕ࠺࡞ߩਛߩቯᑼߢߪ⽶ߩಝ⚿ߢࠆޕ

㑐᧲ߩᄥᐔᵗጯߢߪ╬᷷✢߇ධർߦિ߮ߡ߅ࠅߦߎߘޔ
᧲߆ࠄർർ᧲ߩ㘑߇็ߡࠆߩߎޕ㘑ߪ᷷ᐲᐲᏪࠍᥦ
߆ᣇ߆ࠄ಄ߚᣇߦᮮಾߞߡ߅ࠅޔᒙߥ߇ࠄ߽ᥦ᳇⒖
ᵹߦߥߞߡࠆޕർነࠅߩ㘑߇Ᏹߦኙ᳇⒖ᵹߦߥࠆࠊߌߢ
ߪߥߎߣߦᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
7 Ḩ᷷ᐲߣߪޔቯߩ⁁ᴫߩ߽ߣߢޔ᳓⫳᳇ࠍ⫳⊒ߐߖ
ߡᢿᾲ⊛ߦ಄ළߒޔ㘻ߦ㆐ߒߚᤨߩ᷷ᐲߢࠅߦ⊒⫳ޔ
߁಄ළߦࠃߞߡ㆐ߒ߁ࠆ᳇᷷ߩਅ㒢୯ߢࠆޕ
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࿑ 4.1.14 MSM㧔13 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯㧕ߩ㜞ᐲ 50m 㕙ߦ߅ߌࠆ㧔Ꮐ߆ࠄ㧕ജቇ㧔⒖ᵹ㧕
ޔႺ⇇ጀੂᵹャㅍޔ᳓⫳᳇ߩ
ಝ⚿㧔㔕᳓ߩ⫳⊒ࠍ㧕
ޔ㔎ߩ⫳⊒ޔ㔐ߩⲢ⸃ߦࠃࠆ᳇᷷ᄌൻ₸ߣߘߩว⸘㧔⿒㕍Ⴃࠅಽߌޔ೨ 1 ᤨ㑆ᐔဋޔන:K/
ᣣ㧕
ޕᲑ߆ࠄ 14 ᣣ 09, 10, 11, 12, 13, 14JST ࠍ੍ႎኻ⽎ᤨೞߣߔࠆ߽ߩޕฦ࿑ߩ✛ߩ╬୯✢㧔1͠㑆㓒ޔ5͠ߏߣ
ߦᄥ✢㧕
ޔ⍫⠀ᩮߪߘࠇߙࠇ 50m 㕙ߩ᷷ᐲޔ㘑ࠍ␜ߔޕἯ⦡ㇱಽߪ 50m ࠃࠅࡕ࠺࡞ᮡ㜞߇㜞㗔ၞࠍ␜ߔޕ

߇ߞߚߎߣ߇␜ໂߐࠇࠆޕ

␜ߔޕMSMߢߪޔ㒠᳓ߩ⫳⊒ߦࠃߞߡ㑐᧲ోၞߢ
಄ළߐࠇߡࠆߩߦട߃ޔ10JSTએ㒠ޔർ㑐᧲߆ࠄ
Ⲣ⸃ߦࠃࠆ㕖Ᏹߦᒝ಄ළ߇ධߦᐢ߇ߞߡ߅ࠅߘޔ
ߩᒝ಄ළߦኻᔕߒߡޔ᳇᷷߇ᕆỗߦૐਅߒߡࠆ
ߎߣ߇ࠊ߆ࠆߩߘޔߚ߹ޕ಄ළߦࠃߞߡ᧲ޔ੩ḧઃ
ㄭߦᒝ᷷ᐲᐲᏪ߇ᒻᚑߐࠇߦߎߘޔർ㘑߇็
ߚߎߣߦࠃࠆኙ᳇⒖ᵹߦࠃߞߡ᧲੩ḧઃㄭ߇಄ළ
ߐࠇߡࠆߎߣ߽ࠊ߆ࠆޕMSMߢߪᤨޔ㑆ߩߕࠇ
ߪࠆ߽ߩߩޔർ㑐᧲߿᧲੩ḧߦ߅ߌࠆᄢ߈ߥ᳇᷷
ૐਅࠍߒߡ߅ࠅޔታᴫߩ․ᓽߣࠃߊૃߡࠆޕ
৻ᣇޔGSMߢߪޔർ㑐᧲ߩⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇MSM
ࠃࠅᒙߊߚ߹ޔหߓ᷷ᐲᄌൻ₸㧔10K/ᣣ㧕ߩ㗔ၞ߇
ᐢ߇ߞߡࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕർ㑐᧲ߢߩ಄ළ߇ᒙ߆
ߞߚ⚿ᨐ᧲ޔ੩ḧઃㄭߩ⒖ᵹߦࠃࠆ಄ළ߽ዊߐߊߥ
ߞߚߣផኤߐࠇࠆޕ
 ർ㑐᧲߅ࠃ߮᧲੩ḧㄝࠍઍߔࠆὐߣߒߡ

㩿㪊㪀㩷㪤㪪㪤䊶㪞㪪㪤䈱᳇᷷䈱ᄌൻ₸䈱㆑䈇㩷
 એਅޔ೨ᣣߦࡕ࠺࡞ߢ㒠㔐ࠍ੍ႎߢ߈ߚ߆ߣ߁
ⷰὐߢޔGSMߪ13ᣣ00UTCೋᦼ୯ޔMSMߪ13ᣣ
03UTCೋᦼ୯ߩ੍ႎ⚿ᨐࠍ⸃ᨆߔࠆޕ
ߔߢߦ╙ޔ4.1.4㗄ߢ␜ߒߚࠃ߁ߦߩߎޔᲑ㓏ߢߪ
㒠᳓ࠍ߽ߚࠄߒߚධጯૐ᳇ߩㅴⴕ⋧߇߿߿ㆃ
ࠇߡߚ߽ߩߩޔ14ᣣ18JST߹ߢߩ24ᤨ㑆ߢ60mm
ࠍ߃ࠆ㒠᳓㊂ߪߨ߅߅ޔታᴫߣࡕ࠺࡞ߢว⥌ߒ
ߡߚޕ
 MSMޔGSMߘࠇߙࠇߢ⸘▚ߐࠇߚߦㄭ㜞
ᐲ㧔MSMߪ50m㕙ޔGSMߪ990hPa㕙㧕ߦ߅ߌࠆ⒖
ᵹੂޔᵹャㅍޔಝ⚿㧔㔕᳓ߩ⫳⊒㧕ޔ㔎ߩ⫳⊒߅ޔ
ࠃ߮Ⲣ⸃ߦࠃࠆ᷷ᐲߩᤨ㑆ᄌൻ₸㧔೨1ᤨ㑆ᐔဋ㧕
ࠍޔ09JST㨪14JSTߦߟߡ࿑4.1.14ߣ࿑4.1.15ߦ
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࿑ 4.1.15 ࿑ 4.1.14 ߣหߓޕૉߒޔGSM ߩ 990hPa 㕙ߢߩฦㆊ⒟ߩ᳇᷷ᄌൻ₸ޔ᳇᷷ޔ㘑ޕἯ⦡ㇱಽߪ㕙᳇߇
990hPa ࠃࠅૐ㗔ၞࠍ␜ߔ㧔ᤨ㑆ߦࠃߞߡᄌൻߔࠆ㧕
ޕ

࿑ 4.1.16 ᾢ⼱㧔Ꮐ㧕ߣ᧲੩㧔ฝ㧕ߦ߅ߌࠆ MSM㧔Ბ㧕ߣ GSM㧔ਅᲑ㧕ߩ᳇੍᷷ႎ୯ߣࠕࡔ࠳᷹ࠬⷰ୯ޕᮮ
ゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔14 ᣣޔJST㧕ࠍ␜ߔߩࠇߙࠇߘޕ࿑ߢ⨥⦡ߪ᷹ⷰ୯ޔMSM ߩ࿑ߢ⿒ޔ⎕✢ߪ 13 ᣣ 03UTC ೋ
ᦼ୯ޔ㕍⎕✢ߪ 13 ᣣ 21UTC ೋᦼ୯ߩ੍ႎޔGSM ߩ࿑ߢ⿒⎕✢ߪᬺ㧔࡞࠴ࡦޔၮḰታ㛎㧕
ޔ㕍⎕✢ߪኻᾖታ
㛎ߩ੍ႎ୯ࠍ␜ߔޕ

ᾢ⼱߅ࠃ߮᧲੩ࠍㆬ߮ޔవߦㅀߴߚߎߣࠍ⚦ߦ⸃
ᨆߔࠆߩߎޔߕ߹ޕ2ὐߦ߅ߌࠆGSMߣMSMߩ
᳇᷷ߩᤨ♽ࠍ࿑4.1.16ߦ␜ߔ㧔ߘࠇߙࠇߩᬺ
ࡕ࠺࡞ߩ੍ᗐߪ⿒⎕✢ߦኻᔕ㧕ޔߣࠆࠃߦࠇߎޕGSM

ߪਔὐߢߩ᳇᷷ߩૐਅࠍ߶ߣࠎߤ੍ᗐߢ߈ߡ
ߥߩߦኻߒޔMSMߢߪޔ
㧔ߦㅀߴߚࠃ߁ߦᤨޔ
㑆ߩㆃࠇߪࠆ߽ߩߩ㧕᳇᷷ૐਅࠍߒߡߚߎ
ߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
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࿑ 4.1.17 ᾢ⼱㧔 2 Ბ㧕
᧲ޔ੩㧔ਅ 2 Ბ㧕ߦ߅ߌࠆ MSM㧔ฦᲑ㧕ߣ GSM㧔ฦਅᲑ㧕ߩฦㆊ⒟ߩ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸㧔⿒
㕍Ⴃࠅಽߌ㧕
ޔ᳇᷷㧔✛ߩ╬୯✢㧔2K ߅߈㧕
ޔ0͠ߩ╬୯✢ߪ⿒㧕ߩ㋦⋥ᤨ㑆ᢿ㕙࿑ޕฦ࿑ޔᮮゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔14
ᣣޔJST㧕ࠍ␜ߒޔฝ߆ࠄᏀ߳ߣᤨ㑆ߪ⚻ㆊߔࠆ㧔ฝ┵ߪ 14 ᣣ 07JST ߦኻᔕ㧕
❑ޕゲߪ㜞ᐲ㧔න:m㧕
ޔ߅ߥޕTOTAL
㧔ว⸘㧕ߦߪߎߎߦ␜ߒߡߥⓍ㔕ኻᵹޔ⍴ᵄ㐳ᵄߦࠃࠆነਈࠍࠎߢࠆ㧔એਅห᭽)ޕ

 ߘߩᏅߩේ࿃ࠍតࠆߚߦޔ
ߎߩ 2 ὐߦߟߡޔ
MSM ߣ GSM ߘࠇߙࠇߢ⸘▚ߐࠇߡࠆฦࡊࡠ
ࠬߩ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ߩ㋦⋥ᤨ㑆ᢿ㕙ࠍ࿑ 4.1.17 ߦ
␜ߔࠆࠃߦ⸃Ⲣޕ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߦᵈ⋡ߔࠆߣޔ
MSM ߢߪޔૐ᳇ߦ߽ߚࠄߐࠇߚ᳖⋧ߩ᳓߇ޔ0͠
✢ߩਅߢⲢߌߡᾲࠍๆߒߡ಄ළߒߡ߅ࠅޔ㕖Ᏹߦ
ᒝ㧔ᦨᄢ 150K/ᣣ㧕಄ළጀ߇⭯ጀߦ㓸ਛߒߡ
ࠆࠆࠃߦ⸃Ⲣޕ಄ළߦኻᔕߔࠆߣߎࠈߦߪಝ⚿ߦࠃ
ࠆടᾲ߽ࠄࠇࠆ৻ޕᣇޔGSM ߢߪޔ0͠✢ߩਅߢ
Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළߦࠇߘޔኻᔕߔࠆಝ⚿ߦࠃࠆടᾲ߇
ࠄࠇࠆߎߣߪ MSM ߣหߓߢࠆ߇ߩߘޔ಄ළߪ
MSM ߦᲧߴߡ㕖Ᏹߦዊߐߊ㧔10K/ᣣ㧕
ޔMSM ࠃࠅ
ෘጀౝߦಽᏓߒߡࠆޕᾢ⼱ߦ߅ߌࠆ MSM ߩ੍
ᗐߢߪޔಝ⚿ߦࠃࠆടᾲࠃࠅⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇ᄢ߈
ߊߥߞߚ⚿ᨐޔ0͠✢ࠍᤨ㑆⚻ㆊߣߣ߽ߦ㒠ਅߐߖ

81

ߡࠆ᭽ሶ߇ࠊ߆ࠆߦࠇߘޕኻߒߡޔGSM ߢߪޔ
07JST ᤨὐߢ 0͠✢ߩ⟎߇㜞ߦⲢ⸃ߦࠃࠆ಄
ළ߇ᒙޕኙ᳇⒖ᵹߦࠃߞߡ 10JST ߏࠈ߹ߢ 0͠✢
ࠍਅ㒠ߐߖߡߪࠆ߽ߩߩߩߘޔਅ㒠ߪ MSM ߦ
Ყߴߡዊߐߊ⚿ߩߘޔᨐޔઃㄭߩ᳇᷷߇ਅ߇ࠄ
ߥ߆ߞߚ৻ޕᣇ᧲ޔ੩ߦ߅ߌࠆ MSM ߩ੍ᗐߢߪޔ
14 ᣣ 09JST ߆ࠄ 12JST ߦ߆ߌߡ 0͠✢߇㜞ᐲ⚂
1200m ߩ⟎ߦ⛽ᜬߐࠇߡ߅ࠅޔ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸
ߩ✚߇ᒰㇱಽߢ߶߷ࡠߦߥߞߡࠆߎߣߣኻ
ᔕߒߡࠆࠆࠃߦ⸃Ⲣޔߪࠇߎޕᒝ಄ළߪࠆ߽
ߩߩࠍࠇߘޔਥߦಝ⚿ߦࠃࠆടᾲ߇ᛂߜᶖߒߡ㊒ࠅ
วߞߡࠆ⁁ᘒߦࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ14JST ߹
ߢߩ 1 ᤨ㑆ߦߩߘޔ㊒ࠅว߇፣ࠇߡᕆỗߦ಄ළߐ
ࠇߚ⚿ᨐޔ0͠✢߇㜞ᐲ 200m ઃㄭߦ߹ߢૐਅߒߡ
߅ࠅ ߇ࠇߎޔMSM ߩ੍ᗐߦ߅ߌࠆ᧲੩ߩᕆỗߥ᳇

࿑ 4.1.18 ᾢ⼱ߩᶏ㕙㜞ᐲ 60m㧔Ꮐ㧕ߣ᧲੩ߩᶏ㕙㜞ᐲ 40m㧔ฝ㧕ߦ߅ߌࠆ MSM㧔Ბ㧕ߣ GSM㧔ਅᲑ㧕ߩฦㆊ⒟
ߩ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ߩᤨ♽ޕᮮゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ㧔14 ᣣޔJST㧕ޕ

᷷ૐਅߦኻᔕߔࠆߦࠇߘޕኻߒޔGSM ߢ߽ 0͠✢߇
ᕆỗߦਅ㒠ߔࠆᤨ㑆Ꮺߪࠆ߽ߩߩޔᾢ⼱ห᭽ޔ
07JST ߩᤨὐߢߩ 0͠✢ߩ⟎߇ MSM ࠃࠅ߿߿㜞
ߊޔ0͠✢ߩ㒠ਅ߽ዊߐ߆ߞߚޕ
 㕙ߦㄭᄢ᳇ߩ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ࠍࠆߣޔᄛ
㑆ߦߪ಄ළߦࠃߞߡ㕙᷷ᐲ߇ᄢ᳇᷷ᐲࠃ
ࠅૐߊߥߞߚߚޔႺ⇇ጀੂᵹߦࠃࠆャㅍߦࠃߞߡ
㕙ઃㄭߩᄢ᳇ߪ಄ළߐࠇߡߚ߇㧔࿑⇛㧕ޔ㒠
᳓ߩ⫳⊒߿ኙ᳇⒖ᵹߦࠃߞߡᄢ᳇߇ᦝߦ಄ළߐࠇ
ߡߡ߇߿ޔGSMMSMߣ߽ߦ06JSTߏࠈߦߪ
㕙᷷ᐲߩᣇ߇ᄢ᳇᷷ᐲࠃࠅ㜞ߊߥࠅޔႺ⇇ጀੂᵹߦ
ࠃࠆ᳇᷷ᄌൻߪടᾲߦォߓߚޕMSMߢߪޔ0͠✢߇
㒠ਅߒߡㄭߊߦⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළጀ߇ਅ߇ߞߡ
߈ߚߩߦኻᔕߒߡޔႺ⇇ጀੂᵹャㅍߦࠃࠆᒝടᾲ
߇㕙ઃㄭߢࠄࠇࠆ߇߷߶ߪࠄࠇߎޔ㊒ࠅวߞ
ߡ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ߩ✚ߪᄢ߈ߊߪߥޕ
GSMߢ߽ห᭽ߩะ߇ࠄࠇࠆ߇ࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ಄
ළ߇ዊߐߎߣߦኻᔕߒߡႺ⇇ጀੂᵹャㅍߦࠃࠆ
ടᾲ߽MSMࠃࠅዊߐߊߥߞߡࠆޔ߅ߥޕ㐳ᵄ
ޔ⍴ᵄޔⓍ㔕ኻᵹࠬࠠࡓߦ߁ടᾲߪߔޔ
ߢߦ⠨ኤߒߚࠃ߁ߦߦߩ߽ࠆࠃߦ⸃Ⲣ߿⊒⫳ޔᲧߴ

ߡ⋧ኻ⊛ߦዊߐ߆ߞߚ㧔࿑⇛㧕
ޕ
 ߐࠄߦޔᄢ᳇ᦨਅጀઃㄭߢߩ᭽ሶࠍߒߊࠆߚ
ޔ2ὐߩ㕙ઃㄭߩ㜞ᐲߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߩᄌൻ
₸ߩฦㆊ⒟߆ࠄߩነਈࠍޔGSMޔMSMߘࠇߙࠇߦ
ߟߡᤨ♽ߢ␜ߔ㧔࿑4.1.18㧕ޕMSMߢߪޔᾢ⼱
ߦ߅ߡࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ಄ළ߇వⴕߒߡ᳇᷷ࠍᕆỗߦ
ਅߍߚᓟޔዋߒㆃࠇߡႺ⇇ጀߩടᾲ߇ᄢ߈ߊߥࠅޔ
Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළߣ߶߷㊒ࠅวߞߡࠆ৻ޕᣇ᧲ޔ੩
ߦ߅ߡߪޔኙ᳇⒖ᵹߦࠃࠆ಄ළߦࠃߞߡઃㄭ
ߦ߹ߢ㔐߇㆐ߔࠆࠃ߁ߥ᳇᷷߹ߢૐਅߒߚߩߜߘޔ
ࠇߦዋߒㆃࠇߡⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇ᄢ߈ߊߥࠅࠄߐޔ
ߦዋߒㆃࠇߡႺ⇇ጀߩടᾲ߇ᄢ߈ߊߥߞߡޔኙ᳇⒖
ᵹ߿Ⲣ⸃ߩ಄ළߥߤߣ㊒ࠅวߞߡࠆޕᾢ⼱᧲ޔ੩
ߣ߽ߦޔᄢ߈ߥ಄ළߩߩߜߦߪߩߊࠄ߫ߒޔ㑆ޔ᳇
᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸߇߶߷ࡠߣߥࠆᤨ㑆Ꮺ߇ࠅߘޔ
ࠇߦኻᔕߒߡޔ᳇᷷߇৻ቯߢࠆ⁁ᘒ߇᷹ⷰߐ
ࠇߡࠆޕMSMߢߪ⁁ߩߘޔᴫࠍ♖ᐲࠃߊ੍ᗐߒ
ߡࠆޕ
৻ᣇޔGSMߩ⫳⊒Ⲣ⸃ߦࠃࠆടᾲ₸ߪ߶߷৻ቯ
㧔10K/ᣣ㧕ߣߥߞߡࠆޕGSMߪ㐳ᤨ㑆ೞߺ
㧔600⑽㧕ߢቯߦⓍಽߢ߈ࠆࠃ߁ߦޔ߮ࠃ߅⊒⫳ޔ
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࿑ 4.1.19 ᨰߦ߅ߌࠆ MSM ߩ 13 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯㧔Ბ㧕ߣ 13 ᣣ 21UTC ೋᦼ୯㧔ਅᲑ㧕߆ࠄߩ੍ႎߩฦㆊ⒟ߩ᳇
᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ޔ᳇᷷ߩ㋦⋥ᤨ㑆ᢿ㕙ޕ࿑ߩᣇߪ࿑ 4.1.17 ߣหߓޕ᩶⦡ߩ⎕✢ߪߩ࠼ࡦࡃ࠼ࠗࡉޔඨᓘ߆ࠄផቯ
ߒߚⲢ⸃ጀߩ㜞ᐲࠍ␜ߔޕ

Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළ₸ࠍߘࠇߙࠇᦨᄢ10K/ᣣߦ㒢ߒ
ߡ߅ࠅᧄޔߢߪߘߩ㒢ߦ㆐ߒߚߚ⊒⫳ޔ
Ⲣ⸃ߦࠃࠆነਈࠍวࠊߖߚ㔕ㆊ⒟ߦࠃࠆടᾲ₸߇
ࡕ࠺࡞ߩฦጀߢ20K/ᣣߢ㗡ᛂߜߣߥߞߡࠆ⸃Ⲣޕ
㧔⫳⊒㧕ᾲߩ㒢ߦኻᔕߒߡ⸃Ⲣޔ㧔⫳⊒㧕ߔࠆ㔐
㧔㔎㧕ߩ㊂߽ޔฦጀߢ10K/ᣣߩⲢ⸃㧔⫳⊒㧕ᾲߦኻ
ᔕߔࠆ㊂߇㒢ߣߥߞߡ߅ࠅߩߘޔ㒢୯ߦࠃߞߡ
Ⲣ⸃㧔⫳⊒㧕ߒ߈ࠇߥ߆ߞߚ㔐㧔㔎㧕ߪߩߘޔਅߩ
ጀߢⲢ⸃㧔⫳⊒㧕ߒߡࠆ⚿ߩߘޕᨐߦ․ޔᾲ㊂߇
ᄢ߈Ⲣ⸃ߢߪޔ0͠✢ߩਅ߆ࠄઃㄭ߹ߢޔ10K/
ᣣߩ಄ළ߇㋦⋥ᣇะߦᐢߊಽᏓߒߡࠆߎߣ߇࿑
4.1.17ߩGSMߩⲢ⸃ߦࠃࠆ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸߆ࠄ
⍎ߦࠊ߆ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦࠆޔ⒟ᐲߩ㒠᳓㊂߇ߞߡ8߿⊒⫳ޔ
Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළ₸߇10K/ᣣߦ㆐ߒߡߒ߹߁ߣ⊒⫳ޔ
߿Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇ᧄ᧪ࠃࠅਅጀߦ߹ߢᐢ߇ߞߡޔ
ਅጀߢ಄ළ߇ㆊߣߥࠅޔઃㄭߩ᳇᷷߇ૐߦ
੍ᗐߐࠇࠆߎߣ߇ࠆޕታ㓙ߦޔ࿑4.1.21㧔Ꮐ㧕ߦ
␜ߒߚࠃ߁ߦޔ㒠᳓߇ᆎ߹ࠆߎࠈߩGSMߩ᳇᷷ߩᤨ
㑆ᄌൻߪߛ߹ޔઃㄭߢߪⲢ⸃ᾲߦࠃࠆ಄ළࠍฃ

ߌߡߥMSMߦᲧߴߡᄢ߈ߊޔ14ᣣ03JST߆ࠄ
09JSTߦ߆ߌߡߪGSMߩᣇ߇᳇᷷߇ૐߊߥߞ
ߡࠆߪࠇߎޕਅጀ߹ߢᐢ߇ߞߚⲢ⸃ᾲࠍḮߣߔ
ࠆ಄ළ߇ነਈߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
৻ᣇޔMSM߇ߒߡߚࠃ߁ߦࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ
಄ළ߇ᡰ㈩⊛ߦߥࠆ႐วߦߪޔGSMߪߘߩ㒢୯ߦ
ࠃߞߡ಄ළ߇ᛥߐࠇߡߒ߹ߩߘޔ಄ළߦࠃࠆᕆ
ỗߥ᳇᷷ૐਅࠍߢ߈ߥᧄޕߢ߽ߦ⸃Ⲣޔ
ࠃࠆ಄ළ߇ߐࠇߡߥ߆ߞߚߚߦޔ㒠㔐ߦ⥋
ࠆ߶ߤߩᕆỗߥ᳇᷷ߩૐਅࠍ੍ᗐߢ߈ߥ߆ߞ
ߚ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㩿㪋㪀㩷㪤㪪㪤䈱᳇᷷ૐਅ䈱ㆃ䉏䈱ේ࿃㩷
ߎߎ߹ߢߡ߈ߚࠃ߁ߦޔMSMߢߪޔ᳇᷷ߩᕆ
ỗߥૐਅߩߘ߮ࠃ߅ޔᓟߩ᳇᷷ߩ৻ቯ⁁ᘒߩ⛮⛯ߦ
ߟߡߪߒߡߚ߽ߩߩޔ᳇᷷ߩૐਅߩ࠲ࠗࡒ
ࡦࠣ߇ታᴫࠃࠅ2㨪3ᤨ㑆ㆃࠇߡߚޕᰴߦߩߘޔේ
࿃ߦߟߡតࠆޕ
 ࿑4.1.4ߩ࠳↹ߢߪ᧲ޔ੩࠳߇ࠆ
ජ⪲⋵ᨰᏒ㧔ห࿑ߩᤊශ㧕ࠍਛᔃߦ⁁ߩᒝࠛࠦ
߇ࠄࠇࠆߣ࠼ࡦࡃ࠻ࠗࡉޔߪࠇߎޕ߫ࠇࠆ
߽ߩߢ⸃Ⲣޔጀ߇࠳ࡆࡓࠍᒝߊߔࠆߎ
ߣ߆ࠄࠇࠆ߽ߩߢࠆߩ࠼ࡦࡃ࠻ࠗࡉߩߎޕ
ᒻߩ㗔ၞߪᤨޔ㑆ߩ⚻ㆊߣߣ߽ߦዊߐߊߥߞߡࠆޕ

8

1 ᤨ㑆㒠᳓㊂ 10mm ⋧ᒰߩ࿕㒠᳓߇ઃㄭߩෘߐ
1000m ߩጀߢోߡဋ৻ߦⲢ⸃ߔࠆߣޔടᾲ₸ߪ⚂ 70K/
ᣣߣߥࠆޕ
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࿑ 4.1.20 MSM ߦࠃࠆ 14 ᣣ 01UTC (10JST) ߦ߅ߌࠆ(a)㜞ᐲ 1000m 㕙ߢߩ㋦⋥ㅦᐲ㧔⿒:ᵹޔ㕍:ਅ㒠ᵹ㧕
ޔ㜞
ᐲ 300m 㕙ߢߩ㘑㧔㕍ߩ⍫⠀ᩮޔන:ࡁ࠶࠻㧕ߩ 13 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯ߩ੍ႎ(ޕb) (a)ߣหߓޔߒߛߚޔ13 ᣣ 21UTC
ೋᦼ୯ߩ੍ႎ(ޕc) 㜞ᐲ 300m 㕙ߢߩ᳓ᐔ⊒ᢔ㧔⿒:⊒ᢔޔ㕍:᧤㧕ߣ㘑㧔(a)ߣหߓ㧕ߩ 13 ᣣ 03UTC ೋᦼ୯ߩ੍
ႎ(ޔd) (c) ߣหߓޔߒߛߚޔ13 ᣣ 21 UTC ೋᦼ୯ߩ੍ႎ(ޕe) (c)ߣหߓ ߒߛߚޔ975hPa 㕙ߢߩᲤᤨᄢ᳇⸃ᨆޕฦ
࿑ߩ᳓⦡ߩශߪ᧲੩࠳㧔ᨰ㧕ߩ⟎ࠍ␜ߔޕ

ߎࠇߪ⸃Ⲣޔጀ߇ਅ㒠ߒߡࠆߎߣࠍᗧߒޔవߦ
ߚࡕ࠺࡞ߩਛߢߩ᳇᷷ૐਅߩࡊࡠࠬߣหߓឬ
ߢࠆޕᨰߦ߅ߌࠆMSMฦࡊࡠࠬߩ᳇᷷ߩᤨ
㑆ᄌൻ₸ޔMSM߇੍ᗐߔࠆ᳇᷷࠻ࠗࡉ߮ࠃ߅ޔ
ࡃࡦ࠼ߩᒻߩ㗔ၞߩඨᓘ߆ࠄផ᷹ߒߚ9Ⲣ⸃ጀߩ
㜞ᐲࠍ␜ߒߚߩ߇ޔ࿑4.1.19㧔Ბ㧕ߢࠆ⸃Ⲣޕ
ጀ߇0͠✢ߩ⋥ਅߦ߶߷ኻᔕߔࠆߣߔࠇ߫⸃Ⲣޔጀ
߇ᓢߦޘૐਅߒߡࠆߩߦኻߒޔMSMߢߪ᧲੩ߣ
ห᭽ߦⲢ⸃ጀ߇৻ቯߩ㜞ᐲࠍᢙᤨ㑆⛽ᜬߒߚᓟޔᕆ
ỗߦਅ㒠ߒߡ߅ࠅ߇ࠣࡦࡒࠗ࠲ߩߘޔታᴫߦᲧߴߡ
ㆃࠇߡࠆࠃ߁ߢࠆޕ
 Ⲣ⸃ߦࠃߞߡᄢ᳇߇಄ළߐࠇࠆߣޔ㘻᳓⫳᳇㊂
߇ዊߐߊߥࠆߎߣ߆ࠄޔ㘻⁁ᘒߦߥߞߡߚⓨ᳇
߆ࠄߪಝ⚿߇⊒↢ߔࠆޔߚ߹ޕᵹ߇ࠆ႐ว߽
㧔ⓨߩᣇ߇᳇߇ૐߚߦ㧕ᢿᾲ⤘ᒛߦࠃࠅ಄
ළߐࠇޔห᭽ߦ㘻᳓⫳᳇㊂ߪዊߐߊߥࠆޕታ㓙ޔ
ᵹߩᄢ߈ߐߣಝ⚿ߦࠃࠆടᾲߪㅪേߒߡ߅ࠅޔ
ᵹ߇ᒙ߹ߞߚ࠲ࠗࡒࡦࠣߢಝ⚿ᾲ߇ዊߐߊߥ
ߞߚߎߣߦࠃࠅⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇ᄢ߈ߊߥࠅޔ0͠
✢߇ᕆỗߦਅ㒠ߒߚߎߣ߇ࠊ߆ߞߡࠆ㧔࿑⇛㧕ޕ

ಝ⚿ߦࠃࠆടᾲ߇ᄢ߈㜞ᐲ1000mߦ߅ߌࠆ
ᵹߩᐔ㕙⊛ߥಽᏓࠍߺࠆߣ㧔࿑4.1.20(a)㧕ޔᨰઃㄭ
ߦߪ᧤Ꮺ㧔࿑4.1.20(c)㧕ߦ߁10㨪30cm/s⒟ᐲߩ
ᵹ߇ࠅޔർ㑐᧲ߦߟߡ߽ᵹ߇੍ᗐߐࠇ
ߡࠆޔߒ߆ߒޕᲤᤨᄢ᳇⸃ᨆ㧔࿑4.1.20(e)㧕ߦࠃ
ࠇ߫ߩߘޔ᧤Ꮺߪታᴫߢߪධߦߕࠇߡ߅ࠅޔMSM
߇੍ᗐߒߚᨰ߿ർ㑐᧲ߦ߅ߌࠆᵹߪታᴫߢߪ
ሽߒߥߪߚ߹ޔᒙ߆ߞߚߩߢߪߥ߆ߣផ᷹ߐ
ࠇࠆߩߎޕ10cm/s⒟ᐲߩᵹ߇ಝ⚿ᾲࠍ↢ߺޔ಄
ළࠍᅹߍࠆߥߤޔ᳇᷷ߩᕆỗߥૐਅߩߩήߦ
㑐ଥߒߡߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔ઃ㍳ෳᾖ㧕ޕ
 ߎߩታᴫߦߥ᧤ၞ㧔ᵹၞ㧕ߩ↢ᚑߪޔධ
ጯૐ᳇ߩ⋧ߩㆃࠇߦ㑐ଥߒߡࠆޕታ㓙ߦޔ13
ᣣ21UTCೋᦼ୯ߩMSMߢߪޔධጯૐ᳇ߩㅴⴕ
⋧ޔ᧤ၞߩ⟎ߪታᴫߣวߞߡ߅ࠅ㧔࿑4.1.20(d)
ߣ(e)㧕
ޔ13ᣣ03UTCೋᦼ୯ߦᲧߴߡᵹߩᄢ߈ߐ
߽ዊߐ(࿑4.1.20(b))ߩߎޔߒ߆ߒޕೋᦼ୯ߦ߅
ߡ߽ޔ03UTCೋᦼ୯ࠃࠅߪዊߐ߽ߩߩ᳇᷷ૐਅߩ
ㆃࠇ߇ࠄࠇߡࠆ㧔࿑4.1.16ߩMSMߩ࿑ߩ㕍⎕
✢㧕ߩߎޕೋᦼ୯ߩMSMߦߟߡޔ13ᣣ03UTCೋᦼ
୯ߣห᭽ߦޔᨰߦ߅ߌࠆᤨ㑆ᄌൻ₸ߣ0͠✢ߩേะ
ࠍߡߺࠆߣ㧔࿑4.1.19㧔ਅᲑ)㧕ޔ0͠✢ࠍ৻ቯ㜞ᐲ

9

ߎߎߢߪ᧲ޔ੩࠳ߩᭂᐳᮡ࠺࠲ߢ߽ࠦࠛᦨޔ
ᒝᐲ߇ᒝߩඨᓘࠍࡉࠗ࠻ࡃࡦ࠼ߩඨᓘߣߒߚޕ
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࿑ 4.1.21 1  13 ᣣ㨪14 ᣣ㧔Ꮐ㧕
ޔ1  21 ᣣ㨪22 ᣣ㧔ਛᄩ㧕
ޔ2  5 ᣣ㨪6 ᣣ㧔ฝ㧕ߩ MSM ੍ႎ㧔⿒㧕
ޔGSM ੍ႎ
㧔㕍㧕
ⷰࠬ࠳ࡔࠕޔ᷹㧔✛㧕ߦࠃࠆ᧲੩ߩ᳇᷷㧔᛬ࠇ✢ࠣࡈޔᏀ❑ゲ㧕ߣ㒠᳓㊂㧔ࠣࡈޔฝ❑ゲ㧕ߩᤨ♽ޕ
ᮮゲߪ੍ႎኻ⽎ᤨೞ(JST)ޕ

ߦ⛽ᜬߒߚ03UTCೋᦼ୯ߣ⇣ߥࠅޔ21UTCೋᦼ୯
ߢߪޔ0͠✢ߪᤨ㑆⚻ㆊߣߣ߽ߦਅ㒠ߒߡࠆ߇㧔᧲
੩ߢ߽ห᭽㧔࿑⇛㧕㧕
ߡߞࠃߦ࠼ࡦࡃ࠼ࠗࡉޔផቯ
ߒߚ0͠✢ߣᲧߴࠆߣޔਅ㒠߇3ᤨ㑆⒟ᐲㆃࠇߡࠆޕ
ߒ߆ߒޔਅ㒠ㅦᐲ⥄ߪࠄ߆࠼ࡦࡃ࠻ࠗࡉޔផቯ
ߒߚ୯ߣࠃߊวߞߡࠆޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕ᳇
᷷ૐਅ߇ㆃࠇߚේ࿃ߪޔೋᦼ୯ߩ0͠✢ߩ㜞ᐲ߇ታ
ᴫࠃࠅ㜞߆ߞߚߚߣផኤߐࠇࠆ࠼ࡦࡃ࠻ࠗࡉޕ
߆ࠄផቯߒߚ0͠✢ߩ㜞ᐲߦ߇ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒ
ߡ߽ޔ07JSTߦ߅ߌࠆࡕ࠺࡞ߩ0͠✢ߩ㜞ߐߪࡉ
ࠗ࠻ࡃࡦ࠼߆ࠄߩផቯ୯ߦᲧߴߡ㜞ⷙⷰ✚ޕᮨߩ
႐ߣᵹߩಽᏓ߇ታᴫߦㄭߊߥߞߚߚߦޔฦࡊ
ࡠࠬߩടᾲߣ಄ළߩࡃࡦࠬ߇ታߦㄭߊߥࠅޔ
ታ㓙ߦ0͠✢ߩ㒠ਅㅦᐲߪࡉࠗ࠻ࡃࡦ࠼߆ࠄផቯ
ߒߚታᴫߣㄭ߽ߩߦߥߞߚߩ࡞࠺ࡕޔߒ߆ߒޕೋ
ᦼ୯ࠍᚑߔࠆࡔ࠰⸃ᨆߢߪ৻╙ޔផቯ୯ࠍਈ߃ࠆ
ߘࠇએ೨ߩ੍ႎߢ߽0͠✢ߩૐਅࠍ੍ᗐߢ߈ߡߥ
߆ߞߚߎߣߦട߃ୃࠍࠇߘޔᱜߔࠆ᷹ⷰ࠺࠲߽ਲ
ߒߎߣ߆ࠄޔೋᦼ୯ߦ߅ߌࠆ0͠✢ߩ㜞ߐߩ⺋Ꮕ
߇ᄢ߈ߊߥࠅ⚿ޔᨐ⊛ߦ㕙ઃㄭߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߩ
ૐਅߩ੍ᗐߩㆃࠇߦߟߥ߇ߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔ㔐ࠍ߽ߚࠄߔ᳇᷷ૐਅߩࡊࡠࠬߦ
ߪߩ࡞࠺ࡕޔਛߢਇ⏕ታᕈ߇ᄢ߈ⶄᢙߩⷐ࿃߇㑐
ଥߒߡࠆޕ10cm/s⒟ᐲߩᵹ߇Ⲣ⸃ጀઃㄭߩ᳇
᷷ߩേะࠍᏀฝߒޔ0͠✢ߩ㜞ᐲߪߘߩᓟߩ᳇᷷ૐ
ਅߩേะߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߩߎޔߚ߹ޕߢ
߽ࠄࠇߚࠃ߁ߦߡߞࠃߦ⸃Ⲣ߿⊒⫳ޔᄢ᳇߇಄ළ
ߐࠇޔ㕙᷷ᐲࠃࠅᄢ᳇ߩ᷷ᐲ߇ૐߊߥࠇ߫ޔႺ
⇇ጀ߆ࠄߩടᾲ߇ടࠊࠅ᳇᷷ߩૐਅࠍᅹߍࠆߣߚޕ
߃߫ࡕ࠺࡞ߩ㕙᷷ᐲ߇ታᴫࠃࠅ㜞ߌࠇ߫ޔታᴫ
߶ߤ᳇᷷߇ਅ߇ࠄߕߦ৻߷߶ޔቯߩ᳇᷷߇⛽ᜬߐࠇ
ࠆߎߣ߽ࠆޔߚ߹ޕ㕙᷷ᐲߪߘࠇ߹ߢߩ੍ᗐ
ߩ⚻ㆊ㧔ߘࠇએ೨ߩᣣਛߩടᾲ߿ᄛ㑆ߩ಄ළ㧕ߦ߽
ᓇ㗀ߐࠇࠆޕ㒠㔐ߦ⥋ࠆࡊࡠࠬߪⶄ㔀ߢࠅ߆ޔ
ߟߦߩࠬࡠࡊߩߘޔਇ⏕ታᕈ߇ࠆߎߣࠍᔨ
㗡ߦ߅ߡ߇ߣߎࠆߔ㉼⸃ࠍ࡞࠺ࡕޔ㊀ⷐߢࠆޕ
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㩿㪌㪀㩷 ઁ䈱ධጯૐ᳇䈪䈱ᬌ⸽㩷
 ߎࠇ߹ߢߦ⏕ߢ߈ߚ㒠㔐ߦ⥋ࠆࡊࡠࠬࠍ〯
߹߃ߩઁޔධጯૐ᳇ߩߦߟߡ߽ޔએਅߢ◲
නߦᬌ⸽ߔࠆޕ

㩿㫀㪀㩷㪉㪇㪈㪊ᐕ㪈㪉㪈ᣣ䈱㩷
 2013ᐕ120ᣣ߆ࠄ21ᣣߦ߆ߌߡᧄޔᎺߩධጯࠍ
ૐ᳇߇ㅢㆊߒߚޕૐ᳇ߩ⊒㆐ߩᐲวߣߒߡߪޔ
2013ᐕ114ᣣࠃࠅ߽ዊߐ߆ߞߚޕૐ᳇ߦవⴕߔ
ࠆ㒠᳓߇㔐ߣߥࠆߎߣ߽ᗐቯߐࠇߚ߇ޔታ㓙ߦߪ㔐
ߦߪߥࠄߕޔ㔎ߣߥߞߚޕ࿑4.1.21㧔ਛᄩ㧕ߪߎߩ
ߩ᧲੩ߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߣ㒠᳓㊂ߩ᷹ⷰ୯ޔ
GSM੍ᗐ୯߮ࠃ߅ޔMSM੍ᗐ୯ߩᤨ♽ߢࠆޕ
ࡕ࠺࡞ߩ᳇᷷ߪ21ᣣߩᄛએ㒠ޔGSM߇ታᴫࠃࠅૐޔ
MSM߇ታᴫࠃࠅ㜞ߦផ⒖ߒߡࠆ߽ߩߩޔߨ
ታᴫߦㅊ㓐ߒߡ߅ࠅޔ᳇᷷߇2͠ࠍਅ࿁ࠆߎߣߪߥ
߆ߞߚ᧲ޕ੩ߩઃㄭߩ㒠᳓߇ᆎ߹ࠆᤨೞߢߩḨ
᷷ᐲߩታᴫߪ2͠⒟ᐲߢࠅޔ14ᣣߩߣห᭽ޔ
㒠᳓ߩ⫳⊒ߛߌߢߪ㒠㔐ߦߥࠆࠃ߁ߥ᳇᷷ૐਅߦ
ߪߟߥ߇ࠄߥ10ޕ14ᣣߩߢߺࠄࠇߚࠃ߁ߥ㔐
ߩⲢ⸃ᾲߦࠃࠆ಄ළ߇ᄢ߈ߊߥࠆߚߦߪࠆޔ⒟
ᐲ߹ߣ߹ߞߚ㒠᳓㊂߇ᔅⷐߢࠆޔߒ߆ߒޕ1ᤨ㑆
㒠᳓㊂ߪታᴫ੍ޔᗐߣ߽ߦ1mm⒟ᐲߢዋߥߊߣߚޔ
߃㒠᳓ߩ⫳⊒ߦࠃߞߡḨ᷷ᐲ߹ߢ಄ළߢ߈ߚߣ
ߒߡ߽⸃Ⲣޔጀઃㄭߩ㔐ߩⲢ⸃ߦࠃࠆߐࠄߥࠆᒝ
಄ළ߅ࠃ߮Ⲣ⸃ጀߩ㒠ਅߦࠃࠆᕆỗߥ᳇᷷ૐਅߦ
ߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚߩߎޔߦ߁ࠃߩߎޕߢߪૐ᳇
ߩ⊒㆐߽ᒙߊޔ㒠᳓㊂߇ዋߥ߆ߞߚߚߦ㒠㔐ߦߥ
ࠆ߶ߤߩ᳇᷷ૐਅߦߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚޕ

10

㒠᳓߇ᆎ߹ࠆ೨ߩઃㄭߩ᳇᷷ߩ಄ළߦߪޔ㐳ᵄ
ߦࠃࠆ಄ළߡߞߦࠇߘޔᒻᚑߐࠇࠆቯႺ⇇ጀౝߩ಄
ළ߽ነਈߔࠆ߇ޔ㒠᳓߇ᆎ߹ࠆ⋥೨߆ࠄ㒠᳓߇⛯ߡࠆ
㑆ߦߪߎࠇࠄߩነਈߩߪ߶߷ήⷞߢ߈ࠆߎߣ߇ᄙߊޔਥ
ߥ಄ළḮߪ᳓ߩ⋧ᄌൻߦ߁ᾲߩๆߣኙ᳇⒖ᵹߣߥࠆޕ

࿑ 4.1.22 ࿑ 4.1.17 ߣหߓ⸃Ⲣ⊒⫳ޔߒߛߚޕᾲߩ㒢୯ࠍᄌᦝߒߚ GSM㧔ኻᾖታ㛎㧕ߦࠃࠆ߽ߩޕGSM㧔ၮḰታ
㛎㧕ߩห᭽ߩ࿑ߪ࿑ 4.1.17 ߩ GSM ߩ࿑ࠍෳᾖޕ

 ߥ߅ߩߎޔߦ߅ߡߪޔGSMߩ㒠᳓ߩⲢ⸃ߦ
ࠃࠆ಄ළߪ114ᣣߩࠃࠅ߽ዊߐߊࠃߦ⊒⫳ޔ
ࠆ಄ළ߽ਅጀߢ㒢ࠍ߃ࠆߎߣߪߥ߆ߞߚޕ

㩿㫀㫀㪀㩷㪉㪇㪈㪊ᐕ㪉㪍ᣣ䈱㩷
ᧄߩ೨ᣣߩ੍ႎߢߪޔධጯૐ᳇߇㑐᧲ߦធ
ㄭߒ11ޔGSMߢ㑐᧲ߩᐢ▸࿐ߢ1͠એਅߩ᳇
᷷ࠍ੍ᗐߒߡߚߚޔ㒠㔐ߩน⢻ᕈ߇ᗐቯߐࠇߚޕ
৻ᣇޔMSMߢߪ᧲੩ߢ3͠บޔ㑐᧲ߩߘߩઁߩၞ
㧔ᚱ✚ࠍ㒰ߊ㧕ߢ1㨪3͠߹ߢߒ߆ૐਅߒߥ੍ᗐߢ
ߞߚޕ
GSMߣMSMߩ᳇੍᷷ᗐߩ㑆ߦߎߩࠃ߁ߥᏅ߇↢
ߓߚේ࿃ߪߊߟ߆⠨߃ࠄࠇࠆޔ߇ߟ৻ߩߘޕ೨ᣣ
ߩ᳇᷷ߩ㆑㧔࿑4.1.21㧔ฝ㧕㧕ߣ0͠✢ߩ㜞ᐲ
ߢࠆޕ೨ᣣߦߪ᧲ޔ੩ߢߪታᴫߢ᳇᷷߇⚂12͠߹
ߢ߇ࠅޔMSMߢߪ⚂11͠߹ߢ߇ࠆ੍ᗐߛߞߚ
߽ߩߩޔGSMߩ੍ᗐߢߪ⚂10͠ᱛ߹ࠅߢߞߚߘޕ
ߩᓟ߽ޔGSMߩ᧲੩ߦ߅ߌࠆ᳇੍᷷ᗐߪMSMߩߘ
ࠇࠃࠅૐߦផ⒖ߒߚ߇ޔ೨ᣣߩᣣਛߩ᳇᷷ߩ
11

ߎߩߢߪޔᢙᣣ೨߆ࠄߩ੍ႎߢධጯૐ᳇߇ 1 
14 ᣣߩࠃࠅ⊒㆐ߔࠆ੍ႎߣߥߞߡ߅ࠅࠅࠃޔᄙߊߩ
㒠㔐ߩน⢻ᕈ߽⠨߃ࠄࠇߚޕೋᦼ୯߇ᣂߒߊߥࠆߦߟࠇߡ
ૐ᳇ߩ⊒㆐ߪᒙߊߥߞߡߞߚ߇ޔଐὼߣߒߡޔ㒠㔐ߩ
น⢻ᕈ߇ᗐቯߐࠇߚޕ
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Ꮕ߇ߘߩ৻࿃ߢࠆߣផኤߐࠇࠆޔߚ߹ޕ೨ᣣ12JST
ߦ߅ߌࠆ0͠✢ߩ㜞ᐲߪGSM߇⚂800mߦ⟎
ߒߡߚߩߦኻߒޔMSMߢߪห1400mߦ⟎ߒޔ
600m߽ߩᏅ߇ߞߚߩߘޕᓟޔGSMߩ0͠✢ߪߘߩ
㜞ᐲࠍ⛽ᜬߒ৻ޔᣇޔMSMߢߪኙ᳇⒖ᵹߦࠃߞߡ
ᓢߦޘ0͠✢ࠍ㒠ਅߐߖߚ߽ߩߩޔ㒠᳓߇ᆎ߹ߞߚ6
ᣣ03JSTߏࠈߢ߽ޔଐὼޔMSMߩᣇ߇⚂200m㜞
⁁ᘒߢߞߚޕ㒠᳓߇ᆎ߹ࠆߣMSMޔGSMߣ߽ߦ
ਅጀߢ⫳⊒ߦ߁಄ළߦࠃߞߡ᳇᷷߇ߐࠄߦૐਅ
ߒߚ߇ޔGSMߢߪ0͠✢ߩ㜞ᐲ߇ૐߦޔ0͠✢ߩ
ਅߩⲢ⸃ጀߢⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ₸߇ࡕ࠺࡞ౝߩ㒢
୯ࠍ߃ߚߚߦ⸃ⲢޔጀߢⲢߌ߈ࠇߥ߆ߞߚಽߩ
Ⲣ⸃ᾲࠍḮߣߔࠆ಄ළ߇ઃㄭߦ߹ߢᐢ߇ߞ
ߚޕታ㓙ߦޔ࿑4.1.21㧔ฝ㧕ࠍࠆߣޔ㒠᳓߇ᆎ߹
ߞߚߎࠈ߆ࠄޔGSMߩ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ߇ᄢ߈ߊ
ߥߞߡࠆߩ߇ࠊ߆ࠆޕ
ߘߩᓟޔታᴫߢ߽ࠄࠇࠆࠃ߁ߦޔMSMޔGSM
ߣ߽ߦޔ᳇᷷߇߶߷৻ቯߦߥࠆᤨ㑆߇ᢙᤨ㑆⛮⛯ߔ
ࠆ߇ߩߘޔ᳇᷷ߪMSMߣGSMߢᄢ߈ߊ⇣ߥߞߡ
ࠆޕMSMߢߪޔኙ᳇⒖ᵹߣ⫳⊒ߦࠃࠆ಄ළߣႺ⇇
ጀߩੂᵹャㅍߦࠃࠆടᾲ߇ޔઃㄭߢ߶߷㊒ࠅว
ޔ᳇᷷ߩផ⒖߽ታᴫߦㄭ৻ޕᣇޔGSMߢߪⲢޔ
⸃ࠍḮߣߔࠆ಄ළ߽ടࠊߞߡޔ㊒ࠅว߇ታߐ
ࠇߡ߅ࠅ৻ޔቯߣߥߞߚ᳇᷷ߪታᴫߦᲧߴߡૐޕ

࿑ 4.1.23 ࿑ 4.1.18 ߣหߓ⸃Ⲣ⊒⫳ޔߒߛߚޕᾲߩ㒢୯ࠍᄌᦝߒߚ GSM㧔ኻᾖታ㛎㧕ߦࠃࠆ߽ߩޕGSM㧔ၮḰታ
㛎㧕ߩห᭽ߩ࿑ߪ࿑ 4.1.18 ߩ GSM ߩ࿑ࠍෳᾖޕ

৻⥸ߦޔ㕙᷷ᐲ߇หߓߢࠇ߫ޔ಄ළ߇ᒝ߶
ߤޔ㊒ࠅว߇ታߔࠆ᳇᷷ߪૐߊߥࠆߩߎޕ
ߢ߽ࠍ⸃ⲢޔḮߣߔࠆ಄ළ߇ടࠊߞߡޔ಄ළ߇ᄢ
߈ߊߥߞߡࠆߚޔMSM߿ታᴫࠃࠅ߽৻ቯߣߥ
ࠆ᳇᷷߇ૐߊ੍ᗐߐࠇߡߒ߹ߞߚ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ
ߎߩߢߪޔ㒠᳓㊂߇114ᣣߩ߶ߤߪᄙ
ߊߥ߆ߞߚߚ⸃Ⲣޔጀ߇ઃㄭ߹ߢ㒠ਅߔࠆߎ
ߣߪߥߊߩߘޔ಄ළ߇ᡰ㈩⊛ߦߥࠄߥ߆ߞߚߣផኤ
ߐࠇࠆޔߒ߆ߒޕGSMߢߪࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ಄ළ₸߇
㒢୯ߦ㆐ߒߡ߅ࠅ⸃ⲢޔጀߢⲢߌ߈ࠇߥ߆ߞߚಽߩ
Ⲣ⸃ᾲߦ߁಄ළࠍਅߩጀ߹ߢᐢߍߡߚߎߩߎޕ
ߣߦޔ೨ᣣߩᣣਛߩ᳇᷷߇ਇචಽߛߞߚߎߣ߽
ടࠊࠅޔ᳇᷷ߩ੍ᗐ߇ታᴫࠃࠅૐ߆ߞߚ߽ߩߣ⠨߃
ࠄࠇࠆޕ

㩿㪍㪀㩷 㪞㪪㪤䈮䈍䈔䉎䇮⫳⊒䊶Ⲣ⸃ᾲ䈱㒢⸳ቯ䈱ᓇ
㗀㩷
GSMߢߪ㒠᳓ߩ⫳⊒㔐ߩⲢ⸃ᾲߦࠃࠆ಄ළ₸ߦޔ
ࡕ࠺࡞⸘▚ߩ㒢୯߇⸳ቯߐࠇߡࠆߎߣࠍ(3)
ߢㅀߴߚ⸳ߩߎޕቯߩᓇ㗀ࠍ⺞ߴࠆߚޔ㒠᳓ߩ⫳
⊒Ⲣ⸃ߦࠃࠆ಄ළ₸ߩ㒢ࠍࠇߙࠇߘޔ10K/ᣣ߆
ࠄ50K/ᣣߦᒁ߈ߍߚታ㛎ࠍⴕߞߚޕએਅߢߪᬺ
GSMߩ⚿ᨐࠍޟၮḰታ㛎ޔޠ಄ළ₸ߩ㒢ࠍᒁ߈
ߍߚታ㛎ࠍޟኻᾖታ㛎ߣޠ߱ޕ
 ࿑4.1.15ߢߚࠃ߁ߦޔၮḰታ㛎ߢߪⲢ⸃ߦࠃࠆ
ᒙᐢ▸࿐ߩ಄ළ߇ᜬ⛯ߒߡࠄࠇߚ߇ޔኻᾖታ㛎
ߢߪޔ࿑4.1.14ߩMSMߩࠃ߁ߦࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ಄ළ߇
ർ㑐᧲߆ࠄᐢ߇ࠆ᭽ሶ߇ࠄࠇߚ㧔࿑⇛ߒߛߚޔ಄
ළߩᄢ߈ߐߪ߹ߛMSMߩᣇ߇ᄢ߈㧕ߩߘޕ᭽ሶࠍޔ
ᾢ⼱ߣ᧲੩ߦ߅ߌࠆޔฦㆊ⒟ߩ᳇᷷ᤨ㑆ᄌൻ₸ߩ㋦
⋥ᤨ㑆ᢿ㕙ߢߚ߽ߩ߇࿑4.1.22ߢࠆޕ࿑4.1.17
ߢߚࠃ߁ߦޔၮḰታ㛎㧔ᬺࡕ࠺࡞㧕ߢߪ10K/
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ᣣߩෘⲢ⸃ጀ߇᳇᷷ߩ0͠✢ߩਅ߆ࠄ߹ߢߩ
▸࿐ߢࠇߡࠆ߇ޔኻᾖታ㛎ߢߪޔ0͠✢ߩ⋥ਅ
ߦᒝⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළ߇߈ߡࠆߩߎޕᒝ಄ළ
ߩᓇ㗀ߢޔ᳇᷷ߩ0͠✢ߪ㒠ਅߒޔઃㄭ߹ߢ
㆐ߔࠆޕ࿑4.1.23 ߪᾢ⼱ߣ᧲੩ߦ߅ߌࠆޔ㕙ߦ
ߏߊㄭਅጀߢߩ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߩᤨ♽ࠍ␜
ߒߚ߽ߩߢࠆޕၮḰታ㛎㧔࿑4.1.18 ߩGSM㧕ߣ
Ყセߒߡ᧲ޔ੩ߢߩኙ᳇⒖ᵹ߇ᄢ߈ߊߥߞߡࠆߩ
ߪޔ㑐᧲ർㇱ߆ࠄߩ⒖ᵹ߇ᒝߊߥࠆߎߣߦኻᔕߒߡ
ࠆࠆࠃߦ⸃Ⲣޔߚ߹ޕ಄ළ߽ᄢ߈ߊߥࠅޔ㒢୯
ߩ50K/ᣣㄭߊ߹ߢ㆐ߒߡࠆߩࠄࠇߎޕ಄ළߣ㊒ࠅ
ว߁ࠃ߁ߦႺ⇇ጀߦࠃࠆᾲャㅍ߽ᄢ߈ߊߥࠆ߇ోޔ
ߣߒߡߪޔ಄ළᣇะߦߊ⁁ᘒߣߥߞߚߚߩߘޕ
ޔၮḰታ㛎ࠃࠅ߽᳇᷷߇ૐߊߥࠆ⚿ᨐ߇ᓧࠄ
ࠇߚ㧔࿑4.1.16 ߩGSMߩ㕍⎕✢㧕ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ
಄ළ₸ߩ㒢ࠍ100K/ᣣ߹ߢᄢ߈ߊߔࠆߣޔ᳇᷷ߩ
ᤨ♽ߦᕆỗߥ᷷ᐲᄌൻߦ߁ࡁࠗ࠭߇ࠇߚ㧔࿑
⇛㧕
ޕ
 એߩࠃ߁ߦ⊒⫳ޔᾲⲢ⸃ᾲߩ㒢ߪ࿁ߩ
ߦ߅ߌࠆ᳇᷷ߩ੍᷹ߦᄢ߈ߊᓇ㗀ߒߡߚ߇⸘ޔ
▚ቯᕈߦᓇ㗀ߔࠆ㗴ߢ߽ࠆޕᓥߞߡ⊒⫳ޔ
Ⲣ⸃ᾲߩࡕ࠺࡞ౝߩㆡಾߥᛒߣ⸘▚ቯᕈࠍਔ
┙ߐߖࠆߎߣߪޔᓟߩGSMᡷༀߩ⺖㗴ߢࠆޕ

㪋㪅㪈㪅㪍㩷 䉁䈫䉄䋨㒠㔐䈏ㄟ䉁䉏䉎႐ว䈱䊝䊂䊦䈱⸃
㉼䈱⇐ᗧὐ䋩㩷
2013 ᐕ 1  14 ᣣߩ㑐᧲ߩ㒠㔐ࠍኻ⽎ߦޔታ
ᴫߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔࠬࡦ࠳ࠗࠟޔജߣߥߞߚࡕ࠺࡞
(MSM, GSM)ߩ✚ⷰ႐߮ࠃ߅ޔ᳇᷷ૐਅߦ⥋ࠆࡕ࠺
࡞ߩࠍߩ࡞࠺ࡕޔਛߢ⸘▚ߐࠇࠆ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌ
ൻ₸ߦ⌕⋡ߒߡ⸃ᨆߒߚޕ
 ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᚑᚻᴺߦᴪߞߡߩߘޔജࠍ㗅ߦ
ㅊ߁ߎߣߢޔ᳇᷷߇ 0͠ઃㄭ߹ߢૐਅߔࠆߎߣ

ࠍ੍᷹ߢ߈ߡߚ߆ߤ߁߆߇ޔGSMߣ MSM ߩᦨ
ᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍᷹ߩ㆑ߩⷐ࿃ߢࠆߎߣ
߇ࠊ߆ߞߚޔߚ߹ޕMSM ᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߢ
੍ᗐߐࠇߚ㒠㔐ߩᆎ߹ࠅ߇ታᴫࠃࠅ߽ㆃ߆ߞߚὐߦ
ߟߡߪޔMSM ࡕ࠺࡞ߩ᳇᷷ߩૐਅ߇ታᴫߦ
Ყߴㆃ߆ߞߚߎߣ߇ේ࿃ߢࠆߎߣ߽ࠊ߆ߞߚߎޕ
ߩࠃ߁ߦᦨᄢ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦࠬߪޔᩰሶ᳇᷷ࠟࠗ࠳
ࡦࠬ߿ߘߩၮߣߥࠆࡕ࠺࡞ߩ᳇᷷ߩ੍᷹ߩᓇ㗀
ࠍᄢ߈ߊฃߌࠆޕᓥߞߡࠍࠬࡦ࠳ࠗࠟޔ↪ߔࠆ㓙
ߦߪߩ࡞࠺ࡕޔ᳇੍᷷ᗐߣ࠶࠻ߢߡߊߎߣ߇
ᔅⷐߢࠆޕ
✚ⷰ႐ߩ੍ᗐߦߟߡߪޔGSM ߪ㒠㔐ࠍ߽ߚࠄ
ߒߚૐ᳇ߩ⊒㆐ߣ᧲ㅴࠍ߅߅ߨ 3 ᣣ೨߆ࠄ੍᷹
ߢ߈ߡ߅ࠅޔㅳ㑆ࠕࡦࠨࡦࡉ࡞੍ႎߪ GSM ࠃࠅ߽
ᣧᲑ㓏ߢ㗼⪺⽎ߩน⢻ᕈࠍ␜ߒߡߚ৻ޕᣇߢޔ
ฎೋᦼ୯ߩ੍ᗐ߶ߤૐ᳇ߩ⊒㆐߇ᒙߊޔㅴⴕㅦ
ᐲ߇ㆃߣ߁ะ߇ࠄࠇߚߦߩߎޕ㒢ࠄߕޔ
౻ߩධጯૐ᳇ߩ੍ႎߪ࠼࠲ࠗࡓ߇㐳Ბ㓏ߢ
ߪૐ᳇ߩ⊒↢߿ᄢ߹߆ߥㅴ〝ߦߟߡߪ੍ᗐߢ߈
ߡࠆ߽ߩߩޔᣣᧄߦ㒠㔐ࠍ߽ߚࠄߔ߆ุ߆߿ޔ㒠
ࠅᆎߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߦߟߡߪ⺋Ꮕ߇ᄢ߈ߊߦ․ޔ
ૐ᳇ߩ᧲ㅴ߇ㆃࠇࠆะ߽ᄙߊࠄࠇߚޕ
 ࡕ࠺࡞ߩਛߢ⸘▚ߐࠇࠆ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߦ⌕⋡
ߔࠆߣޔૐ᳇ߦవⴕߔࠆ㒠᳓ߩ⫳⊒ߦࠃࠆ಄ළߦ
ࠃߞߡࠆ⒟ᐲ᳇᷷߇ૐਅߒߚߣߎࠈߦޔർ㑐᧲ߢ
ߪ㔐ߩⲢ⸃ᾲ᧲ޔ੩ߢߪޔർ㑐᧲ߢ಄ළߐࠇߚᄢ᳇
ߦࠃࠆኙ᳇⒖ᵹߣ㔐ߩⲢ⸃ᾲߦࠃߞߡޔ᳇᷷߇ૐਅ
ߒߡߚ߁ߣޔὐߪMSMޔGSMߣ߽ߦߨหߓ
ߢߞߚ߇ޔMSMߢߪޔ᳇᷷ૐਅߩ࠲ࠗࡒࡦࠣ߇
ታᴫࠃࠅ2㨪3ᤨ㑆⒟ᐲㆃࠇߡߚޔߚ߹ޕGSMߪ
MSMߦᲧߴޔ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߩᝄ߇ዊߐ
ะ߇ࠅޔߢ㒠㔐ߣߥࠆ⁁ᘒ߹ߢ᳇᷷߇ૐਅߒ
ߥ߆ߞߚޕMSMߩ᳇᷷ૐਅߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߪޔ10㨪
20cm/s ⒟ᐲߩᲧセ⊛ዊߐߥᵹߩᢙචkmࠬࠤ
࡞ߩಽᏓ߿ޔೋᦼ୯ߦ߅ߌࠆ0͠✢ߩᢙ⊖mߩ㜞ᐲ
ߩ㆑ߥߤߩ࡞࠺ࡕޔਇ⏕ታᕈ߇ᄢ߈ㇱಽߦᓇ㗀
ߐࠇߡ߅ࠅߥ߆ߕࠊߩࠄࠇߘޔ㆑ߢ੍ᗐ߇ᄢ߈ߊ
ᄌࠊࠆ႐ว߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
GSMߢߪޔ㒠᳓ߩ⫳⊒ߣ㔐ߩⲢ⸃ᾲߦࡕ࠺࡞ߩ⸘
▚ࠍቯߦߔࠆߚߩ㒢୯߇⸳ቯߐࠇߡ߅ࠅޔ1
14ᣣߩߢߎߩ㒢୯ߦ㆐ߒߡࠆࠃߦ⸃Ⲣޔ಄
ළ߿ޔ㑐᧲ർㇱ߆ࠄධㇱ߳ߩኙ᳇⒖ᵹ߇ዊߐߊߥߞ
ߚߎߣ߆ࠄޔ㒠㔐ߦ⥋ࠆ߶ߤ᳇᷷߇ૐਅߒߥ߆ߞߚ
ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ৻ޕᣇߩߎޔ㒢୯ߦ㆐ߔࠆߣޔ᳇
᷷ߩ0͠✢߆ࠄ㔌ࠇߚਅጀߢ⸃ⲢޔጀߢⲢߌ߈ࠇߥ
߆ߞߚ㔐߇Ⲣ⸃ߔࠆߎߣߢޔታᴫࠃࠅ߽ㆊᄢߦ಄ළ
ߐࠇࠆ႐ว߽ࠆߎߣ߽ޔ26ᣣߩࠍㅢߓߡ␜
ߒߚ⊒⫳ޕᾲߣⲢ⸃ᾲߩ㒢ࠍᒁ߈ߍࠆታ㛎ࠍⴕ
ߞߚ⚿ᨐޔGSMߩ᳇᷷ᄌൻߩᝄࠆ⥰߇MSMߦࠃ
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ࠆ੍᷹ߦㄭߠߚ৻ᣇߢ▚⸘ޔቯᕈߦᖡᓇ㗀ࠍ
߷ߔߎߣ್߽ߒߚޕ
㔎㔐ߩ್ߦߚࠅޔ᳇੍᷹᷷୯ߛߌߢߥߊߘޔ
ߩᄌൻࠍ߽ߚࠄߔㆊ⒟߹ߢߡᬌ⸛ߔࠆߎߣߪޔ
ࡕ࠺࡞㑆ߩ੍ᗐߩ㆑߿੍᷹ߩᅷᒰᕈߩ್ᢿߦߣߞ
ߡ↪ߢࠆޔߦ․ޕ㒠᳓ߩ⫳⊒߿㔐ߩⲢ⸃㊂ߩᄢ
߈ߐߪ㒠᳓㊂ߦଐሽߔࠆߚޔ㒠᳓㊂ߩᄙኦ߽ᵈ⋡
ߔߴ߈ὐߢࠆ৻ޕᣇޔ㒠᳓㊂߇߶߷หߓߢMSM
ߣGSMߢ᳇᷷ߩਅ߇ࠅᣇߦᏅ߇ࠆ႐วߪޔ᳇᷷ߩ
ਅ߇ࠆࡊࡠࠬߦ㆑߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߦ․ޕ
GSMߢߪࠆࠃߦ⸃Ⲣ߿⊒⫳ޔ಄ළߩ㒢୯ߦ㆐ߔࠆ
ࠃ߁ߥ㒠᳓߇ࠆ႐วߦߪࠍ⸃ⲢޔḮߣߔࠆ಄ළ
߇Ⲣ⸃ጀߩਅߦ㋦⋥ᣇะߦᐢ߇ߞߡޔ಄ළ߇ㆊᄢߦ
ߥࠆߎߣ߇ࠆ৻ᣇޔ0͠✢ߩ⋥ਅߦࠆⲢ⸃ጀߩ
಄ළߪᛥߐࠇߡ⸃Ⲣޔጀߩ㒠ਅ߿ߘࠇߦ߁಄ළ
ߩ߇චಽߢߪߥ႐ว߇ࠆ⸳ߩߎޔߒ߆ߒޕ
ቯߪ⸘▚ቯᕈߦ߽ᓇ㗀ߔࠆߚޔ㗴ߩ⸃ߦ⥋
ߞߡߥޔߚߩߘޕ
㒠᳓㊂߇ᄙߦ߅ߡޔ
GSMߢ⫳⊒߿Ⲣ⸃ߦ߁᳇᷷ߩૐਅ߇චಽߦ
ߢ߈ߥ႐ว߇ࠆߎߣߦ⇐ᗧߚߛߊߣߣ߽ߦޔ
ߎ ࠇ ࠄ ߦࠃ ࠆ ᳇ ᷷ૐ ਅ ߇ ㄟ ߹ ࠇࠆ ߣ ߈ ߦߪ ޔ
MSMߩ੍ᗐ߽ෳ⠨ߦߔࠆߥߤߒߡߚߛ߈ߚޕ
MSMߢ߽ޔ㒠㔐ߩ㓙ߩ᳇᷷ߩૐਅߩ੍ᗐߦߪޔ
ᵹ߿ૐਅߔࠆ೨ߩ᳇᷷ߩ㆑߇ᓇ㗀ߒ߁ࠆߎߣޔ
ട߃ߡޔ᳇᷷ߩૐਅࠍ੍ᗐߒߡߡ߽ࡒࠗ࠲ߩߘޔ
ࡦࠣߦߕࠇ߇ࠆน⢻ᕈߦߟߡ߽⇐ᗧߚߛ߈ߚ
ޕ
 ߎࠇ߹ߢޔධጯૐ᳇ߦࠃࠆᄥᐔᵗߩ㒠㔐
ߦ߅ߌࠆ㔎㔐್߿ߦࠇߘޔၮߠߊⓍ㔐ߩ੍ႎߦߟ
ߡߪޔਅጀ᳇᷷ࠍᡰ㈩ߔࠆ‛ℂㆊ⒟ߣߒߡޔ㒠᳓
ߩ⫳⊒ߦࠃࠆ಄ළߩലᨐߦᵈ⋡ߒޔਥߦ᳇᷷ߣ
Ḩᐲߩ੍᷹ߦၮߠߡⴕࠊࠇߡ߈ߚޕḨᐲߦᵈ⋡ߔ
ࠆߩߪ߁ߦ⊒⫳ޔ಄ළߢߪḨ᷷ᐲ߹ߢߒ߆᳇᷷
ߪૐਅߖߕޔḨᐲ߇㜞ߜࠊߥߔޔḨ᷷ᐲ߇㜞
႐วߦߪޔ㒠㔐ߣߥࠆߩߦᔅⷐߥ಄ළ߇㒠᳓ߩ⫳⊒
ߦࠃߞߡᓧࠄࠇߥ߆ࠄߢࠆޔߒ߆ߒޕ࿁ߩ
ߩࠃ߁ߦޔ౻ቄߣߒߡߪᄢ㊂ߩ㒠᳓߇ࠆߣ߈ߦ
ߪޔ
㔐ߩⲢ⸃ߦࠃࠆ಄ළߩലᨐ߇ᡰ㈩⊛ߦߥࠆߥߤޔ
᳇᷷ߣḨᐲߩ੍᷹ߛߌߢߪਇචಽߢޔਅጀߩ᳇
᷷Ḩᐲࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ߣ㒠᳓㊂ߦ߽ᵈ⋡߇ᔅⷐߥ႐
ว߇ࠆޕട߃ߡޔਅጀ᳇᷷Ḩᐲߩࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ޔ
㒠᳓㊂ޔਅጀ㘑♽ߥߤ✚ޔว⊛ߥ੍᷹♖ᐲ߇㑐ଥߒ
ߡߊࠆߎߣߦ߽ᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ
࿁ߩࠃ߁ߥ㔐ߩߦ㒢ࠄߕޔታᄢ᳇߿ࡕ࠺
࡞ౝߩ⽎ߩࡊࡠࠬࠍℂ⸃ߒࠃ߁ߣߔࠆߎߣߪޔ
ࡕ࠺࡞ߩ੍ᗐߩലᵴ↪ߦᄢߦ⾗ߔࠆ߽ߩߣ⠨߃
ࠆޕቶ(2012)ߥߤ߽ᵴ↪ߒޔᢙ୯੍ႎࡕ࠺࡞ߩᝄ
ࠆ⥰ߣኻᔕߔࠆ⽎ߩℂ⸃ߦദࠆߎߣࠍផᅑߒ
ߚޕ

ઃ㍳㩷 㕖ᢿᾲ಄ළ䈮䈉ಝ⚿䈮䉋䉎ടᾲ䈫ᵹ䈱ᓇ
㗀㩷
એਅޔ㘻ߒߡࠆ⁁ᘒ㧔ߟ߹ࠅ㔕ߩਛ㧕ࠍ⠨߃ޔ
ᄖㇱ߆ࠄߩ㕖ᢿᾲ಄ළ߿ᵹߦ߁ᢿᾲ⤘ᒛߦࠃ
ࠆ಄ළߦࠃߞߡޔ㘻᳓⫳᳇㊂ߩᷫዋಽ߇ಝ⚿ߔࠆ
⁁ᘒࠍቯߔࠆߩߎޕಝ⚿ߦߞߡ⸃ߐࠇࠆẜᾲ
ߦࠃࠆ᳇᷷ߩᤨ㑆ᄌൻ₸ߪᰴߩࠃ߁ߦ⸥ㅀߢ߈ࠆޕ


 ฝㄝ╙ 1 㗄ߪޔA<1 ߥߩߢޔᄖㇱ߆ࠄߩ㕖ᢿᾲ಄
ළ߇ಝ⚿ߦࠃࠆടᾲߦࠃߞߡ৻ㇱ߇ᛂߜᶖߐࠇࠆߎ
ߣࠍ␜ߒ ╙ޔ2 㗄ߪᵹߩሽߦࠃߞߡಝ⚿ߦ
߁ടᾲ߇⊒↢ߔࠆߎߣࠍ␜ߔޕA>0 ߥߩߢޔᵹ
߇ߥ႐วߦߪޔ㕖ᢿᾲ಄ළࠍಝ⚿ߦࠃࠆടᾲ߇
࿁ࠆߎߣߪߥޕ
 એਅ⸃Ⲣޔጀߩౖဳ⊛ߥ⁁ᴫߢࠆ 0͠ޔ900hPa
ߢࠆ႐วࠍ⠨߃ࠆߣޔA ߪ⚂ 0.57 ߢޔࠅ߹ߟޔಝ
⚿ߦࠃࠆടᾲࠍࠊߖߚᱜߩ಄ළߪరߩ㕖ᢿᾲ಄
ළߩ⚂ 57%ߣߥࠆޔߒ߆ߒޕฝㄝ╙ 2 㗄ߦࠃࠅޔ
ᵹ߇ࠆ႐วߦߪޔ
ߘߩ಄ළߪߐࠄߦᒙࠄࠇࠆޕ
ߚߣ߃߫ޔMSM ߦࠃࠆ㔐ߩⲢ⸃ߦࠃࠆౖဳ⊛ߥ಄
ළ₸ߪ100 K/ᣣߢࠅޔ㕖ᢿᾲ಄ළߣಝ⚿ߦࠃࠆ
ടᾲߩߪ 57K/ᣣ6.6×10–4 K/s ߢࠆ߈ߣߩߎޕ
ߩḨẢᢿᾲᷫ₸ߪ 6.310–3K/m ߢࠆߩߢޔB ߪ
⚂ 3.510–3 K/m ߢࠅ ⚂ޔ߈ߣߩߎޔ19cm/s ߩ
ᵹ߇ࠇ߫ޔฝㄝ╙ 1 㗄ߣ╙ 2 㗄ߪ߶߷╬ߒߊ
ߥࠅޔᱜߩടᾲߪࡠߣߥࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕᲧセ
⊛ዊߐߥᵹ߇⸃Ⲣޔጀઃㄭߩᾲᡰߦᄢ߈ߊነ
ਈߒߥ߆ߕࠊߩߘޔ㆑ߦࠃߞߡᱜ߇ടᾲߩᱜ⽶
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߇ᄌൻߔࠆᓸᅱߥࡃࡦࠬߩᾲᡰߣߥߞߡࠆޕ
 ߹ߚޔA ߪ᳇߇㜞߶ߤᄢ߈ߊߚ߹ޔᵹߪ
৻⥸ߦਅጀ߶ߤዊߐߚޔਅጀ߶ߤฝㄝ╙ 1 㗄ߩ
㕖ᢿᾲ಄ළߩነਈ߇ᄢ߈ߊߥࠆޔߪߣߎߩߎޕਅጀ
ߢⲢ⸃ጀߩ㒠ਅㅦᐲࠍᄢ߈ߊߔࠆߩߦነਈߔࠆ߹ޕ
ߚޔ಄ළߦࠃߞߡ࿐ࠃࠅ㊀ߊߥࠆߎߣߢ⽶ߩᶋജ
߇ߡᄢ᳇ߪࠃࠅਅ㒠ߒ߿ߔߊߥࠅߦࠄߐޔ㧔వ
ߦㅀߴߚࠃ߁ߦ㧕ਅጀߢߪ಄ළ߇ᒝߊߥࠆߩߢ⽶ޔ
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4.2 2013年4月6日から7日にかけて発達した低気圧1
4.2.1 はじめに
2013年4月6日から7日にかけて、日本付近を低気
圧が発達しながら通過し、西日本から北海道にかけ
ての広い範囲で強い降水や強風をもたらした（以下、
本節内では本事例と表記）。本節では、本事例につ
いてGSM、MSM、週間アンサンブル予報システム、
及びGSMガイダンスの予想の特徴について解説を
行う。
次項以下では、第4.2.2項で本事例の実況について
簡単に記述する。第4.2.3項では全球モデル(GSM)
の予想結果について、第4.2.4項では週間アンサンブ
ル予報システムの予想結果について、それぞれ特徴
を記述する。第4.2.5項ではMSMの予想結果をGSM
の予想と比較しながら、本事例での下層の風の予想
についての特徴を解説する。第4.2.6項では太平洋側
で観測された強風について、 GSMとGSMガイダン
スの予想を、観測と比較しながら検証する。第4.2.7
項では MSMとGSMの予想の降水の特徴とその要
因について解説し、更に第4.2.8項では他の事例を引
用した説明も交えて、 GSMとMSMの予想に違いが
生じうる要因について考察する。

中心気圧が972hPaとなり、同日21JSTに渡島半島付
近まで進んで不明瞭になった。一方、6日03JSTに
東シナ海で前述の低気圧の南に発生した中心気圧
996hPaの低気圧は、同日九州の南から四国・紀伊
半島の太平洋沿岸を通過した。7日朝までに東海・
関東の沿岸を通過し、同日09JSTに金華山沖に達し

4.2.2 実況
図4.2.1に、本事例について6時間毎の低気圧の中
心位置、及び中心気圧を示す。4月5日21JSTに東シ
ナ海で発生した中心気圧1002hPaの低気圧は、6日
の日中には対馬海峡を通って日本海に入り、急速に
発達しながら北東進した。7日09JSTには秋田沖で

図 4.2.1 低気圧の中心位置、及び中心気圧。時刻は
日本標準時(JST)。

図 4.2.2 速報天気図（数値は気圧で、単位は hPa）と
気象衛星ひまわりによる水蒸気画像の合成。a:4 月
6 日 09JST、b:6 日 21JST、c: 7 日 09JST。

4.2.1, 4.2.9 坂本 雅巳、小泉 友延、原 旅人、4.2.2～
4.2.5 坂本 雅巳、4.2.6 小泉 友延、4.2.7, 4.2.8 原 旅人
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た。この低気圧はその後も発達を続け、同日21JST
には十勝沖で中心気圧が970hPaとなった。8日以降

この低気圧は徐々に衰弱しながら、オホーツク海に
進んだ。
図4.2.2に、速報天気図に気象衛星ひまわりによる
水蒸気画像を合成したものを示す。6日09JSTに東
シナ海にあった暗域は、同日21JSTに2つの低気圧
の西側の西日本で明瞭になった。2つの低気圧の東
側には、暖湿流と活発な対流に対応する明るい部分
があり、神奈川県海老名では6日22:30JSTまでの1
時間に102mmの雨を、福島県いわき市平では7日
02:10JSTまでの1時間に91.5mmの雨を観測した。6
日 21JST に 朝 鮮 半 島 の 西 に あ っ た 暗 域 は 、 7 日
09JSTには日本海の低気圧の南側に回り込み、東・
西日本の太平洋沿岸に達した。図4.2.3に、500hPa
の気温と700hPaの湿数の7日00UTCにおけるGSM
の初期値を示す。500hPaの寒気の中心が、日本海
の低気圧を回り込むような形で、日本海西部にあっ
たことと、東・西日本の太平洋沿岸の700hPaの乾
燥域が水蒸気画像の暗域の周辺にあり、乾いた寒気
が下層まで沈降していたことが確認できる。
図4.2.4に、6日15JSTのメソ解析の地上の風向・
風速を示す。室戸岬の東に南西風と南東風のシアー
（図中の茶色の一点鎖線）があり、その東側の紀伊
水道から紀伊半島沖に15m/s以上の南東の強風が分
布している。このシアーは図4.2.2 aから図4.2.2 bの
間で西日本付近を通過した暗域の先端に対応する
ものであると考えられる。強風域は淡路島の南まで
達しているが、それより北側に広がっていない。徳
島 県阿南 市蒲生 田で は 14:50JSTに 最 大 瞬間 風速
34.1m/sの東南東の風を観測しており、この地域気
象観測所では17JST頃から風向が西南西に変わって
風が弱まっている。
図4.2.5に、7日09JSTの気象衛星ひまわりの可視

図 4.2.3 GSM の 7 日 00UTC の初期値(FT=0)の
500hPa 気温（黒線、単位は℃）と 700hPa の湿数
（陰影と緑線、黄色は湿数 15℃以上、緑は 3℃未
満、その間の緑線は 3℃間隔）
。

図 4.2.4 メソ解析の 6 日 15JST の地上の風向・風速
（矢羽は風向を、陰影は風速を m/s で示す）
。

図 4.2.6 メソ解析の 7 日 09JST の 925hPa の風（矢
印、色は風速で単位は m/s）と 850hPa の気温（等
値線、単位は℃）
。

図 4.2.5 気象衛星ひまわりによる 7 日 09JST の可視
画像。矢印の先が日本海の低気圧の中心。
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画像を示す。秋田沖にある低気圧の中心付近には反
射率（アルベド）の小さい部分があり、低気圧の発
達に伴う強い風によって、中心付近の雲が薄くなっ
て、熱帯低気圧に見られる目のようなものができか
かっていたことが確認できる。2012年4月2日から3
日にかけて日本海を急速に発達しながら通過した
低気圧についても雲域に同様な特徴があったこと
が知られており、北畠(2013)は寒気に取り囲まれて
低気圧の中心付近の暖気核が切り離される暖気核
隔離の特徴が認められたことを報告している。図
4.2.6に示したメソ解析では、低気圧中心付近の秋田
沖から東側に850hPaで6℃以上の高温域はあるが、
切り離された明瞭な暖気核は確認できない。また、
図4.2.6からは低気圧の東側の北海道南東海上から
北海道の陸上部で925hPaの風速が大きかったこと
が分かる。7日13:20JSTには、北海道斜里町宇登呂
で最大瞬間風速41.6m/sの東風を観測している。

4.2.3 全球モデル(GSM)の予想結果
図4.2.7に、4月5日00UTCを初期値とするGSMの
48時間予報（予報対象時刻は7日09JST）の海面気
圧分布と、北緯20～50度、東経120～150度の範囲
で海面気圧が最低となる予想の場所、及びその気圧
の3時間間隔の軌跡を示す。GSMの4日12UTC～5
日12UTCを初期値とする日本海の低気圧の予想は、
共通して以下の2つの特徴があった。
1) 新しい初期値の予想ほど低気圧の中心を東よ
りに予想しており、実況に近づいている。
2) どの初期値でも低気圧の発達のピークは7日
09JST前後であり、その前後で低気圧の移動
が遅くなり、進行方向を変えている。
1)の特徴については、週間アンサンブル予報シス
テムの予想でも同じ傾向が見られたので、この傾向
については次項で述べる。2)の特徴については、程
度こそ異なるが、図4.2.1にも7日09JST前後をピー
クとする日本海の低気圧の発達とその前後の移動
速度・方向の変化が確認できる。
図4.2.8に、GSMの4月5日00UTC初期値の48時間
予報における850hPaの気温と925hPaの風向・風速
を示す。解析（図4.2.6）でも、予想（図4.2.8）でも、
この時刻に金華山沖にあった地上低気圧周辺には
925hPa面に風の循環はない。この時刻には日本海
の低気圧の方が明瞭に発達しており、この低気圧に
東側から吹き込む北日本の太平洋沿岸の南寄りの
強風が顕著であり（図4.2.6）、GSMはこれを概ね予
想していた（図4.2.8）。
2012年4月2日～3日の事例（北畠 2013）では、
急速な発達による摩擦のために地上低気圧の進行
速度が上空の気圧の谷より遅くなり、上空の気圧の
谷に先行されたことが報告されている。本事例の2)

92

図 4.2.7 4 月 5 日 00UTC 初期値の GSM の 48 時間
予報（7 日 09JST）の海面気圧(hPa)、及び北緯 20
～50 度、東経 120～150 度の最低海面気圧とその
位置の 3 時間毎の軌跡。

図 4.2.8 4 月 5 日 00UTC 初期値の GSM の 48 時間
予報（7 日 09JST）の 850hPa の気温（等値線、
単位は℃）と 925hPa の風向・風速（矢印、色は
風速を m/s 単位で示す）
。

の特徴はこれに対応しており、日本海の地上低気圧
より速く進んだトラフが、7日後半から太平洋側の
低気圧の発達に寄与したと考えられる。GSMの予想
はこうした経過に良く対応している。しかしながら、
5日00UTC初期値のGSMの予想では、850hPaの気
温（図4.2.8）に、解析（図4.2.6）にはない閉じた9℃
の等温線に示される高温域を予想している。GSMが
850hPaの暖気を明瞭に予想しすぎたこと、地上低
気圧の進行速度の変化が大き過ぎたことと、中心付
近の予想海面気圧が実況とほぼ同じくらいであっ

図 4.2.9 7 日 09JST に対する週間アンサンブル予報の各メンバーの、北緯 20～50 度、東経 120～150 度の範囲内
の最低海面気圧の位置とその値の分布。上列は、左から順に 1 日 12UTC (FT=132)、2 日 12UTC (FT=108)、3
日 12UTC (FT=84)、
下列は、
左から 4 日 12UTC (FT=60)、5 日 12UTC (FT=36)、
及び 6 日 12UTC 初期値 (FT=12)
の予報。等値線はアンサンブル平均の海面気圧の分布(hPa)。☆印は 7 日 09JST の低気圧の中心位置、及び中心
気圧。

たこと2を考慮すると、GSMの予想はこの低気圧を
発達させ過ぎていたと考えられる。本事例における
日本海の低気圧周辺の降水については、積雲対流過
程によるものは少なく、主に雲水過程によるもので
あった。GSMが低気圧を発達させ過ぎる事例は必ず
しも多くはないが、積雲対流過程による降水が少な
い場合に、過去にも低気圧を発達させ過ぎる事例が
あったことが知られている。
以上から、本事例については、GSMはFT=60（4
日12UTC初期値）あたりから、日本海を通過する低
気圧が7日09JST頃をピークに急速に発達すること
と、その前後に北日本の太平洋側に暴風が発生する
ことを予想していたことを確認した。また、4日
12UTCから5日12UTCの初期値の予想は、低気圧の
通過位置を西寄りに予想し、かつ発達させ過ぎる傾
向があり、低気圧の構造や移動の予想にも影響を与
えていたようである。

4.2.4 週間アンサンブル予報システムの予想結果
図4.2.9に、4月7日09JSTを予報対象時刻とした週
間アンサンブル予報システムの各メンバーの予想
について、北緯20～50度、東経120～150度の範囲
で海面気圧が最低となった場所とその気圧を○印
に示す。最低海面気圧の値は、図中のカラースケー
ルに対応した色で示してある。図には、アンサンブ
ル平均の海面気圧の分布も示した。また、図中の☆
印は7日09JSTにおける日本海を通過した低気圧の
中心位置、及び中心気圧を示している。これ以前の
初期値の週間アンサンブル予報システムの予想で
も、日本海に発達した低気圧を予想するメンバーは
多数あった（図略）が、4月1日12UTC初期値以降は、
ほとんどのメンバーが日本海に発達した低気圧を
予想していたことが分かる。この図から、新しい初
期値の予想ほど中心位置が実況の周りに集まり、予
想の不確かさが減っていたことが分かる。図を詳細
に見ると、4日12UTCまでの初期値の予想では、最
低海面気圧の位置は東西に長く分布しており、低気
圧の通過位置の予想が東西方向にばらついていた
ことが確認できる。また、最低気圧の位置を太平洋
側に予想するメンバーも少数ながらあった。4日と5

2

低気圧の中心示度の予想については、数値予報モデルは
格子内の平均または代表値を予想するため、離散化のため
に使用する格子のサイズにも依存するが、一般的には実況
よりも高くなる場合が多い。
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日の12UTC初期値の予想では、低気圧を西寄りに予
想したメンバーの中に、実況よりも中心気圧を低く
予想するものがあったことが確認できるが、これは
500hPaのトラフを西寄りに深めていたことに対応
している（図略）
。
図4.2.10の上図は、7日09JSTを予報対象時刻とす
るGSMの、4日12UTC初期値の60時間予報と、同日
00UTC初期値の72時間予報についての500hPaの気
温の予想、及び両者の差である。一方、下の図は、
同じ予報対象時刻に対する週間アンサンブル予報
システムの、4月3日12UTC初期値の84時間予報と、
4日12UTC初期値の60時間予報の500hPaの気温の
アンサンブル平均、及びスプレッドを示したもので
ある。4日12UTCの全球解析でモンゴル付近にあっ

たトラフ周辺に、500hPaの気温を修正するインク
リメントが入り（図略）
、これがGSMの2つの初期値
の予想の差の原因となったと考えられる。4月3日
12UTCの週間アンサンブル予報システムの500hPa
の気温のスプレッドは、GSMの修正に対応する朝鮮
半島の東側で大きく、この辺りに初期値の変化に対
する感度の大きな領域があることを示唆している。
4日12UTC初期値の週間アンサンブル予報システム
の予想では、前日の予想に比べて寒気のピークが実
況（図4.2.3参照）に近づいていることと、スプレッ
ドの大きな場所が東側に移動していることが確認
できる。このことは、新しい初期値ほど低気圧の中
心を東よりの位置に予想するメンバーが増え、実況
に近づいたこと（図4.2.9）にも対応している。

図 4.2.10 上図：GSM の 4 日 12UTC 初期値の 60 時間予報（黒線）と、同日 00UTC 初期値の 72 時間予報（緑線）
における 500hPa の気温とその差（陰影:12UTC 予報から 00UTC 予報を引いたもの）
。下図：週間アンサンブル
の 3 日 12UTC 初期値の 84 時間予報（左）と 4 日 12UTC 初期値の 60 時間予報（右）における 500hPa の気温の
アンサンブル平均（黒線）とスプレッド（陰影）
。単位はいずれも℃。上図・下図ともに予報対象時刻は 7 日 09JST。
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この項では、本事例について、週間アンサンブル
予報システムでは、1週間程度前から日本海での低
気圧の発達を予想していたことを確認した。また、
観測データの情報が適切に反映されて、新しい初期
値の予想ほど精度が高くなる様子も確認した。週間
アンサンブル予報システムのスプレッドの大きさ
は決定論予報の不確かさに対応していた。

4.2.5 メソモデル（MSM)の予想結果

図4.2.11に、5日03UTC初期値のMSM（左列）と、
5日00UTC初期値のGSM（右列）の500hPaの高度、
気温、及び700hPaの湿数の予想を示す。5日03UTC
初期値のMSMの予想は、5日00UTCのGSMの予報
値を側面及び上部境界値として使用して作成され
る。このため、500hPaのトラフや寒気の進み具合
など、MSMの対流圏中層の総観規模の現象の予想
はGSMのそれと概ね一致していることが確認でき
る。また、図4.2.3で7日09JSTに東・西日本の太平

図 4.2.11 5 日 03UTC 初期値による MSM（左側 3 枚）と、5 日 00UTC 初期値による GSM（右側 3 枚）の 500hPa
高度（黒の太線、単位は gpm）、500hPa の気温（赤線、単位は℃）
、及び 700hPa の湿数（陰影と細い黒線、
黄色の部分は 15℃以上、緑色は 3℃未満）。

95

洋沿岸に広がっている700hPaの乾燥域の進み具合
も図4.2.11では概ね一致している。この項では、以
下に本事例でのMSMの対流圏下層の予想に見られ
た特徴を、GSMの予想と比較しながら示す。
図4.2.12に、図4.2.11と同じ初期値のMSMとGSM
について、予報対象時刻6日15JSTにおける地上の
風向・風速の予想を示す。図4.2.4はこの時刻のメソ
解析である。MSM、GSMに共通して10m/s以上の
強風が分布しているのは主に海上で、太平洋側の沿
岸部では陸側に向けて風速が急速に小さくなって
いる。MSM（上図）は室戸岬周辺に南西風と南東
風のシアー（図中の茶色の一点鎖線）を予想してお
り、その東側に15m/s以上の強い南東風を予想して
いる。この強風は、淡路島の南の海上まで分布して
いるが、それより北側には分布していない。解析（図
4.2.4）と比べると、MSMの予想はシアーが通過す
る時期がやや異なるが、実況で観測された東南東か
ら西南西に風向が変わる前の強風を予想している
ことがわかる。GSM（下図）はシアーがMSMより
不明瞭で、風向の変化と風速の対応もはっきりしな
い。また、解析（図4.2.4）と比べると、GSMの予

図 4.2.13 6 日 15JST を予報対象とする 5 日 03UTC
初期値の MSM の 27 時間予報（上）と、5 日
00UTC 初期値の GSM の 30 時間予報（下）の地
上の温位（陰影、単位は K）
、海面気圧（黒線、
単位は hPa）と地上の風向・風速(矢羽、短い矢
羽が 5m/s、長いものは 10m/s)。

想では15m/s以上の強風が播磨灘に達している点に
も違いがある。
同じ時刻の東日本周辺の予想について考察する
ために、図4.2.13に、前出の初期時刻のGSMとMSM
の地上の風と温位の分布、及び海面気圧の予想を示
す。MSM（上図）では日本海沿岸の主に陸地で温
位が高くなっているのに対し、GSM（下図）では海
上部に温位の高い部分が広がっており、MSMより
も沖合まで温位を高く予想している。5日00UTCを
初期時刻とするGSMの3時間予報と5日03UTCの
MSMの初期値には、海上部にこのような温位の違
いは見られない（図略）
。海面気圧の分布をみると、
MSMは沿岸部だけで海面気圧が低くなっているの
に対して、GSMは沖合にかけて気圧の低い部分が海
側にMSMよりも広がっていることが確認できる。
MSMは6日午後から夜にかけて、西日本・東日本の

図 4.2.12 6 日 15JST を予報対象とする 5 日 03UTC
初期値の MSM の 27 時間予報（上）と、5 日
00UTC 初期値の GSM の 30 時間予報（下）の地
上の風向・風速(風向は矢羽の向き、陰影は風速
を m/s で示す)。
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日本海沿岸で局所的に海面気圧が低い場所を予想
しており、これらは陸地を越えて日本海側に吹き込
む強い暖湿流によって生じる地形性低気圧に対応
するものであったと考えられる。しかし、MSMの
予想した気圧は実況よりも低い所もあった。
図4.2.14に、同じ初期値・同じ予報対象時刻の
MSMとGSMについて、東経139度の鉛直断面にお
ける温位、密度、及び風向・風速の予想を示す。太
平洋側（図の左側）から日本海側（右側）に向けて
暖気が流れ込んでおり、地形の影響を受けて、上
昇・下降している様子が確認できる。北緯37度付近
の強い上昇・下降流を含めて、MSMは全般的に上
図 4.2.15 5 日 03UTC 初期値の MSM と 5 日 00UTC
初期値の GSM の、6 日 15JST を予報対象時刻
とする 925hPa 面での相当温位フラックスの差
（矢印が向き、色が大きさを単位 K kg/ m2 s で
示す）
。5 日 03UTC 初期値の MSM の予報から 5
日 00UTC 初期値の GSM の予報を引いたもの。

昇・下降のメリハリが大きく、陸上を移流する下層
の暖気に対して、GSMより地形の効果が強く働いて
いることがわかる。
図4.2.15に、6日15JSTを予報対象としたMSMと
GSMの925hPa面における相当温位フラックスの差
を示す。この図から、東日本から東北地方の陸上に
おける下層の暖湿気の北向きのフラックスがMSM
の方が弱かったことが確認できる。また、日本海中
部にある相当温位フラックスの差の時計回りの循
環は、MSMがGSMに比べてここでの下層の低気圧
性の循環が弱かったことに対応している。
6日15JST以降に対するMSMの予想は、GSMの予
想より西よりに低気圧を進めるものであり、7日朝
までの低気圧の動きはGSMの方が実況（図4.2.1）
に近い予想であった。GSMの方が東よりの進路を予
想したのは、下層の暖湿気の移流が強く、東日本の
沿岸部や日本海中部で低気圧を発達させやすかっ
たことがその一因であったと思われる。MSMは
東・西日本の日本海沿岸に局所的な地形性低気圧を
予想し、実況より低い海面気圧を予想したことを考
慮すると、この事例については地形の効果が強すぎ
たようである。そして、地形の効果が強かったこと
が、下層の暖湿気の流れがGSMに比べて弱かった原
因の一つになった可能性もある。
本項で確認したように、予報期間後半における
MSMの総観規模の予想は、上部・側面の境界値を
与えるGSMの予想に概ね似ていた。しかし、下層で
はMSMとGSMの予想に違いがあった。本事例では、
西日本の太平洋側の強風をMSMの方がうまく予想
できていたことを示した。その一方で、本項で比較
した初期時刻については、6日午後以降の日本海の

図 4.2.14 6 日 15JST を予報対象とする 5 日 03UTC
初期値の MSM の 27 時間予報（上）と、5 日
00UTC 初期値の GSM の 30 時間予報（下）の、
東経 139°における鉛直断面の温位（陰影、単位
は K）
、密度（等値線、単位は kg/m3）、及び風向・
風速(矢印は南北成分と鉛直成分の合成。鉛直成
分は 100 倍してある。色は３次元風速の大きさ、
単位は m/s)。白抜きは気圧が地表面気圧より高
い部分。
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低気圧の予想位置についてはGSMの方が実況に近
い予想となっており、太平洋側から日本海側に向か
う下層の暖湿気の予想の違いもその一因であった
可能性がある。

4.2.6 最大風速ガイダンスの予想
本事例では、数日前から低気圧の発達が予想され、
4日の午後には、
「全般気象情報」も発表されていた。
本項では、気象情報等における量的予測の支援資料
としての観点から、最大風速ガイダンスの予想につ
いて検証する。なお、本項における最大風速の観測
値は、アメダス10分値から求めた値を使用している。

表4.2.1 4月6日の最大風速が20m/sを超えた地点の一覧。
ガイダンスは4日12UTC初期値の最大風速ガイダンス
から求めた6日の最大風速。風速の単位はm/s。
ガイダンス
観測
風速
観測所名
の差
風速 風向
風速 風向
蒲生田
9.6 東北東
24.2 東南東
–14.6
（徳島県）
室戸岬
16.4 南東
23.5 東南東
–7.1
（高知県）
敦賀
15.1 南南東
20.1 南南東
–5.0
（福井県）
セントレア
13.3 東南東
20.5 東南東
–7.2
（愛知県）
神津島
18.7 南南東
20.1 南南東
–1.4
（東京都）
三宅坪田
18.3 南
23.3 南南東
–5.0
（東京都）
銚子
19.2 南南東
20.2 南東
–1.0
（千葉県）

4.2.6.1 日別の最大風速の検証
（1） 4 月 5 日朝における予想
まず、5日朝の予報作業で主に利用されたと想定
される、4日12UTC初期値のGSMガイダンスについ
て検証する。
図4.2.16は、最大風速の予想と観測された最大風
速との差の分布図で、4月4日12UTC初期値のGSM
最大風速ガイダンスについての、6日、7日の予想と
観測の差を示したものである。ここでは、最大風速
ガイダンスの日最大値を、その日の最大風速の予想
値と見なしている。また、予想または観測のいずれ
かの風速が20m/s以上だった地点のみを対象として
表示している。
6日は、本州から四国にかけての太平洋側を中心
に観測された最大風速が20m/sを超えた地点があっ
たが、ガイダンスが20m/s以上の最大風速を予想し
た地点はなく、ガイダンスの予想はやや弱かった。
一方、7日は、島嶼や岬などを中心に20m/s以上の最
大 風 速 を 観 測し た 地 点 があ り 、 ガ イ ダン ス でも
20m/s以上の予想をしている地点が見られた。
表4.2.1は、6日の観測が20m/sを超えた地点の一
覧である。この表から、予想と観測の差は、関東よ
りも西の地方で大きかったことが分かる。

（2） 4月6日朝における予想

図4.2.16 GSM最大風速ガイダンスの予想と観測との差
の分布図。ガイダンスの予想は、最大風速ガイダンス
の日最大値をその日の最大風速の値としている。表示
しているのは、ガイダンスまたは観測が20m/s以上の
地点のみであり、○はガイダンスが20m/s以上の地点、
△は観測のみが20m/s以上であった地点を表してい
る。ガイダンスの初期値は4月4日12UTC。上は4月6
日、下は4月7日の図である。

次に、6日朝の予報作業で主に利用されたと想定
される、5日12UTC初期値のGSMガイダンスについ
て検証する。
図4.2.17は、図4.2.16と同様の図で、5日12UTC
初期値のGSM最大風速ガイダンスについて、6日、7
日の最大風速の予想と、観測された最大風速との差
を示したものである。
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図4.2.18 室戸岬の6日01JSTから8日00JSTまでの毎時
の風、気温、露点温度の時系列図。青は風、赤は気温、
緑は露点温度を表す。左軸は風速(m/s)、右軸は温度
（℃）
、横軸は観測時刻(JST)、風のバーは風向を表す。

図4.2.19 6日09JST（左）と7日09JST（右）の地上天気
図。室戸岬を赤い●で示す。

図4.2.17 図4.2.16と同じ。ただしガイダンスの初期値は
5日12UTC。

ガイダンスの予想は前日のそれに比べてやや強
くなり、6日は関東地方で20m/s以上の地点が見られ
るようになった。しかし、東海や四国地方のガイダ
ンスの予想は弱いままであった。7日も6日と同様に、
ガイダンスの風速がやや強まって、20m/s以上の地
点が増えた。全体として、7日は風速の誤差が±5m/s
の範囲の地点が多く、6日の予想よりも精度は良か
った。

4.2.6.2 強風の原因とガイダンスの予想
ここでは、アメダス地点の風の時系列と天気図か
ら、本事例の強風の原因を考察する。併せて最大風
速ガイダンスの検証結果についても示す。

（1） 室戸岬の強風
図4.2.18は、室戸岬（高知県）において、4月6日
01JST～8日00JSTに観測された毎時の風、気温、及
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図4.2.20 室戸岬の前3時間最大風の時系列図。青は観測、
紫は最大風速ガイダンス、緑はGSM地上風速、風のバ
ーはそれぞれ風向を表す。ガイダンスとGSMの初期値
は4日12UTC。縦軸は風速(m/s)、横軸は予報対象時刻
(JST)である。図中の①②③は図4.2.18と同じ時刻を指
す。

び露点温度の時系列を示したものである。6日は、
朝から日中にかけて東～南東の風が強まり、6日
14JST（図中①）前に23.6m/sの東南東の最大風速
を観測した。その後、風向は南に変わり、6日22JST
（図中②）まで15～20m/sの南～南西の風が続いた。
6日22JST以降は、西～西北西の風に変わった。気
温と露点温度の変化を見ると、風向が西に変化した
タイミングで乾燥した冷気が流れ込んでいることが
わかる。7日05JST（図中③）以降は、更に乾燥し
た冷気が入り、再び風が強まって20m/s以上の強風
が続いた。
6日09JSTの地上天気図（図4.2.19左）を見ると、

図4.2.22 図4.2.18と同じ。ただし羽田の時系列図。気温
と露点温度はMETARによる。

図4.2.23 7日03JST（左）と7日15JST（右）の地上天気
図。羽田の位置を赤い●で示す。

図4.2.21 6日21JSTの地上天気図（上）と同時刻のGSM
（初期時刻4日12UTC）の海面気圧と6時間降水量の予
想図（下）
。

五島列島の西と屋久島付近に低気圧があり、東北東
進している。南の低気圧は太平洋沿岸を進んでいる
（図4.2.1）ことから、6日の太平洋側の強風は、こ
の低気圧の接近に伴うものであったことが分かる。
一方、北の低気圧は、発達しながら北東に進み、7
日09JSTに秋田沖に達している（図4.2.19右）。この
とき、西日本では等圧線の間隔が狭くなり、強い寒
気移流の場となった（図4.2.3）。室戸岬の観測の経
過と併せて考えると、7日は、日本海で低気圧が発
達し、寒気が流入するタイミングで強風となったと
考えられる。このように、6日から7日にかけては、
太平洋沿岸の低気圧による強風と、日本海で発達し
た低気圧による強風という、原因の異なる2つの強
風が吹いていたことが分かる。
このときの室戸岬のGSM最大風速ガイダンス、
GSM地上風速、及び観測の時系列を、図4.2.20に示
す。GSMはアメダス地点に最も近い格子の値、観測
値はアメダス10分値から求めた最大風で、それぞれ
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図4.2.24 図4.2.20と同じ。ただし羽田の前3時間最大風の
時系列図。図中の①②③は図4.2.22と同じ時刻を指す。

3時間最大風を3時間毎に表示している。ガイダンス
とGSMの初期時刻は4日12UTCである。また、図中
の①～③は、図4.2.18と同じ時刻を示している。観
測と比較すると、ガイダンスやGSMは風向が変化す
るタイミングがややずれていたが、南東の強風と北
西の強風はよく予想できていた。一方、ガイダンス
は、7日の風を精度よく予想していたが、6日につい
ては、風速が観測より弱かった。これは、GSMの予
想 で 太 平 洋 沿岸 の 低 気 圧が 不 明 瞭 で あっ た （図
4.2.21）ためと考えられる。

（2） 羽田の強風
続いて羽田（東京都）のガイダンスを検証する。
図4.2.22は、羽田の6日01JST～8日00JSTに観測さ
れた毎時の風、気温、
及び露点温度の時系列である。
風はアメダスの観測値で、気温と露点温度は航空気

象定時観測気象報(METAR)の値である。6日日中は
10m/s程度の南風が吹き、南岸の低気圧の接近によ
り、夕方から東～南東の風に変わった。このときの
風速は5～6m/s程度であったが、6日22JST頃に南東
の風が急速に強まり、17.6m/sの最大風速を観測し
た。その後23JST（図中①）には西風に変わった。
風向が変化する前に強風が観測されたのは、室戸岬
と同様であった。西風に変わった後は風速は弱まっ
たが、7日05JST（図中②）以降は南南西の風とな
り、日中にかけて再び風が強まった。露点温度の変
化をみると、7日09JST以降にやや乾燥した空気が
流れ込んでおり、同じタイミングで風速が5m/s程度
強まっていた。その後は15m/s前後の強風が続き、7
日19JST（図中③）に風向が北西に変わってから風
は収まった。
7日03JSTの地上天気図（図4.2.23左）を見ると、
南東の強風は室戸岬と同様、太平洋沿岸を進む低気
圧の接近に伴うものであったと考えられる。羽田で
南南西の風が強まったのは低気圧の通過後で、7日
15JST時点で低気圧は三陸沖に進んでいるが、羽田

で は こ の と き南 西 の 風 が最 大 と な っ てい た （図
4.2.23右）。東日本では、この低気圧が通過した後、
日本海の低気圧の南東側で暖気移流が強まっており
（図4.2.6）、羽田ではこれが原因で強風となってい
た。一方、室戸岬は寒気移流である点が異なってい
た。
図4.2.24は、羽田における4日12UTC初期値の
GSM最大風速ガイダンス、GSM地上風速、及び観
測の時系列を示したものである。ガイダンスもGSM
も南東風と南西風の2つのピークを予想しており、
そのタイミング、風速ともに観測と合っていた。

（3） まとめ
本事例では、太平洋沿岸を進んだ低気圧による強
風と、日本海の発達した低気圧による強風の2つの
現象があった。ガイダンスを検証した結果、これら
の低気圧による強風をよく予想できていたが、太平
洋沿岸の低気圧による強風の予想がやや弱めである
一方、日本海の低気圧による強風の予想は精度が良
かったという結果が得られた。

図 4.2.25 4 月 7 日 00UTC を予報対象時刻とした、それぞれ 6 つの初期値（6 時間ごと）からの MSM（左 2 列）
と GSM（右 2 列）による前 3 時間降水量予報値と対応する解析雨量による観測（一番下の左列）
。
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4.2.7 MSMとGSMの降水予想の表現の違いとそ
の要因
本項では、GSMとMSMの降水予想の表現、特に
弱い降水域（1mm以下）の予想に注目し、モデルの
物理過程の特性の違いに起因するものに絞って紹
介する。
図4.2.25は、複数の異なる初期値を用いたMSM
と GSM による、4月7日00UTCを予報対象時刻と
した前3時間の降水量予想の分布を示したものであ
る。弱い降水域に注目すると、MSMでは実況と比
べて狭いことが多い一方、GSMでは逆に広げすぎて
いる場合が見られる。このような傾向は、この事例
に限らず他の事例でも見られ、MSMとGSMの雲の
取り扱いの違いが原因の一つであると考えられる。
モデルの中では、雲を概ね層状性と対流性に分類
していて、本事例における雲は、MSM、GSMとも
に層状性の雲として扱われている。
層状性の雲の表現については、GSMでは格子内の
非一様性を考慮して（中川 2012）、格子内での水蒸
気量の分布の不均一を確率密度関数によって表現
することで、一つの格子の中でも水蒸気量が多い部
分と少ない部分があると仮定している。このような
仮定のもとでは、格子の一部分で水蒸気量が飽和水
蒸気量より多くなり凝結が発生することがありう
る。つまり、格子平均（格子点値）の水蒸気量が飽
和水蒸気量を超えていなくても、格子の中の一部に
凝結が発生することになる。ここで、格子内で凝結
を生じている面積の割合を雲量と呼んでいる。凝結
した水蒸気は雲水となり、その雲水の一部は成長し
て降水となって地上に達する。
一方、MSMでは格子内に一様に水蒸気が分布し
ていると仮定しており3 、格子平均の水蒸気量が飽
和水蒸気量に達するまで雲を生成しない。つまり、
雲量は0か1のどちらかしかない4。
したがって、GSMの方がより小さな水蒸気量から
降水を作り出すことができるという性質を持って
おり、MSMより早い段階から弱い降水を予想する
ことが多い。このようなモデルの雲を表現するスキ
ームの性質の違いが、弱い降水の広がりの違いにつ
ながっているものと考えられる。
以上は、GSMに比べてMSMの方が弱い降水域が
狭くなりやすいという傾向が、モデルの物理過程の

3

性質から理解できるということであるが、どちらの
予想が適切かについては、事例に依存する点に留意
いただきたい。図4.2.25で示した事例のように、弱
い降水が実況で広く広がる場合には、MSMの降水
域が過少である傾向が強いが、弱い降水域が実況で
広くない場合には、GSMの降水域の過大傾向が目立
つ場合が多い。
また、予報時間が短い目先は、MSMの方が、弱
い降水を含めて実況をとらえていることが多く見
られる。これは、解析雨量を同化している効果が大
きいと考えられる（森安 2009）。しかし、予報時間
の経過とともに、弱い降水の範囲が小さくなってい
る様子が図4.2.25でも見て取れる。MSMの弱い降水
の予想頻度が、予報時間の経過とともに減少してい
く性質は、他の事例も含めて統計的にも確認されて
いる。図4.2.26は、1mm/hを閾値とするMSMのバ
イアススコアの予報時間の経過に伴う変化を示し
たものであり、予報の後半でバイアススコアが小さ
くなり、予想頻度が少なくなっていることがわかる。

4.2.8 モデル間で予想が異なる一般的な要因
モデル間で予想が異なる主な要因のいくつかの
例を前項で紹介したが、一般にその要因として、以
下のようなことを挙げることができる。

(1) モデルの解像度の違い
モデルの解像度の違いによって、より高解像度の
モデルがより細かなスケールの現象を表現してい
る場合がある。モデル地形の違いによる地形効果の
違いもこれに含まれる。地形効果によるモデルの表
現の違いについては、第2章のLFMの解説で示した
ので参照いただきたい。

図 4.2.26 MSM 領域拡張実験（第 1 章参照）にお
ける 1mm/3 時間を閾値としたバイアススコアの
予報時間による変化。横軸は予報時間（単位:時
間）
。統計期間は夏実験期間（2011 年 7 月 22 日
～8 月 15 日）。

格子内の非一様性の度合は一般に高解像度になるほど
小さいので、超高解像度のモデルで格子内を一様と仮定す
ることは妥当であるが、最近の研究では、格子内と一様と
みなせるのは、MSM や LFM よりも、もっと小さい格子
間隔（180m 程度）であるという指摘もされている。
4 MSM では、雲物理過程においては格子内は一様として
いるが、放射過程では格子内に雲がある部分とない部分が
あるものと仮定して、雲量の概念を導入している。
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(2) 初期値の違い

ついて、簡単に取り上げる。

MSMとGSMでは、初期値を作成する同化手法が
共に4次元変分法であることは共通しているが、そ
れぞれのモデルをベースに構築された異なる同化
システムを運用している。一方、LFMでは3次元変
分法が同化手法に用いられている。また、それぞれ
のモデルで同化する観測データが異なるために、各
モデルの初期値の間に差異が出ることもある。その
初期値の差が予報時間とともに拡大し、各モデルの
予想が異なることもある。初期値に対する摂動に敏
感な場所に差があった場合、初期値のわずかな差が
予想の大きな違いとなって現れることもある。

(i) 積雲対流スキームの使用の有無や積雲対流ス

キームの特性の違いによるモデル間の降水表現
の違い
積雲対流スキームの違いの一つに、対流発生の条
件判定がある。成層状態が潜在不安定であることは
対流が発生するための必要条件ではあるが、十分条
件ではない。成層状態が潜在不安定ならば、いつで
も対流が発生するわけではなく、対流の発生にはエ
ネルギー障壁（CINと呼ばれる）を乗り越えて空気
塊を強制上昇させる必要がある。積雲対流スキーム
では、その強制上昇による対流発生を直接表現せず、
場がある条件（強制上昇が起こりやすい条件も考慮
されている）を満たしたときに対流が発生するとし
て、積雲対流スキームによる成層安定化を発動させ
る。一方、積雲対流スキームを用いない場合には、
対流発生につながる強制上昇についてもモデルの
格子平均値で表現する必要がある。
積雲対流スキームにおける対流発生の条件は、モ
デルによって異なっている。GSMで用いている積雲
対流スキームは、大気安定度がそれほど小さくない
段階から対流が発生するものとして成層を安定化
させるため、弱い降水を広めに予想する傾向がある。
ただし、その安定化はゆっくり行われるため、長時
間にわたって広い降水域が予想されることもある。

(3) 物理過程の違い
第4.2.7項で示したように、層状性の雲による降水
分布の違いは、格子内の部分的な凝結を考慮してい
るか否かという、GSMとMSMの物理過程の違いに
関連している。第4.1節で取り上げた2013年1月14
日の雪の事例も蒸発・融解による冷却の取り扱いの
モデル間の違いが、モデルの予想の差の大きな原因
になっていた。モデル間の物理過程の特性の違いに
ついては、紙面の都合上、ここで網羅的に解説でき
ないが、以下では、その中から、(i) 積雲対流スキ
ームの使用の有無や積雲対流スキームの特性の違
いによるモデル間の降水表現の違いと、(ii) 境界層
スキームの違いによる安定境界層の表現の違いに

図 4.2.27 2012 年 8 月 17 日 08UTC（上）と同日 12UTC（下）を対象時刻とした前 1 時間降水量。左から、解析
雨量による観測、LFM （8 月 17 日 03UTC 初期値）
、MSM（8 月 17 日 03UTC 初期値）
、GSM（8 月 17 日 00UTC
初期値）それぞれによる予報。
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GSM 00UTC初期値 FT=18

MSM 03UTC初期値 FT=15

図 4.2.28 GSM（00UTC 初期値）
（左）と MSM（03UTC 初期値）
（右）の 18UTC(03JST)の地上気温のアメダス
観測に対する平均誤差（単位:K）。モデルと観測点の標高差に応じて、0.65K/100m で気温を修正した上で検証。
検証対象は 2012 年 12 月 1 日～2013 年 2 月 28 日を初期値とする GSM および MSM。

第2章で説明したように、積雲対流パラメタリゼー
ションを用いていないLFMでは、対流の発生に必要
な強制上昇もモデルの格子平均値によって表現す
る必要があるが、実際に強制上昇をもたらす現象は
スケールが小さいことが多く、対流の発生が遅れる
場合がある。また、対流が発生したときには、大き
な対流有効位置エネルギー(CAPE)を短時間で運動
エネルギー（上昇流）に変換するために、降水域が
狭く、降水量も過大になる傾向が見られる。MSM
は積雲対流スキームを用いているものの、大気安定
度がある程度小さくならないと対流が発生すると
判定されないため、対流による降水域が狭く、降水
も弱い場合が多い。対流が発生すると判定されず、
積雲対流スキームが発動しなかった場合は、LFMと
同様に対流発生の遅れや、局所的な過大な降水量に
つながることもある。図4.2.27（上）は、LFM、
MSM、GSMによる、最盛期の対流性降水の予想の
例を示したものである。LFMは降水域が過少でピー
クは過大、GSMでは降水域が広くピークは過少、
MSMは降水域、ピークともに過少になっており、
それぞれ上で説明した性質に沿ったものとなって
いる。一方、図4.2.27（下）は、同じ不安定降水事
例で、対流が衰退期にある時間帯の予想である。実
況で強い降水がほとんど見られないのに対し、LFM
やMSMでは実況とは異なる強い降水を表現してい
る。LFMやMSMで、対流が実況の最盛期に適切に
発 生 し なか っ たた めに 潜在 不 安 定が 解 消さ れず
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CAPEが蓄積され、実況で衰退している時間になっ
て、そのCAPEが上昇流に変換され、強い降水を予
想したものと考えられる。このように、LFMやMSM
では、対流の発生が遅れることに加え、降水の表現
が長引く場合がある。
以上で述べたように、対流性の雲からの降水の予
想には課題が多い。潜在不安定による降水が見込ま
れる場合には、上で述べたモデルの性質を踏まえて
降水量の予想を見るとともに、降水量だけでなく、
大気安定度を示す指数（SSI, CAPEなど）にも注目
していただきたい。潜在不安定な状態自体はどのモ
デルでもある程度表現できているため、有効に活用
できることが多いと考えられるが、対流を発生させ
るに足りる強制上昇の要因の有無（地形による上昇
など）や、対流発生に必要なエネルギーの大小に関
係する自由対流高度などにも合わせて注目してい
ただきたい。
(ii) 境界層スキームの違いによる安定境界層の表現

の違い
安定境界層の表現についてのGSMとMSMの違い
は、強い安定層が形成される冬期の北海道における
未明の地上気温の誤差の違いに見ることができる
（図4.2.28）。GSMの安定境界層内での乱流による
下向きの熱輸送はMSMよりも大きく（原 2012）、
地表面付近の冷却が阻害されることがわかってい
る。その結果、図4.2.28のように、安定境界層内で

の地上気温が十分に下がらず、大きな正バイアスが
生じている事例が多く見られる5。
ここまで見てきたように、モデルの間で予想が異
なる原因と、その典型例を知っておくことは、予想
を適切に解釈して活用する上で重要な情報を与え
てくれる。本項ではすべてを網羅できなかったが、
ここで説明したことを念頭に、日頃から各モデルの
予想と実況を比較して見ていただきたい。モデル間
で予想に差が見られた際には、その差の原因を推察
しながら解釈することにより、モデルの特性をより
つかみやすくなることが期待される。

4.2.9 まとめ
本節では、2013年4月6日から7日にかけて発達し
ながら通過した低気圧について、数値予報モデルと
ガイダンスの予想結果の検証を行った。
第4.2.2項では、事例の概説として天気図、衛星画
像、低気圧中心の通過位置と中心気圧、及びメソ解
析の下層の状況を示して、4月7日朝をピークとして
急速に発達した日本海側の低気圧と、7日後半以降
も発達を続けた太平洋側の低気圧の動きを示し、強
風・強雨をもたらしたシアーや雲域の動きについて
言及した。
第4.2.3項では、GSMがFT=60（4日12UTC初期
値）の段階から低気圧が日本海を通過し、7日09JST
頃をピークに急速に発達することと、同時刻の前後
に北日本の太平洋側に暴風が発生することを予想
していたことを示した。ただし、4日から5日の初期
値では低気圧の通過位置を西寄りに予想し、発達さ
せ過ぎる傾向があり、これらの特徴は週間アンサン
ブル予報システムの予想と共通するものであった。
第4.2.4項に示したように、本事例では4月1日初期
値以降の週間アンサンブル予報システムが日本海
の低気圧の発達を予想できていたことを示した。ま
た、新しい初期値の予想になるほど観測データが適
切に同化され、実況に近い予想になることを確認で
きた。週間アンサンブル予報システムのスプレッド
が、GSMの決定論予報の不確かさの情報を与えるこ
とも確認できた。
第4.2.5項では、MSMの総観規模の予想が、側面・
上部境界値を与えるGSMの予想に概ね似ていたこ
とを示した。その一方で、下層の風の予想にはMSM
とGSMの間に違いがあり、6日に西日本の太平洋沿
岸で観測された強風は、MSMの方が適切に予想で
きている場合があった。また、この項で検証した5
日 00UTC 初 期 値 の GSM と 5 日 03UTC 初 期 値 の
MSMについては、東日本から東北地方での下層の
5

気温ガイダンスは、このような大きな正バイアスを取り
除いている。
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暖湿流の表現に違いがあり、その後の低気圧の動き
の予想が異なる一因となったことを述べた。
第4.2.6項では、GSMガイダンスの風の予想を検
証した。太平洋沿岸の低気圧による強風と、日本海
で急発達した低気圧による強風の2つの現象を、
GSMガイダンスは予想できていたが、太平洋沿岸の
低気圧による強風はやや弱めであったことを確認
した。風速の誤差は西の地点ほど大きかった。一方
日本海の発達した低気圧による強風については、概
ね精度良く予想できていた。第4.2.3項で示したよう
に、4日12UTC初期値以降のGSMにおける上空のト
ラフの予想は概ね実況に近づいたので、ガイダンス
の予想にも問題はなかったと考えられる。
第4.2.7項では、MSMとGSMの降水の予想の違い
について検証した。解像度、初期値の作成方法、物
理過程などのモデルの仕様の違いに起因して、降水
予想に違いが生じる場合があることを示した。
第4.2.8項では、GSMとMSMの積雲対流過程と安
定境界層の扱いを例にとりながら、第4.2.7項に述べ
たこと以外にも、MSMとGSMの物理過程の違いに
よって、この2つのモデルの予想結果に違いが生じ
る場合があることを示した。
本事例では、日本海を発達しながら通過する低気
圧について、1週間程度前から週間アンサンブル予
報システムで予想できていた。しかし、低気圧の通
過位置や発達程度の予想については問題もあった。
4月6日に観測された西日本での強風の予想につい
ては、MSMで適切に予想できていたものもあった。
GSMとMSMの総観規模での予想は概ね似ているも
のの、MSMの方が下層の風などを的確に予想をす
る場合がある。風ガイダンスについては、計算の基
となる数値予報モデルの予想が実況の特徴をとら
えていれば予想結果が良いことが確認できたので、
今後は予報期間の延長されたMSMのガイダンスも
参考になるだろう。また、MSMとGSMの予想の差
には、物理過程の違いに起因するものがあるため、
それらについて理解を深めることは、予想結果を適
切に解釈して活用する上で重要である。
今後の予報、及び防災情報の改善に資するために
も、こうした個々の事例に対する数値予報とガイダ
ンスの検証を積み重ねていくことが重要である。本
事例の予想結果の特徴と、GSMとMSMの予想に違
いが生じる要因の解説が、数値予報モデルとガイダ
ンスについて理解を進める機会となり、今後の数値
予報利用の一助となることを期待する。
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ணሗ㛫䠄ึᮇ้䠅

84 㛫(00, 06, 18UTC)
264 㛫(12UTC)

2

ቃ⏺್㻌
ᅵተ

ᗘ

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛿๓ᅇணሗ್䠅

ᅵተỈศ

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛿Ẽೃ್䠅

✚㞷⿕そ

㞷Ỉᙜ㔞䜢ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛿⌫✚㞷῝ゎᯒ䜢᪥ᮏᇦ䛾ほ

䛷ಟṇ䛧䛯䜒䛾䠅

⌫ᾏ㠃Ỉ ゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.25 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛾ᖹᖺ೫ᕪ䠇Ꮨ⠇ኚື
䛩䜛Ẽೃ್
⌫ᾏịᐦ᥋ᗘゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.25 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛛䜙సᡂ䛧䛯ᾏịศᕸ
䛾ᖹᖺ೫ᕪ䠇Ꮨ⠇ኚື䛩䜛Ẽೃ್

ᾏ㠃Ỉ
ᾏịศᕸ
ゎᯒ䠄䝕䞊䝍ྠ䠅䝅䝇䝔䝮㻌
䝕䞊䝍ྠᡭἲ

4 ḟඖኚศἲ

Ỉᖹゎീᗘ

䜰䜴䝍䞊䝰䝕䝹 3䛾Ỉᖹゎീᗘ䠖TL959 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙20km䠖0.1875ᗘ䠅 2
䜲䞁䝘䞊䝰䝕䝹 3䛾Ỉᖹゎീᗘ䠖TL319 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙55km䠖0.5625ᗘ䠅 2

㖄┤ᒙᩘ

60 ᒙ䠄᭱ୖᒙ 0.1hPa䠅䠇ᆅୖ 4

ゎᯒ้

00, 06, 12, 18UTC

ྠ䜴䜱䞁䝗䜴

ྛゎᯒ้䛾 3 㛫๓䛛䜙 3 㛫ᚋ

ほ

㏿ሗゎᯒ 5䠖2 㛫 20 ศ
䝃䜲䜽䝹ゎᯒ 5䠖11 㛫 50 ศ(00, 12 UTC)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 7 㛫 50 ศ(06, 18UTC)

䛾ᚅ䛱ཷ䛡㛫

ྎ㢼䝪䞊䜺䝇

㏿ሗゎᯒ䚸䝃䜲䜽䝹ゎᯒ䛸䜒䛻ᨃఝほ

⏝䛩䜛䛺ほ

䝷䝆䜸䝌䞁䝕䚸䜴䜱䞁䝗䝥䝻䝣䜯䜲䝷䚸⯟✵ᶵほ 䠄㢼䚸Ẽ 䠅䚸ᆅୖほ 䠄Ẽᅽ 4䚸✚㞷
῝ 6䠅䚸⯪⯧䞉䝤䜲ほ 䠄Ẽᅽ 4䠅䚸䜰䝯䝎䝇䠄✚㞷῝ 6䠅䚸⾨ᫍほ Ẽ㏣㊧㢼䚸⾨ᫍ㖄┤
䝃䜴䞁䝕䜱䞁䜾ほ 䠄㍤ᗘ ᗘ䠅䚸⾨ᫍ䝬䜲䜽䝻Ἴ䜲䝯䞊䝆䝱䠄㍤ᗘ ᗘ䠅䚸⾨ᫍ䝬䜲䜽䝻
Ἴᩓィ䠄ᾏୖ㢼䠅䚸㟼ṆẼ㇟⾨ᫍ䛾ᬕኳ㍤ᗘ ᗘ䚸GNSS ᥏ⶸほ 䠄ᒅᢡ⋡䠅䚸ྎ
㢼䝪䞊䜺䝇䠄ᾏ㠃Ẽᅽ䚸㢼䠅

䝕䞊䝍

1

ᆺ

A.1 ᐊ 䛱䛒䛧䚸A.2 ᯇୗ Ὀᗈ䚸A.3 すᑿ ୍
T 䛿୕ゅᙧἼᩘษ᩿䛾ព䛷ᩘᏐ䛿ษ᩿Ἴᩘ䜢⾲䛩䚹TL 䛿⥺ᙧ᱁Ꮚ䜢䚸T 䛾䜏䛾ሙྜ䛿ḟ᱁Ꮚ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䜢
♧䛩䚹
3 䜰䜴䝍䞊䝰䝕䝹䛿➨୍᥎ᐃ್䛾ィ⟬䛻⏝䛔䜛䝰䝕䝹䚹䜲䞁䝘䞊䝰䝕䝹䛿ゎᯒಟṇ㔞䜢ồ䜑䜛ィ⟬䛻⏝䛔䜛䝰䝕䝹䚹
4 ᆅୖほ
䛚䜘䜃⯪⯧䞉䝤䜲ほ 䛾Ẽ 䞉㢼䞉‵ᗘ䛾䝕䞊䝍䛿䚸2 ḟඖ᭱㐺ෆᤄἲ䛻䜘䜛ᆅୖゎᯒ್సᡂ䛻⏝䛥䜜䜛䚹
䛯䛰䛧䚸䛣䛾ᆅୖゎᯒ್䛿䝰䝕䝹䛾ึᮇ್䛸䛧䛶䛿䜟䜜䛺䛔䚹
5 ⌫ゎᯒ䛻䛿ணሗ㈨ᩱ䜢సᡂ䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛖㏿ሗゎᯒ䛸ほ
䝕䞊䝍䜢ྍ⬟䛺㝈䜚㞟䜑䛶ṇ☜䛺ᐇἣᢕᥱ䛾䛯䜑䛻⾜䛖
䝃䜲䜽䝹ゎᯒ䛾 2 ✀㢮䛾ィ⟬䛜䛒䜛䚹
6 ✚㞷῝䛾䝕䞊䝍䛿✚㞷⿕そ䛾ึᮇ≧ែ䜢ィ⟬䛩䜛䛯䜑䛻⏝䛥䜜䜛䚹
2
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A.1.2 㻌 ྎ㢼䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䠄TEPS䠅7
ணሗ䝰䝕䝹㻌
Ỉᖹゎീᗘ

TL319 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙ 55km䠖0.5625 ᗘ)

㖄┤ᒙᩘ

60 ᒙ䠄᭱ୖᒙ 0.1hPa䠅

ึᮇ้

00, 06, 12, 18UTC

ணሗ㛫䠄ึᮇ้䠅

132 㛫(00, 06, 12, 18UTC)

䝯䞁䝞䞊ᩘ

11䠄10 ᦤື䝷䞁䠇䝁䞁䝖䝻䞊䝹䝷䞁䠅

2

ึᮇ್䛚䜘䜃ᦤືసᡂᡭἲ㻌
ึᮇ್

⌫䝰䝕䝹䛾ゎᯒ್䜢 TL319 䜈ゎീᗘኚ䛧䛯䜒䛾䜢⏝

ึᮇᦤືసᡂᡭἲ

≉␗䝧䜽䝖䝹䠄SV䠅ἲ
すኴᖹὒ㡿ᇦ

⇕ᖏᨐ࿘㎶ᇦ

20°N䠉60°N, 100°E䠉180°E

ึᮇ้䛛䜙 24 㛫ᚋ䛾⇕ᖏᨐ䛾᥎
ᐃ⨨䜢୰ᚰ䛸䛩䜛༙ᚄ 750km 䛾➼㊥
㞳㡿ᇦ䠄᭱ 3 㡿ᇦ䠅

SV ィ⟬䛾ᑐ㇟㡿ᇦ

᥋⥺ᙧ䞉㝶క䝰䝕䝹䛾ゎീᗘ

T63 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙ 190km䠖1.875 ᗘ䠅 2㻌 㖄┤ᒙᩘ 40

᥋⥺ᙧ䞉㝶క䝰䝕䝹䛾≀⌮㐣⛬

ึᮇ್䚸Ỉᖹᣑᩓ䚸㻌
㖄┤ᣑᩓ䚸ᆅ⾲㠃䝣䝷䝑䜽䝇㻌

ホ౯㛫

24 㛫

ᦤື䛾䛝䛥䛾ホ౯䠄䝜䝹䝮䠅

‵₶䝖䞊䝍䝹䜶䝛䝹䜼䞊㻌

ึᮇᦤື䛾ᖜ

‵₶䝖䞊䝍䝹䜶䝛䝹䜼䞊䜢⏝䛔䛶Ỵᐃ

SV 䛛䜙ึᮇᦤື䜢ྜᡂ䛩䜛ᡭἲ

䝞䝸䜰䞁䝇䝭䝙䝬䝮ἲ㻌

⏝䛩䜛 SV 䛾ᩘ

ィ 10 ಶ

䝰䝕䝹䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᡭἲ

☜⋡ⓗ≀⌮㐣⛬ᙉไἲ䠄ᦤື䝷䞁䛾䜏䠅㻌

䠄ᕥ䛻ຍ䛘䛶䠅✚㞼ᑐὶ㐣⛬䚸㻌
㔜ຊἼᢠ䚸㛗Ἴᨺᑕ䚸㞼Ỉ㐣⛬㻌

⾲୰䛾⏝ㄒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩘ್ணሗㄢሗ࿌䞉ู➨ 55 ྕ䛾➨ 3, 4 ❶䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹㻌

7

ྎ㢼䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾⤖ᯝ䛿㒊ෆ䛾ྎ㢼ணሗసᴗ䛾䛯䜑䛻⏝䛥䜜䛶䛚䜚䚸䝥䝻䝎䜽䝖䛾㓄ಙ䛿⾜䛳䛶䛔䛺
䛔䚹
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A.1.3 㻌 㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝅䝇䝔䝮䠄WEPS䠅
ணሗ䝰䝕䝹㻌
2

Ỉᖹゎീᗘ

TL319 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙ 55km䠖0.5625 ᗘ)

㖄┤ᒙᩘ

60 ᒙ䠄᭱ୖᒙ 0.1hPa䠅

ึᮇ้

12 UTC

ணሗ㛫䠄ึᮇ้䠅

264 㛫(12UTC)

䝯䞁䝞䞊ᩘ

51 䝯䞁䝞䞊䠄50 ᦤື䝷䞁䠇䝁䞁䝖䝻䞊䝹䝷䞁䠅

ึᮇ್䛚䜘䜃ᦤືసᡂᡭἲ㻌
ึᮇ್

⌫䝰䝕䝹䛾ゎᯒ್䜢 TL319 䜈ゎീᗘኚ䛧䛯䜒䛾䜢⏝

ึᮇᦤືసᡂᡭἲ

≉␗䝧䜽䝖䝹(SV)ἲ
༙⌫㡿ᇦ

⇕ᖏ㡿ᇦ

༡༙⌫㡿ᇦ

30°N䠉90°N

30°S䠉30°N

30°S䠉90°S

SV ィ⟬䛾ᑐ㇟㡿ᇦ

᥋⥺ᙧ䞉㝶క䝰䝕䝹䛾ゎീᗘ

T63 䠄᱁Ꮚ㛫㝸⣙ 190km䠖1.875 ᗘ䠅 2㻌 㖄┤ᒙᩘ 40

᥋⥺ᙧ䞉㝶క䝰䝕䝹䛾≀⌮㐣⛬

ึᮇ್䚸Ỉᖹᣑᩓ䚸㻌
㖄 ┤ ᣑ ᩓ 䚸ᆅ ⾲ 㠃 䝣䝷䝑
䜽䝇

䠄ᕥ 䛻ຍ 䛘䛶䠅✚ 㞼 ᑐ ὶ
㐣⛬䚸㔜ຊἼᢠ䚸㛗Ἴ
ᨺᑕ䚸㞼Ỉ㐣⛬㻌

䠄༙⌫㡿ᇦ䛸ྠ䛨䠅㻌

ホ౯㛫

48 㛫

24 㛫

䠄༙⌫㡿ᇦ䛸ྠ䛨䠅㻌

ᦤື䛾䛝䛥䛾ホ౯䠄䝜䝹䝮䠅

‵₶䝖䞊䝍䝹䜶䝛䝹䜼䞊㻌

ึᮇᦤື䛾ᖜ

䝰 䝕 䝹 ➨ 15 ᒙ 䠄 ⣙
500hPa䠅䛾Ẽ 䛾 RMS
䛜 0.3K

䝰 䝕 䝹 ➨ 6 ᒙ 㻔 ⣙
850hPa䠅䛾Ẽ 䛾 RMS
䛜 0.3K㻌

䠄༙⌫㡿ᇦ䛸ྠ䛨䠅㻌

SV 䛛䜙ึᮇᦤື䜢ྜᡂ䛩䜛ᡭἲ

䝞䝸䜰䞁䝇䝭䝙䝬䝮ἲ㻌

⏝䛩䜛 SV 䛾ᩘ

䛭䜜䛮䜜䛾㡿ᇦ䛷 25 ಶ

䝰䝕䝹䜰䞁䝃䞁䝤䝹ᡭἲ

☜⋡ⓗ≀⌮㐣⛬ᙉไἲ䠄ᦤື䝷䞁䛾䜏䠅㻌

⾲୰䛾⏝ㄒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩘ್ணሗㄢሗ࿌䞉ู➨ 55 ྕ䛾➨ 3, 4 ❶䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹㻌
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A.1.4 㻌 䝯䝋䝰䝕䝹䠄MSM䠅䞉䝯䝋ゎᯒ䠄MA䠅
ணሗ䝰䝕䝹㻌
Ỉᖹゎീᗘ䛸ィ⟬㡿ᇦ

᱁Ꮚ㛫㝸䠖5km㻌 ィ⟬㡿ᇦ䠖ᮾす 4080km㽢༡ 3300km

㖄┤ᒙᩘ

50 ᒙ䠄᭱ୖᒙ⣙ 22km䠅

ึᮇ้

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

ணሗ㛫䠄ึᮇ้䠅

39 㛫(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC)

ቃ⏺್㻌
ᆅ୰

ᗘ

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛾➨ 1,2 ᒙ䛿ゎᯒ䝅䝇䝔䝮䛾๓ᅇணሗ್䚸➨ 3,4 ᒙ䛿Ẽೃ್䠅

ᅵተ䛾య✚ྵỈ⋡

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛿Ẽೃ್䠅

✚㞷⿕そ

⌫✚㞷῝ゎᯒ䜢᪥ᮏᇦ䛾ほ

ᾏ㠃Ỉ

⌫ᾏ㠃Ỉ

ᾏịศᕸ

༙⌫ᾏịゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.1 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛻ᅛᐃ

ഃ㠃ቃ⏺

⌫䝰䝕䝹ணሗ್
㻌 ึᮇ้ 00UTC 䛾⌫䝰䝕䝹ணሗ್
㻌 ึᮇ้ 06UTC 䛾⌫䝰䝕䝹ணሗ್
㻌 ึᮇ้ 12UTC 䛾⌫䝰䝕䝹ணሗ್
㻌 ึᮇ้ 18UTC 䛾⌫䝰䝕䝹ணሗ್

䛷ಟṇ䛧䛯䜒䛾䛾⿕そศᕸ䜢㛫ኚ↓䛧䛷⏝

ゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.25 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛻ᅛᐃ

䊻
䊻
䊻
䊻

ึᮇ้
ึᮇ้
ึᮇ้
ึᮇ้

03,
09,
15,
21,

06UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹
12UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹
18UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹
00UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹

ゎᯒ䠄䝕䞊䝍ྠ䠅䝅䝇䝔䝮㻌
䝕䞊䝍ྠᡭἲ

4 ḟඖኚศἲ

Ỉᖹゎീᗘ

䜰䜴䝍䞊䝰䝕䝹 3 䛾᱁Ꮚ㛫㝸䠖5km
䜲䞁䝘䞊䝰䝕䝹 3 䛾᱁Ꮚ㛫㝸䠖15km

㖄┤ᒙᩘ

50 ᒙ䠄᭱ୖᒙ⣙ 22km䠅䠇ᆅୖ

ゎᯒ้

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

ྠ䜴䜱䞁䝗䜴

ྛゎᯒ้䛾 3 㛫๓䛛䜙ゎᯒ้

ほ

50 ศ

䛾ᚅ䛱ཷ䛡㛫

4

ྎ㢼䝪䞊䜺䝇

ᨃఝほ

⏝䛩䜛䛺ほ

䝷䝆䜸䝌䞁䝕䚸䜴䜱䞁䝗䝥䝻䝣䜯䜲䝷䚸⯟✵ᶵほ 䠄㢼䚸Ẽ 䠅䚸ᆅୖほ 䠄Ẽᅽ 4 䚸✚㞷
῝ 6䠅䚸ゎᯒ㞵㔞䚸䝗䝑䝥䝷䞊䝺䞊䝎䞊䠄䝗䝑䝥䝷䞊㏿ᗘ䠅䚸Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊ᑕᙉᗘ䠄┦ᑐ
‵ᗘ䠅䚸⯪⯧䞉䝤䜲ほ 䠄Ẽᅽ 4䠅䚸䜰䝯䝎䝇䠄✚㞷῝ 6䠅䚸⾨ᫍほ Ẽ㏣㊧㢼䚸⾨ᫍ㖄
┤ 䝃䜴䞁䝕䜱䞁䜾ほ 䠄㍤ ᗘ ᗘ 䠅䚸⾨ ᫍ 䝬䜲䜽䝻Ἴ 䜲䝯䞊䝆䝱䠄㝆 Ỉ ᙉ ᗘ 䛸㍤ ᗘ
ᗘ䠅䚸ᆅୖタ⨨ GNSS ྍ㝆Ỉ㔞䚸ྎ㢼䝪䞊䜺䝇䠄ᾏ㠃Ẽᅽ䚸㢼䠅

䝕䞊䝍

ᆺ
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A.1.5 㻌 ᒁᆅ䝰䝕䝹䠄LFM䠅䞉ᒁᆅゎᯒ䠄LA䠅
ணሗ䝰䝕䝹㻌
Ỉᖹゎീᗘ䛸ィ⟬㡿ᇦ

᱁Ꮚ㛫㝸䠖2km㻌 ィ⟬㡿ᇦ䠖ᮾす 3160km㽢༡ 2600km

㖄┤ᒙᩘ

60 ᒙ䠄᭱ୖᒙ⣙ 20km䠅

ึᮇ้

ẖṇ

ணሗ㛫䠄ึᮇ้䠅

9 㛫䠄ẖṇ䠅

ቃ⏺್㻌
ᆅ୰

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛾➨ 1 ᒙ䛿ゎᯒ䝅䝇䝔䝮䛾๓ᅇணሗ್䛻ᆅୖẼ
⪃៖䚸➨ 2䡚4 ᒙ䛿ゎᯒ䝅䝇䝔䝮䛾๓ᅇணሗ್䠅

ᗘ

䛾䜲䞁䜽䝸䝯䞁䝖䜢

ᅵተ䛾య✚ྵỈ⋡

ணሗ䛩䜛䠄ึᮇ್䛿Ẽೃ್䠅

✚㞷⿕そ

䝯䝋䝰䝕䝹䛷⏝䛧䛶䛔䜛✚㞷⿕そ䜢ෆᤄ䛧䛶⏝

ᾏ㠃Ỉ

⌫ᾏ㠃Ỉ

ᾏịศᕸ

༙⌫ᾏịゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.1 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛻ᅛᐃ

ഃ㠃ቃ⏺

䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್
䠄䛘䜀䚸ึᮇ้ 00UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್䜢ึᮇ้ 02, 03, 04UTC 䛾ᒁᆅ
䝰䝕䝹䛾ഃ㠃ቃ⏺್䛸䛧䛶⏝䠅

ゎᯒ್䠄ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂ䠖0.25 ᗘ᱁Ꮚ䠅䛻ᅛᐃ

ゎᯒ䠄䝕䞊䝍ྠ䠅䝅䝇䝔䝮㻌
䝕䞊䝍ྠᡭἲ

3 ḟඖኚศἲ

Ỉᖹゎീᗘ

᱁Ꮚ㛫㝸䠖5km

㖄┤ᒙᩘ

50 ᒙ(᭱ୖᒙ⣙ 22km)䠇ᆅୖ

ゎᯒ้

ẖṇ

䝅䝇䝔䝮ᵓᡂ

ゎᯒ้䛾 3 㛫๓䜢䚸䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್䜢➨୍᥎ᐃ್䛸䛧䛶 3 ḟඖኚศἲ䛻䜘䜚ゎ
ᯒ 8䚸䛭䛾ᚋ䚸䛭䛾ゎᯒ್䛛䜙䛾 1 㛫ணሗ್䜢᥎ᐃ್䛸䛧䛶䚸䛭䛾 1 㛫ᚋ䜢 3 ḟ
ඖኚศἲ䛻䜘䜚ゎᯒ䚸䛣䜜䜢 3 ᅇ⧞䜚㏉䛧

ほ

30 ศ

䛾ᚅ䛱ཷ䛡㛫

ྎ㢼䝪䞊䜺䝇
⏝䛩䜛䛺ほ

⏝䛧䛺䛔
䝕䞊䝍

䝷䝆䜸䝌䞁䝕䚸䜴䜱䞁䝗䝥䝻䝣䜯䜲䝷䚸⯟✵ᶵほ 䠄㢼䚸Ẽ 䠅䚸ᆅୖほ 䠄Ẽᅽ䚸ẚ‵䠅䚸
䝗䝑䝥䝷䞊䝺䞊䝎䞊䠄䝗䝑䝥䝷䞊㏿ᗘ䠅䚸Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊ᑕᙉᗘ䠄┦ᑐ‵ᗘ䠅䚸⯪⯧䞉䝤䜲
ほ 䠄Ẽᅽ䠅䚸䜰䝯䝎䝇䠄Ẽ 䚸㢼䠅䚸ᆅୖタ⨨ GNSS ྍ㝆Ỉ㔞

8

㏻ᖖ FT=0, 1, 2 䜢➨୍᥎ᐃ್䛸䛧䛶⏝䛩䜛䚹䛘䜀䚸ึᮇ้ 00UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್䜢䚸FT=0 䛿 03UTC 䛾䚸
FT=1 䛿 04UTC 䛾䚸FT=2 䛿 05UTC 䛾ᒁᆅゎᯒ䛾➨୍᥎ᐃ್䛻䛭䜜䛮䜜⏝䛩䜛䚹
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A.1.6 㻌 ẖẼゎᯒ㻌
ゎᯒ䠄䝕䞊䝍ྠ䠅䝅䝇䝔䝮㻌
䝕䞊䝍ྠᡭἲ

3 ḟඖኚศἲ

Ỉᖹゎീᗘ䛸ィ⟬㡿ᇦ

᱁Ꮚ㛫㝸䠖5km㻌 ィ⟬㡿ᇦ䠖ᮾす 3600km㽢༡ 2880km

㖄┤ᒙᩘ

50 ᒙ䠄᭱ୖᒙ⣙ 22km䠅䠇ᆅୖ 9

ゎᯒ้

ẖṇ

ゎᯒせ⣲

㢼䞉Ẽ

䝅䝇䝔䝮ᵓᡂ

䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್䜢➨୍᥎ᐃ್䛸䛧䛶䚸3 ḟඖኚศἲ䛻䜘䜚ゎᯒ 10

ほ

20 ศ

䛾ᚅ䛱ཷ䛡㛫

ྎ㢼䝪䞊䜺䝇
⏝䛩䜛䛺ほ
ഛ⪃

⏝䛧䛺䛔
䝕䞊䝍

䜴䜱䞁䝗䝥䝻䝣䜯䜲䝷䚸⯟✵ᶵほ 䠄Ẽ 䚸㢼䠅䚸䝗䝑䝥䝷䞊䝺䞊䝎䞊䠄䝗䝑䝥䝷䞊㏿ᗘ䠅䚸䜰
䝯䝎䝇䠄Ẽ 䚸㢼䠅䚸⾨ᫍほ Ẽ㏣㊧㢼
≉䛻䜰䝯䝎䝇ほ 䛻䛴䛔䛶䛿䚸ゎᯒ್䜢ほ ್䛻ᙉ䛟ᐤ䛫䜛タᐃ䜢⏝䛔䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸
ᾏᓊ㏆䛾䜰䝯䝎䝇ほ 䛾ᙉ䛔ᙳ㡪䛜ᾏୖ䛻ཬ䜀䛺䛔䜘䛖䚸ゎᯒ䜢ᐇ⾜䛧䛯ᚋ䛻䝣䜱
䝹䝍䞊䜢㐺⏝䛧䛶䛔䜛䚹

㻌

9

ᆅୖ䛸ୖ✵䜢⊂❧䛻ゎᯒ䛧䛯ᚋ䚸ቃ⏺ᒙෆ䛻䛴䛔䛶䛿ᆅୖ䛸ୖ✵䛾ಟṇ㔞䛾⥺ᙧ⤖ྜ䜢䛸䜚䚸䛣䜜䜢ಟṇ㔞䛸䛩䜛䚹
㏻ᖖ FT=2, 3, 4 䜢⏝䛩䜛䚹䛘䜀䚸ึᮇ้ 00UTC 䛾䝯䝋䝰䝕䝹ணሗ್䜢 FT=2 䛿 02UTC 䛾䚸FT=3 䛿 03UTC
䛾䚸FT=4 䛿 04UTC 䛾ẖẼゎᯒ䛾➨୍᥎ᐃ್䛸䛧䛶䛭䜜䛮䜜⏝䛩䜛䚹

10
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㻭㻚㻞㻌 䜺䜲䝎䞁䝇㻌
㻭㻚㻞㻚㻝㻌 㝆Ỉ䜺䜲䝎䞁䝇㻌
ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇(MRR) 1

1
2
3

సᡂᑐ㇟

GSM䠖20km ᱁Ꮚ䚸MSM䠖5km ᱁Ꮚ䚸TEPS䠖20km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䛻䜘䜛ண

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM, TEPS䠄ྛ䝯䞁䝞䞊䛻䛴䛔䛶సᡂ䠅㻌

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
TEPS䠖FT=6 䛛䜙 FT=132 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ 2

䝰䝕䝹ணሗ್ 3(NW85, NE85, SSI, PCWV, QWX, EHQ, OGES, DXQV, FRR)

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

᱁Ꮚẖ䚸ணሗ㛫䠄6 㛫༊ษ䜚䠅

ഛ⪃

㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ䛾㜈್䛿 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 80mm/3h 䜢⏝䚹

㝆Ỉ㔞䜢㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇᚋ䚸㝆Ỉ☜⋡(PoP)䛷⿵ṇ

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.2 ⠇(p50䡚59)䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
PoP ⿵ṇ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸PoP సᡂ䛻⏝䛩䜛ㄝ᫂ኚᩘ䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛䚹PoP 䛾ㄝ᫂ኚᩘ䜢ཧ↷䚹
㝆Ỉ䜺䜲䝎䞁䝇䛻⏝䛩䜛ㄝ᫂ኚᩘ䛿௨ୗ䛾䜒䛾䚹
NW85䠖㻌 850hPa 䛾すᡂศ䛾㢼㏿
NE85䠖㻌 850hPa 䛾ᮾᡂศ䛾㢼㏿
SSI䠖㻌 䝅䝵䝽䝹䝍䞊䛾Ᏻᐃᣦᩘ
PCWV䠖㻌 ྍ㝆Ỉ㔞㽢850hPa 㢼㏿㽢850hPa 㖄┤㏿ᗘ
QWX䠖㻌 䃂䠄㖄┤㏿ᗘ㽢ẚ‵㽢‵ᗘ㽢ᒙཌ䠅䚸䃂䛿ྛᒙ䛾䜢♧䛩䠄௨ୗྠ䛨䠅
EHQ䠖㻌 䃂䠄ᇶ‽‵ᗘ䛛䜙䛾㉸㐣ศ㽢ẚ‵㽢‵₶ᒙ䛾ཌ䛥䠅䚸‵₶ᒙ䛿ᇶ‽‵ᗘ䠄Ẽ 䛷ኚ䠅䜢㉸䛘䜛ᒙ䠄௨ୗྠ䛨䠅
OGES䠖㻌 ᆅᙧᛶୖ᪼ὶ㽢ẚ‵㽢‵₶ᒙ䛾ཌ䛥
DXQV䠖㻌 ᆺ㝆Ỉ䛾ᣦᩘ㻌 䛂㢼ྥู㝆Ỉ⋡㽢850hPa 䛾㢼㏿㽢䠄ᾏ㠃䛸ୗᒙ 䛾㣬ẚ‵ᕪ䠅䛃
FRR䠖㻌 䝰䝕䝹㝆Ỉ㔞ணሗ್
RH85䠖㻌 850hPa ┦ᑐ‵ᗘ
NW50䠖㻌 500hPa 䛾すᡂศ䛾㢼㏿
NE50䠖㻌 500hPa 䛾ᮾᡂศ䛾㢼㏿
ESHS:㻌 䃂䠄ẚ‵㽢‵₶ᒙ䛾ཌ䛥䠅䠋䃂㣬ẚ‵
HOGR䠖㻌 ᆅᙧᛶୖ᪼ὶ㽢┦ᑐ‵ᗘ
CFRR䠖㻌 䝰䝕䝹㝆Ỉ㔞ணሗ್䛾ኚ್㻌 䛂FRR 䠎 䠋䠄FRR2+2䠅䛃
D850䠖㻌 850hPa 㢼ྥ
W850䠖㻌 850hPa 㢼㏿
OGR䠖㻌 ᆅᙧᛶୖ᪼ὶ㽢ẚ‵
10Q4䠖㻌 1000hPa 䛾ẚ‵䛸 400hPa 䛾㣬ẚ‵䛾ᕪ
DWL䠖㻌 ‵₶ᒙ䛾ཌ䛥
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㝆Ỉ☜⋡䜺䜲䝎䞁䝇(PoP)䠍
సᡂᑐ㇟

GSM䠖20km ᱁Ꮚ䚸MSM䠖5km ᱁Ꮚ䚸TEPS䠖20km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM, TEPS䠄ྛ䝯䞁䝞䞊䛻䛴䛔䛶సᡂ䠅

ணሗᑐ㇟㛫
ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

6 㛫
GSM䠖FT=9 䛛䜙 FT=81 䜎䛷 6 㛫㛫㝸
MSM䠖
00,06,12,18UTC ึᮇ้䠖FT=9 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 6 㛫㛫㝸
03,09,15,21UTC ึᮇ้䠖FT=6 䛛䜙 FT=36 䜎䛷 6 㛫㛫㝸
TEPS䠖FT=6 䛛䜙 FT=132 䜎䛷 6 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್
CFRR)

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

᱁Ꮚẖ䚸ணሗ㛫䠄6 㛫༊ษ䜚䠅

3 (NW85,

NE85, RH85, NW50, NE50, ESHS, HOGR, DXQV,

᭱㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇(MAXP) 4
సᡂᑐ㇟

GSM䠖20km ᱁Ꮚ䚸MSM䠖5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

1,3 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䠄3 ᒙ䠖୰㛫ᒙ䛿䝅䜾䝰䜲䝗㛵ᩘ 5䚸ฟຊᒙ䛿୍ḟ
㛵ᩘ䜢⏝䠅
24 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖⥺ᙧ㔜ᅇᖐ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM㻌

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫䠄1,3 㛫᭱䠅䚸24 㛫䠄24 㛫᭱䠅

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

䛺䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

1,3 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖䝰䝕䝹ணሗ್ 3(D850, W850, SSI, OGR, 10Q4, DWL)䛸
MRR
24 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖䝰䝕䝹ணሗ್ 3䠄500hPa 㧗ᗘ䚸500hPa 䚸700hPa 䚸
850hPa 㖄┤ P ㏿ᗘ䚸850hPa ┦ᙜ 䚸SSI䠄ୗᒙ 850hPa䞉ୖᒙ 500hPa䠅䚸SSI
䠄ୗᒙ 925hPa䞉ୖᒙ 700hPa䠅䚸500m 㧗ᗘỈẼ䝣䝷䝑䜽䝇䚸500m 㧗ᗘ┦ᙜ 䚸
500m 㧗ᗘ䛸 700hPa 䛾㢼㏿㖄┤䝅䜰䚸ᆅᙧᛶୖ᪼ὶ䠄ୗᒙ௦⾲㢼䛸㢼ྥ䛻ᛂ䛨䛯ᆅ
ᙧ໙㓄䛾✚䠅䚸ᆅᙧᛶୖ᪼ὶ䛸ୗᒙẚ‵䛾✚䚸ྍ㝆Ỉ㔞䚸PCWV䚸EHQ䚸ESHS䚸➼
㠃 (305,315,335,345,355K)䛾ୖᡂศ䛛䜙 7 䛴䠅䛚䜘䜃 MRR

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

᱁Ꮚẖ䚸ᖹᆒ㝆Ỉ㔞

ഛ⪃

1,3 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖
ẚ⋡䠄᭱㝆Ỉ㔞䠋ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䠅䜢ண 䛩䜛䚹
᭱⤊ⓗ䛻䛿 MRR 䛻ẚ⋡䜢䛡䛶 MAXP 䜢ண 䛩䜛䚹
24 㛫᭱㝆Ỉ㔞䠖
24 㛫ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䛚䜘䜃䝰䝕䝹ண ್䛾ᡂศ䛛䜙⥺ᙧ㔜ᅇᖐ䛻䜘䜚᭱㝆Ỉ㔞
䜢ண 䛩䜛䚹




4 㻌 ヲ⣽䛿ᖹᡂ 21 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 2.1.2 㡯䠄p21䡚26䠅䛚䜘䜃ᖹᡂ 25 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.1 ⠇
䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
5 ධຊ䜢 x 䛸䛧䛯䛻䚸ฟຊ䛜 1㻛䠄1+exp䠄-ax䠅䠅䛾ᙧ䛷⾲䛥䜜䜛㛵ᩘ㻌
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᭱㝆㞷㔞䜺䜲䝎䞁䝇(MAXS) 6
సᡂᑐ㇟

5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

㞷Ỉኚἲ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

3, 6, 12, 24 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM 䜺䜲䝎䞁䝇
MAXS3㻌 䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS6㻌 䠖FT=9 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS12䠖FT=15 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS24䠖FT=27 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM 䜺䜲䝎䞁䝇
MAXS3㻌 䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS6㻌 䠖FT=6 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS12䠖FT=12 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MAXS24䠖FT=24 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

䛺䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

1 㛫ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䠄3 㛫ᖹᆒ㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇䜢 3 ➼ศ䛧䛯䜒䛾䠅䚸1 㛫㞷Ỉẚ䜺䜲
䝎䞁䝇

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

䛺䛧

ഛ⪃

MAXS3, 6, 12, 24 䛿 MAXS1 䜢✚⟬䛧䛶⟬ฟ䚹

1 㛫㞷Ỉẚ䜺䜲䝎䞁䝇䠄᭱㝆㞷㔞䜺䜲䝎䞁䝇䛻⏝䚸┤᥋ⓗ䛻䛿ணሗసᴗ䛻౪䛧䛶䛔䛺䛔䠅 䠒
సᡂᑐ㇟

5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐ 7

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫

ண

GSM䠖FT=4 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=1 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

䛺䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

ᆅୖẼ 䠄ᅇᖐಀᩘ䛾Ỵᐃ䛻䛿ᆅୖẼ
䜺䜲䝎䞁䝇䜢⏝䛩䜛䚹䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

㝆Ỉ㔞

ഛ⪃

㝆Ỉ✀ู䛜䛂㞵䛃䛾ሙྜ䜎䛯䛿䚸᱁ᏊᙧᘧẼ
ྜ䛻䛿㞷Ỉẚ䜢 0 䛻⿵ṇ䛩䜛䚹

6㻌
7

ᮇ㛫䛸㛫㝸

䛾ほ

್䜢⏝䛧䚸ண

䜺䜲䝎䞁䝇䛾ᆅୖẼ

䛻䛿᱁ᏊᙧᘧẼ

䛜+2䉝௨ୖ䛾ሙ

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 21 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 2.1 ⠇䠄p27䡚37䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
┠ⓗኚᩘ䛜 0,1 䛾್䝕䞊䝍䛾ሙྜ䛻㐺䛧䛶䛔䜛䚹☜⋡䜢 p 䛸䛧䛶 ln䠄p/䠄1p䠅䠅䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛧䛯⥺ᙧ㔜ᅇᖐ䜢⾜䛖䚹
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㝆Ỉ✀ู䜺䜲䝎䞁䝇 䠒
సᡂᑐ㇟

5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䝰䝕䝹䜔᱁ᏊᙧᘧẼ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

↓䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

᱁ᏊᙧᘧẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

䛺䛧

䜺䜲䝎䞁䝇䛾ண

䜺䜲䝎䞁䝇䚸850hPa Ẽ

್䜢⏝䛔䛯デ᩿ⓗ᪉ἲ

䚸ᆅୖ┦ᑐ‵ᗘ

䞉㝆Ỉ䛾᭷↓䛻㛵䜟䜙䛪㝆Ỉ✀ู䜢ண 䛩䜛䚹
䞉T850, T800, T700䚸ᶆ㧗䚸⿵ṇ๓䛾✀ู䛻ᛂ䛨䛶⿵ṇ䠄ୗ⾲ཧ↷䠅䚹
ᶆ㧗
ᶆ㧗䛻䜘䜙䛪
1500m ௨ୖ䡚
2000m ᮍ‶
1500m ᮍ‶

ഛ⪃

T850
2䉝௨ୖ
2䉝௨ୖ

T800

2䉝௨ୖ
1䉝௨ୖ
2䉝ᮍ‶
0䉝௨ୖ
1䉝ᮍ‶

T700

⿵ṇ๓

⿵ṇᚋ
㞵
㞵
㞵
㞷䛛㞵
㞵
㞷䛛㞵
㞵䛛㞷
㞵

㞷
㞷௨እ
㞷
㞷䛛㞵
㞵䛛㞷

䈜⾲䛾✵ḍ䛿᮲௳䛻䜘䜙䛺䛔䛣䛸䜢♧䛩䚹
䈜T850, T800, T700䠖䛭䜜䛮䜜 850hPa, 800hPa, 700hPa 䛾Ẽ

᱁ᏊᙧᘧẼ

䚹

䜺䜲䝎䞁䝇䠄㞷Ỉẚ䚸ཬ䜃㝆Ỉ✀ู䜺䜲䝎䞁䝇䛻⏝䛩䜛䛾䜏䛷䚸┤᥋ⓗ䛻䛿ணሗసᴗ䛻౪䛧䛶䛔䛺䛔䠅 䠒

సᡂᑐ㇟

5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬẖ䛻సᡂ䛧䛯ಀᩘ䜢ྛ᱁Ꮚ䛻ศ㓄䠄㧗ᗘ⿵ṇ䛒䜚䠅

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

ẖṇ

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=1 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖ䛾す䞉ᮾ䞉༡䞉㢼ᡂศ䚸ᆅୖ㢼㏿䚸ᆅୖẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟㛫

116

䚸୰䞉ୗᒙ㞼㔞䠅

㝆㞷㔞ᆅⅬ䜺䜲䝎䞁䝇 8
సᡂᑐ㇟

䛻✚㞷῝ィタ⨨䛾䜰䝯䝎䝇 236 ᆅⅬ

సᡂ᪉ἲ

䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䠄3 ᒙ䠖୰㛫䚸ฟຊ䛸䜒䝅䜾䝰䜲䝗㛵ᩘ 5 䜢⏝䠅

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM

ணሗᑐ㇟㛫

12 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

FT=24 䛛䜙 FT=72 䜎䛷 12 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖ, 925, 850, 700, 500hPa 䛾Ẽ 䚸ᆅୖ, 925, 850, 700hPa 䛾┦
ᑐ‵ᗘ䚸700, 500hPa 䛾㧗ᗘ䚸925, 850, 700, 500hPa 䛾㢼ྥ䚸925, 850, 700,
500hPa 䛾㢼㏿䚸䛂ᾏ㠃Ỉ 925hPa 䛾Ẽ 䛃䚸925, 850, 700hPa 䛾ୖ᪼ὶ䚸䛂ᆅୖ
850hPa䛃䡡䛂925700hPa䛃䛾 SSI 3 䚸ᆅᙧᛶ㝆Ỉᣦᩘ䚸㝆Ỉ㔞䚸ᆅୖẼᅽ䚸Ẽ 䛷ᒙ
ู䛧䛯㞷Ỉẚ䛻䝰䝕䝹㝆Ỉ㔞䜢䛨䛯㝆㞷㔞䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗ㛫䠄FT=48 䜎䛷䛸 FT=72 䜎䛷䠅

ഛ⪃

๓ 12 㛫㝆㞷㔞䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛩䜛䚹

8㻌

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 20 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.1 ⠇䠄p73䡚76䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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㻭㻚㻞㻚㻞㻌 Ẽ
⣔ิẼ

䜺䜲䝎䞁䝇㻌
䜺䜲䝎䞁䝇 9

సᡂᑐ㇟

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䚸ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

ẖṇ

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=1 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖ䛾す䞉ᮾ䞉༡䞉㢼ᡂศ䚸ᆅୖ㢼㏿䚸ᆅୖẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟㛫

᭱㧗䞉᭱పẼ

䜺䜲䝎䞁䝇

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䚸ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᮇ㛫䠄ᑐ㇟せ⣲䠅

䠄MSM 䛾䜏䠅

9 㛫䠄᭱పẼ 1500UTC䚸᭱㧗Ẽ 0009UTC䠅
24 㛫䠄㐌㛫ணሗ⏝䛾᫂ᚋ᪥䛾᭱㧗䞉᭱పẼ 䠅
GSM䠖䜰䝯䝎䝇
00UTC䠖ᙜ᪥᭱㧗䚸⩣᪥䞉⩣䚻᪥䛾᭱㧗䞉᭱ప䚸3 ᪥ᚋ᭱ప
06UTC䠖⩣᪥䞉⩣䚻᪥䞉3 ᪥ᚋ䛾᭱㧗䞉᭱ప
12UTC䠖⩣᪥䞉⩣䚻᪥䞉3 ᪥ᚋ䛾᭱㧗䞉᭱ప
18UTC䠖ᙜ᪥᭱㧗䚸⩣᪥䞉⩣䚻᪥䛾᭱㧗䞉᭱ప䚸3 ᪥ᚋ᭱ప
MSM䠖䜰䝯䝎䝇䚸✵
00UTC䠖䠄ᙜ᪥᭱㧗䠅䚸⩣᪥᭱㧗䞉᭱ప
03UTC䠖⩣᪥᭱㧗䞉᭱ప
06UTC䠖⩣᪥᭱㧗䞉᭱ప
09UTC䠖⩣᪥᭱㧗䞉᭱ప䠄䚸⩣䚻᪥᭱ప䠅
12UTC䠖⩣᪥᭱㧗䞉᭱ప䠄䚸⩣䚻᪥᭱ప䠅
15UTC䠖ᙜ᪥᭱㧗䚸⩣᪥䠄᭱㧗䞉䠅᭱ప
18UTC䠖ᙜ᪥᭱㧗䚸⩣᪥䠄᭱㧗䞉䠅᭱ప
21UTC䠖ᙜ᪥᭱㧗䚸⩣᪥䠄᭱㧗䞉䠅᭱ప
䠄䛂⩣᪥䛃➼䛿䚸᪥ᮏ㛫䛷ึᮇ้䛛䜙䜏䛯᪥䜢♧䛩䚸䠄䠅ෆ䛿䜰䝯䝎䝇䛾䜏䠅

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖ䛾す䞉ᮾ䞉༡䞉㢼ᡂศ䚸ᆅୖ㢼㏿䚸ᆅୖẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟せ⣲䠄᭱㧗Ẽ

9㻌

䚸୰䞉ୗᒙ㞼㔞䠅

10

సᡂᑐ㇟

ணሗᑐ㇟㛫

䠄MSM 䛾䜏䠅

䞉᭱పẼ

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.3 ⠇䠄p60䡚66䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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䠅

䚸୰䞉ୗᒙ㞼㔞䠅

㻭㻚㻞㻚㻟㻌 㢼䜺䜲䝎䞁䝇㻌
ᐃ㢼䜺䜲䝎䞁䝇 10㻌
సᡂᑐ㇟

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䚸ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢼㏿䛾㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

ẖṇ䚸00UTC ᇶ‽䛻 3 㛫ẖṇ

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ(GSM)䠖FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ(MSM)䠖FT=1 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
✵ (MSM)䠖FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖᮾす㢼㏿䞉༡㢼㏿䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟้䠄1 㛫䛤䛸 1 ᪥ศ䠅䚸㢼ྥ䠄ᮾ䚸༡ᮾ䚸༡す䚸す䠅

᭱㢼㏿䜺䜲䝎䞁䝇

䠄MSM 䛾䜏䠅

11

సᡂᑐ㇟

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䚸ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢼㏿䛾㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫䠄✵

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ䠖GSM 䛿 FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸䚸MSM 䛿 FT=3 䛛䜙 FT=39
䜎䛷 3 㛫㛫㝸
✵ (MSM)䠖FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖᮾす㢼㏿䞉༡㢼㏿䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟้䠄1 㛫䛤䛸 1 ᪥ศ䠅䚸㢼ྥ䠄ᮾ䚸༡ᮾ䚸༡す䚸す䠅

10 㻌

䠄MSM 䛾䜏䠅

䠅䚸3 㛫䠄䜰䝯䝎䝇䠅

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.4 ⠇䠄p67䡚72䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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䜺䝇䝖䜺䜲䝎䞁䝇 11
సᡂᑐ㇟

ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䠖䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐ
䜺䝇䝖㢼㏿ A䠖䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊
䜺䝇䝖㢼㏿ B䠖䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ
䈜䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿䛜 10m/s ᮍ‶䛾ሙྜ䛿䜺䝇䝖㢼㏿ A 䜢䚸10m/s ௨ୖ䛾ሙྜ䛿䜺䝇
䝖㢼㏿ B 䜢䜺䝇䝖㢼㏿䜺䜲䝎䞁䝇䛾ண ್䛸䛩䜛

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫䠄䜺䝇䝖㢼㏿ A䚸䜺䝇䝖㢼㏿ B䠅䚸3 㛫䠄䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䠅
䜺䝇䝖㢼㏿ A䚸䜺䝇䝖㢼㏿ B䠖FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷䠍㛫㛫㝸䠄䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䛿 FT=3
䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸䠅
䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䠖↓䛧
䜺䝇䝖㢼㏿ A䚸䜺䝇䝖㢼㏿ B䠖᭷䜚
䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䠖ᆅୖ㢼㏿䛾๓ 1 㛫್᭱䚸ቃ⏺ᒙ᭱㢼㏿䚸Ỉᖹ㢼㖄┤䝅䜰䞊䚸
SSI䚸925hPa 㖄┤㏿ᗘ
䜺䝇䝖㢼㏿ A䠖䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿್᭱
䜺䝇䝖㢼㏿ B䠖䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿䠄す㢼䚸༡㢼䠅
䜺䝇䝖Ⓨ⏕☜⋡䠖సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸㢼ྥ䠄8 ᪉䠅
䜺䝇䝖㢼㏿ A䠖సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟้䠄3 㛫༢䚸1 ᪥ศ䠅
䜺䝇䝖㢼㏿ B䠖సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟้䠄3 㛫༢䚸1 ᪥ศ䠅䚸㢼ྥ䠄ᮾ䚸༡ᮾ䚸
༡す䚸す䠅

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸
㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

ㄝ᫂ኚᩘ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

᭱▐㛫㢼㏿䜺䜲䝎䞁䝇

12

సᡂᑐ㇟

䜰䝯䝎䝇ᆅⅬ

సᡂ᪉ἲ

᭱▐㛫㢼㏿ A䠖䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ
᭱▐㛫㢼㏿ B䠖䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ
䈜䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿䛜 10m/s ᮍ‶䛾ሙྜ䛿᭱▐㛫㢼㏿ A 䜢䚸10m/s ௨ୖ䛾ሙྜ䛿
᭱▐㛫㢼㏿ B 䜢᭱▐㛫㢼㏿䜺䜲䝎䞁䝇䛾ண ್䛸䛩䜛

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

FT=1 䛛䜙 FT=39 䜎䛷䠍㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

᭱▐㛫㢼㏿ A䠖䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿್᭱
᭱▐㛫㢼㏿ B䠖䝰䝕䝹䛾ᆅୖ㢼㏿䠄す㢼䚸༡㢼䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ணሗᑐ㇟้䠄1 㛫༢䚸1 ᪥ศ䠅

11 㻌

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 23 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 1.7 ⠇䠄p30䡚36䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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㻭㻚㻞㻚㻠㻌 ኳẼ䜺䜲䝎䞁䝇12
సᡂᑐ㇟

20km ᱁Ꮚ(GSM)䚸5km ᱁Ꮚ(MSM)䚸ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

GSM, MSM䠖㝆 Ỉ ✀ ู 䜺䜲䝎䞁䝇䚸㝆 Ỉ 㔞 䜺䜲䝎䞁䝇䚸䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛻䜘䜛᪥ ↷ ⋡
MSM䠄✵ 䠅䠖䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖䠄䛚ኳẼ䝬䝑䝥᪉ᘧ䠅 13

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫
ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸
㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

ㄝ᫂ኚᩘ

(MSM)

GSM, MSM䠖3 㛫
MSM䠄✵ )䠖1 㛫
GSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠄✵ 䠅䠖FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
᭷䜚䠄᪥↷⋡᥎ᐃ䚹3 ᭶ 31 ᪥䛸 9 ᭶ 30 ᪥䛾ಀᩘษ᭰๓䛻䜒䚸30 ᪥㛫䛾๓Ꮫ⩦䜢⾜
䛖䚹䠅㻌 䈜MSM䠄✵ 䠅䛿㏲ḟᏛ⩦↓䛧
GSM, MSM䠖
᪥↷⋡᥎ᐃ䠖䝰䝕䝹ணሗ್䠄1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300hPa 䛾┦ᑐ‵ᗘ䚸6
㛫㝆Ỉ㔞䚸850hPa 䛸 500hPa 䛾Ẽ ᕪ䠅
㞵㞷ุู䠖㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇䚸㝆Ỉ✀ู䜺䜲䝎䞁䝇
䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖䠖㝆Ỉ㔞䜺䜲䝎䞁䝇䚸㝆Ỉ✀ู䜺䜲䝎䞁䝇䚸᪥↷⋡᥎ᐃ
MSM䠄✵ 䠅䠖䝰䝕䝹ணሗ್䠄㝆Ỉ㔞䞉ୖ୰ୗᒙ㞼㔞䞉ᆅୖẼ 䞉ᆅୖ‵ᗘ䞉850hPa Ẽ
䠅

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

᪥↷⋡᥎ᐃ䠖సᡂᑐ㇟᱁Ꮚཬ䜃సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䚸ኟᮇ䠄4䡚9 ᭶䠅䚸ᮇ䠄10䡚3 ᭶䠅

ഛ⪃

䞉᪥↷⋡䛾᥎ᐃ⏝䛻ᆅⅬ䠄Ẽ㇟ᐁ⨫䞉䜰䝯䝎䝇䠅ẖ䛾ண䜢⏝䛔䜛䚹ᆅⅬ䛾䛺䛔⠊ᅖ䛿 11
୰ᯡᐁ⨫䛾ಀᩘ䛾ᖹᆒ䜢᪥↷⋡䛾᥎ᐃ䛻䛖䚹
䞉MSM䠄✵ 䠅䛿䚸䛚ኳẼ䝬䝑䝥᪉ᘧ䛰䛜䚸䝰䝕䝹㝆Ỉ㔞䛛䜙ᙅ䞉୪䞉ᙉ䛾㝆Ỉᙉᗘ䜒ண
䚹㞵㞷ุู䛻䛿Ẽ 䜺䜲䝎䞁䝇䜢⏝䚹䜰䝕䝇䜈䛿ኳ⋡䠄1 䛛䜙᪥↷⋡䜢ᘬ䛔䛯್䠅
䜢㓄ಙ䚹

㻭㻚㻞㻚㻡㻌 䛚ኳẼ䝬䝑䝥14
సᡂᑐ㇟

20km ᱁Ꮚ(GSM)䚸5km ᱁Ꮚ(MSM)

సᡂ᪉ἲ

䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫
ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖3 㛫ẖṇ
MSM䠖ẖṇ
GSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

↓䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

↓䛧

ഛ⪃

䞉㝆Ỉ䛾᭷↓䛾㜈್䛻䛴䛔䛶䛿 MSM 䛸 GSM 䛷್䛜␗䛺䜛䚹
䞉MSM ኳẼ䜺䜲䝎䞁䝇䠄✵ 䠅䛿䚸䛚ኳẼ䝬䝑䝥᪉ᘧ䛷䛒䜛䛜ุู㜈್䛜␗䛺䜛䚹

12 㻌
13
14

䚸ᆅୖ‵ᗘ䚸850hPa Ẽ

䚸㝆Ỉ㔞䚸ୗᒙ䞉୰ᒙ䞉ୖᒙ㞼㔞䠅

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.5 ⠇䠄p73䡚75䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.8 ⠇䠄p91䠅䚸3.9 ⠇䠄p94䡚97䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.9 ⠇䠄p94䡚97䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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㻭㻚㻞㻚㻢㻌 Ⓨ㞾☜⋡䜺䜲䝎䞁䝇15
సᡂᑐ㇟

20km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸
MSM䠖FT=6 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

䛺䛧䠄2009 ᖺ 3 ᭶䜎䛷䛾⣙ 2 ᖺ㛫䛷ಀᩘసᡂ䠅

ㄝ᫂ኚᩘ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

ഛ⪃

䝰䝕䝹ணሗ್䠄SSI 䛺䛹 12 ಶ䛾௬ண ᅉᏊ䛾୰䛛䜙༊ᇦẖ䛻␗䛺䜛 6 ಶ䛾ㄝ᫂ኚᩘ䜢
㑅ᢥ䚹䛭䛾䛖䛱 3 ಶ䛿ᅛᐃ䚹䠅 16
35 ༊ᇦ䚸ணሗ㛫䠄GSM 䛿 FT=012, 1224,䈈, 7284 䛾 7 ẁ㝵䚸MSM 䛿 FT=39,
915, 1521, 2127, 2739 䛾 5 ẁ㝵䠅䚸10䉝㧗ᗘ䠄3km ᮍ‶䚸35km䚸5km ௨ୖ䠅䚸
ᑐ㇟้䠄10䉝㧗ᗘ䛜 5䡇䡉௨ୖ䛾ሙྜ䛻༗๓(1203UTC)䛸༗ᚋ(0312UTC)䛻ศ
䛡䜛䠅
䞉┠ⓗኚᩘ䛿䚸LIDEN 䜢䝺䞊䝎䞊ほ 䜢䛳䛶ရ㉁⟶⌮䛧䚸䛛䛴㣕⾜ሙᐇἣ㏻ሗ䛸୍
⯡Ẽ㇟ᐁ⨫䛾グ䜢ྵ䜑䛶సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉┠ⓗኚᩘ䛿 20km ᱁Ꮚ䛤䛸䛻సᡂ䛩䜛䛜䚸ᑐ㇟䛸䛩䜛 20km ᱁Ꮚ䜢ྵ䜐࿘㎶ 9 ᱁Ꮚ
䠄60km ᅄ᪉䠅䛻䛚䛡䜛Ⓨ㞾䛾᭷↓䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䞉ண 䛿 LAF(Lagged Average Forecast)䛚䜘䜃 LAF 䛺䛧䛾 2 䛴䜢సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹LAF
䛿 GSM 䛷䛿㐣ཤ 2 ึᮇ್䚸MSM 䛷䛿㐣ཤ 8 ึᮇ್䜢䛳䛶䚸㔜䜏ᖹᆒ䛸䛧䛶䛚䜚䚸
ྂ䛔ึᮇ್䜋䛹㔜䜏䜢ῶ䜙䛩䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

15 㻌

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 21 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 2.1 ⠇䠄p39䡚43䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
Ⓨ㞾☜⋡䜺䜲䝎䞁䝇䛾ㄝ᫂ኚᩘೃ⿵㻔௬ண ᅉᏊ㻕䛿௨ୗ 12 ಶ䛾䜒䛾䛛䜙 6 ಶ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛜䚸ୗ⥺䜢ᘬ䛔䛯䜒䛾䛿ᚲ
䛪㑅ᢥ䛩䜛䚹
SSI䠖㻌 䝅䝵䝽䝹䝍䞊䛾Ᏻᐃᣦᩘ
CAPE䠖㻌 ᑐὶ᭷ຠ⨨䜶䝛䝹䜼䞊䠄ᆅୖ䛚䜘䜃 925hPa 䛛䜙ᣢ䛱ୖ䛢䛾㧗䛔᪉䜢㑅ᢥ䠅
๓ 3 㛫㝆Ỉ㔞䠄20km ᱁Ꮚෆ䛾್᭱䠅
㖄┤䝅䜰䞊䠄850500hPa䠅
500hPa 䛾 ᗘ䠄200km ᖹᆒ䠅
Ẽ 䛜–10䉝䛸䛺䜛㧗ᗘ
ୗᒙ㢼䠄700 hPa ௨ୗ䠅䛾 X ㍈ᡂศ
ྠ Y ㍈ᡂศ
850 hPa ௨ୗ䛾Ẽ ῶ⋡
ᆺ㝆Ỉ䛾ᣦᩘ䠖㻌 㢼ྥู㝆Ỉ⋡㽢850hPa 㢼㏿㽢䠄ᾏ㠃䛸ୗᒙ 䛾㣬ẚ‵ᕪ䠅
ྍ㝆Ỉ㔞
CAPE 䛾๓ 3 㛫ኚ㔞
16

122

㻭㻚㻞㻚㻣㻌 㞼䜺䜲䝎䞁䝇
㞼䜺䜲䝎䞁䝇 17
సᡂᑐ㇟

ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䠄3 ᒙ䠖୰㛫䚸ฟຊ䛸䜒䛻䝅䜾䝰䜲䝗㛵ᩘ 5 䜢⏝䠅䠇㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ
ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟
ഛ⪃

䝰䝕䝹ணሗ್䠄䝰䝕䝹㠃‵ᗘ䚸㝆Ỉ㔞䚸925hPa䠄ᯇᮏ✵ 䛿 850hPa䠅䛸ᆅୖ䛾ᖹᆒ
Ẽ ῶ⋡䠅
సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䠄ᅜෆ 91 ✵ 䠅䚸ணሗᑐ㇟้䠄1 㛫䛤䛸䠍᪥ศ䠅䚸Ꮨ⠇䠄ᬮೃᮇ䠄4䡚
10 ᭶䠅䚸ᐮೃᮇ䠄11 ᭶䡚3 ᭶䠅䠅
䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛷✵ ୖ✵䛾 38 ᒙ䛾㞼㔞䜢ồ䜑䚸䛭䜜䜢ୗ䛛䜙᳨⣴䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶 3
ᒙ䛾㞼ᒙ䜢ᢳฟ䛧䚸㓄ಙ䛧䛶䛔䜛䚹

㞼ᗏ☜⋡䜺䜲䝎䞁䝇 18
సᡂᑐ㇟

ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

FT=6 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

↓䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟
ഛ⪃

17 㻌
18

䞉๓ 3 㛫㝆Ỉ㔞䠄㞵+㞷+㟠䠅
䞉๓ 3 㛫㝆Ỉ㔞䠄㞷䠅
䞉925hPa䠄ᯇᮏ✵ 䛿 850hPa䠅䛸ᆅୖ䛾ᖹᆒẼ ῶ⋡
䞉ྛ✵ 䛾ᶆ㧗䠄䝰䝕䝹䠅䛛䜙 1000ft䚸600ft 䛾㧗ᗘ䛻䛚䛡䜛
㻌 ┦ᑐ‵ᗘ䚸ᮾす㢼䚸༡㢼䚸㞼㔞(CVR)䚸䠄㞼Ỉ㔞+㞼ị㔞䠅(CWC)
సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䠄ᅜෆ91✵ 䠅䚸Ꮨ⠇(ᬮೃᮇ䠄4䡚10᭶䠅䚸ᐮೃᮇ䠄11᭶䡚3᭶䠅䚸ணሗ
㛫䠄6㛫䠅䚸ணሗᑐ㇟้䠄3㛫㛫㝸䚸1᪥ศ䠅
๓ 3 㛫䛾䝅䞊䝸䞁䜾䛜 1000ft ᮍ‶䚸 ཬ䜃 600ft ᮍ‶䛸䛺䜛☜⋡䜢ண䛩䜛䚹

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 17 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 6.3 ⠇䠄p55䡚58䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹

㻌 ヲ⣽䛿ᖹᡂ 22 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.4 ⠇䠄p88䡚94䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹

123

㻭㻚㻞㻚㻤㻌 ᭱ᑠ‵ᗘ䜺䜲䝎䞁䝇19
సᡂᑐ㇟

Ẽ㇟ᐁ⨫

సᡂ᪉ἲ

䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䠄3 ᒙ䠖୰㛫ᒙ䛿䝅䜾䝰䜲䝗㛵ᩘ 5䚸ฟຊᒙ䛿୍ḟ㛵ᩘ䜢⏝䠅

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM, MSM

ணሗᑐ㇟㛫

24 㛫(1515UTC)

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM00UTC䠖⩣᪥䚸⩣䚻᪥
GSM06UTC䠖⩣᪥䚸⩣䚻᪥䚸3 ᪥ᚋ
GSM12UTC䠖⩣᪥䚸⩣䚻᪥䚸3 ᪥ᚋ
GSM18UTC䠖⩣᪥䚸⩣䚻᪥
MSM00UTC䠖⩣᪥
MSM03UTC䠖⩣᪥
MSM06UTC䠖⩣᪥
MSM09UTC䠖⩣᪥
MSM12UTC䠖⩣᪥
MSM15UTC䠖ᙜ᪥
MSM21UTC䠖⩣᪥
䠄䛂⩣᪥䛃➼䛿䚸᪥ᮏ㛫䛷ึᮇ้䛛䜙䜏䛯᪥䜢♧䛩䠅

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚䠄3 ᭶ 31 ᪥䛸 9 ᭶ 30 ᪥䛾ಀᩘษ᭰๓䛻䜒䚸30 ᪥㛫䛾๓Ꮫ⩦䜢⾜䛖䚹䠅

ㄝ᫂ኚᩘ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

19 㻌

䝰 䝕 䝹 ண ሗ ್ 䠄 ᆅ ୖ Ẽ 䚸 850hPa 㢼 ㏿ 䚸 1000, 925, 850hPa ᖹ ᆒ ┦ ᑐ ‵ ᗘ 䚸
1000700hPa Ẽ ῶ⋡䚸ᆅୖ᭱㧗Ẽ 䚸ᆅୖ᭱㧗Ẽ ฟ⌧䛾ẚ‵䚸925hPa ᭱㧗
Ẽ ฟ⌧䛾ẚ‵䚸ᆅୖ᭱ᑠẚ‵䚸ᆅୖ,1000, 925, 850, 700, 500hPa 䛾᪥ᖹᆒ┦ᑐ
‵ᗘ䚸ᆅୖ᭱ᑠ‵ᗘ䠅
సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䠄Ẽ㇟ᐁ⨫䛚䜘䜃≉ูᆅᇦẼ㇟ほ ᡤ䠅䚸ኟᮇ䠄4䡚9 ᭶䠅䚸ᮇ䠄10䡚3
᭶䠅

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 19 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.6.2 㡯䠄p78䡚79䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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㻭㻚㻞㻚㻥㻌 ど⛬䜺䜲䝎䞁䝇㻌
ど⛬䜺䜲䝎䞁䝇 20
సᡂᑐ㇟

ᅜෆ 91 ✵

సᡂ᪉ἲ

䜹䝹䝬䞁䝣䜱䝹䝍䞊䠇㢖ᗘ䝞䜲䜰䝇⿵ṇ

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

1 㛫䠄ど⛬䠅䚸3 㛫䠄ど⛬☜⋡䠅

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

ど⛬䠖FT=2 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 1 㛫㛫㝸
ど⛬☜⋡䠖FT=6 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

᭷䜚

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್䠄ᆅୖ┦ᑐ‵ᗘ䚸㞼Ỉ㔞䚸ᆅୖẼ

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟
ഛ⪃

䚸ᆅୖ㢼㏿䚸㝆Ỉ㔞䠅

సᡂᑐ㇟ᆅⅬ䠄ᅜෆ 91 ✵ 䠅䚸ኳẼ䠄↓㝆Ỉ䚸㞵䚸㞷䠅䚸ணሗᑐ㇟้䠄3 㛫䛤䛸 1 ᪥
ศ䚸↓㝆Ỉ䛾䜏䠅
䞉ど⛬䛿๓ 1 㛫䛾᭱ᑠど⛬䛚䜘䜃ᖹᆒど⛬䜢ண䛩䜛䚹
䞉ど⛬☜⋡䛿๓ 3 㛫䛻ど⛬䛜 5km 䛚䜘䜃 1.6km ᮍ‶䛸䛺䜛☜⋡䜢ண䛩䜛䚹


ど⛬ศᕸண(MSM) 21
సᡂᑐ㇟

5km ᱁Ꮚ

సᡂ᪉ἲ

ᾘᩓಀᩘ䛻䜘䜛デ᩿ἲ
ど⛬ VIS 㸻 3 / (Ȫ p +Ȫ c+Ȫ r+Ȫ s)
Ȫ p = 0.23(1RH)–0.5
Ȫ c = 9.0QC0.9  
 Ȫ r = 0.6RAIN0.55
Ȫ s = 4.8SNOW 0.7 + 0.07࣭FF

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

MSM

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

MSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=39 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

↓䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್
QC
㸸ࣔࢹࣝ㠃➨ 25 ᒙࡢ㞼Ỉ㔞ࡢ(g/kg)
RAIN 㸸ࣔࢹࣝෆࡢ㝆㞵㔞ࡢண (mm/h)
SNOW 㸸ࣔࢹࣝෆࡢ㝆㞷㔞ࡢண (mm/h)
RH
㸸ࣔࢹࣝ㠃➨ 2 ᒙࡢ‵ᗘ(%)
FF
㸸ࣔࢹࣝ㠃➨ 2 ᒙࡢ㢼㏿(m/s)

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

↓䛧

ഛ⪃

MSM䠄䝷䞁䝧䝹䝖䠅䛸䜺䜲䝎䞁䝇䠄⦋ᗘ⤒ᗘ䠅䛾ᗙᶆ⣔䛾㐪䛔䛻䜘䜚䚸༡➃䛷୍㒊Ḟᦆ
್䛜ධ䜛䚹

㸸ᾋ㐟ሻࡢᾘᩓಀᩘ
㸸㞼ࡢᾘᩓಀᩘ
㸸㞵ࡢᾘᩓಀᩘ
䠖㞷䛾ᾘᩓಀᩘ




20 㻌
21 㻌



ヲ⣽䛿ᖹᡂ 17 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 6.3.3 㡯䠄p53䡚55䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
ヲ⣽䛿ᖹᡂ 23 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 1.6 ⠇䠄p25䡚29䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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ど⛬ศᕸண(GSM) 22
సᡂᑐ㇟

20䡇䡉᱁Ꮚ䠄➼⦋ᗘ⤒ᗘ᱁Ꮚ䠅

సᡂ᪉ἲ

ᾘᩓಀᩘ䛻䜘䜛デ᩿ἲ
ど⛬ VIS 㸻 3 / (Ȫ p +Ȫ c)
Ȫ p = 0.162(1RH)–0.5
Ȫ c = 22.7CWC30.96
Ȫ c = 29.3CWC20.96

సᡂᑐ㇟䛸䛩䜛䝰䝕䝹

GSM

ணሗᑐ㇟㛫

3 㛫

ணሗᮇ㛫䛸㛫㝸

GSM䠖FT=3 䛛䜙 FT=84 䜎䛷 3 㛫㛫㝸

㏲ḟᏛ⩦䛾᭷↓

↓䛧

ㄝ᫂ኚᩘ

䝰䝕䝹ணሗ್
CWC3 㸸ᆅ⾲Ẽᅽࡼࡾୖᒙࡢ P 㠃 3 ᒙࡢ㞼Ỉ㔞ࡢ(g/kg)
CWC2 㸸ᆅ⾲Ẽᅽࡼࡾୖᒙࡢ P 㠃 2 ᒙࡢ㞼Ỉ㔞ࡢ(g/kg)
RH
㸸ᆅୖ㠃ࡢ‵ᗘ(%)

ᒙูฎ⌮䛾ᑐ㇟

↓䛧

㸸ᾋ㐟ሻࡢᾘᩓಀᩘ
㸸㞼ࡢᾘᩓಀᩘ㸦࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ㸧
㸸㞼ࡢᾘᩓಀᩘ㸦࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ௨እ㸧




22 㻌

ヲ⣽䛿ᖹᡂ 25 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖➨ 3.3 ⠇䜢ཧ↷䛾䛣䛸䚹
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A.3㻌 䝥䝻䝎䜽䝖䛾㏦ಙ้
䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝅䝇䝔䝮䛷䛿䚸ᩘ್ணሗ䝰䝕䝹䛻䜘䜛ண ィ⟬⤊ᚋ䛻䚸䛭䛾ィ⟬⤖ᯝ䜢䝴䞊䝄䛾
⏝┠ⓗ䛻ྜ䛳䛯ྛ✀䝥䝻䝎䜽䝖䛻ຍᕤ䛧䛶Ẽ㇟ሗ㏻ಙฎ⌮䝅䝇䝔䝮䠄䜰䝕䝇䠅➼䛻㏦ಙ䛧䚸ᗇෆእ䛻㓄ಙ䛧
䛶䛔䜛䚹㻌
ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶䛾䝥䝻䝎䜽䝖㏦ಙ⤊้䜢䚸⾲ A.3.1 䛻♧䛩䚹䛺䛚䚸ゎᯒ䜔ணሗ䛻䛛䛛䜛ィ⟬㛫䛿᪥䚻
ኚ䛩䜛䛯䜑䚸㏦ಙ⤊้䜒᪥䚻ኚື䛩䜛䚹㻌
䜎䛯䚸Ẽ㇟ᴗົᨭ䝉䞁䝍䞊䛻࿘▱䛧䛯ᩘ್ணሗࣉࣟࢲࢡࢺࡢ㏦ಙ้ࢆࠊ⾲ A.3.2 ♧ࡍ䚹㻌
⾲ A.3.1㻌 䝥䝻䝎䜽䝖䛾㏦ಙ⤊้㻌 䠄ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶䠅㻌
䝥䝻䝎䜽䝖䛾㏦ಙ⤊้ 1

ᩘ್ணሗ䝰䝕䝹䛸ึᮇ้

ึᮇ้ 䠇 3 㛫 45 ศ⛬ᗘ
1830㻌 UTC 㡭

⌫䝰䝕䝹

00/06/12/18UTC
ᘏ㛗䝥䝻䝎䜽䝖 2 12UTC

㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝰䝕䝹

12UTC

ྎ㢼䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝰䝕䝹

00/06/12/18UTC

㓄ಙ䛺䛧㻌 䠄ᮏᗇෆ⏝䛾䜏䠅

䝯䝋䝰䝕䝹

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

㻌 ึᮇ้ 䠇 2 㛫 10 ศ⛬ᗘ

ᒁᆅ䝰䝕䝹 3

ẖ

ึᮇ้ 䠇 1 㛫 10 ศ⛬ᗘ

ẖẼゎᯒ

ẖ

㻌 ẖ 25 ศ䡚27 ศ

1955㻌 UTC 㡭

⾲ A.3.2㻌 Ẽ㇟ᴗົᨭ䝉䞁䝍䞊䛻࿘▱䛧䛯㏦ಙ้㻌 䠄ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶⌧ᅾ䠅㻌
࿘▱䛧䛯䝥䝻䝎䜽䝖㏦ಙ้ 4

ᩘ್ணሗ䝰䝕䝹䛸ึᮇ้
⌫䝰䝕䝹
䠄GPV䚸䜺䜲䝎䞁䝇䚸FAX䠅

00/06/12/18UTC
ᘏ㛗䝥䝻䝎䜽䝖 2 12UTC

㐌㛫䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䝰䝕䝹
䠄GPV䚸䜺䜲䝎䞁䝇䚸FAX䠅

12UTC

䝯䝋䝰䝕䝹
䠄GPV䚸䜺䜲䝎䞁䝇䚸FAX 5䠅

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

ẖẼゎᯒ
䠄GPV䠅

ẖ

ึᮇ้䠇4 㛫௨ෆ
ึᮇ้䠇7 㛫௨ෆ
2000 UTC 䜎䛷

ึᮇ้ 䠇2 㛫 30 ศ௨ෆ

ẖṇᚋ 30 ศ௨ෆ

㸦⿵㊊㸧࿘▱ࡋࡓ㏦ಙ้ࡼࡾ 30 ศ௨ୖ䛾㐜ᘏ䛜⏕䛨䜛䛛㐜ᘏ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛ሙྜ䛻㐃⤡ሗ䜢Ⓨಙ䛩䜛䚹
㏦ಙ้ࡣ௨ୗࡢᩥ᭩࡛࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ䠄Ẽ㇟⦅䠅➨ 373 ྕࠖ㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶ 15 ᪥㸧
ࠕ㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ䠄Ẽ㇟⦅䠅➨ 269 ྕࠖ㸦ᖹᡂ 19 ᖺ 9 ᭶ 27 ᪥㸧
ࠕ䛚▱䜙䛫䠄㓄ಙ㈨ᩱ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ሗ䠄Ẽ㇟⦅䠅➨ 205 ྕ㛵㐃䠅ࠖ䠄ᖹᡂ 18 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥䠅
ࠕ㓄ಙ㈨ᩱ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ሗ䠄Ẽ㇟⦅䠅➨ 196 ྕࠖ䠄ᖹᡂ 17 ᖺ 4 ᭶ 28 ᪥䠅


1
2
3
4
5

䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝅䝇䝔䝮䛛䜙䜰䝕䝇➼䜈䛾㏦ಙ䛜⤊䛧䛯้䛾䛣䛸䚹
ᘏ㛗䝥䝻䝎䜽䝖䛾ணሗ㛫䛿 90䡚264 㛫䛷䛒䜛䚹
䜰䝕䝇䛷సᅗ䠄⯟✵Ẽ㇟ሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮ྥ䛡✵ ࿘㎶ᅗ䚸✵ ᆅⅬ⣔ิᅗ䠅䛩䜛䛯䜑䛾 GPV 䜢㏦ಙ䛧䛶䛔䜛䚹
Ẽ㇟ᴗົᨭ䝉䞁䝍䞊䜈䛾㓄ಙ䛜⤊䛩䜛้䛾䛣䛸䚹
ᅜෆ⯟✵㊰ 6/12 㛫ண᩿㠃ᅗ䚸䛚䜘䜃ᅜෆᝏኳ 12 㛫ணᅗ䜢㏦ಙ䛧䛶䛔䜛䚹
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㘓㻮㻌 ᭱㏆䛾ᨵၿ䛾䜎䛸䜑㻌

㻌

㻝

㻮㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻 㻌
ᖺᗘ㸦ᖹᡂ24ᖺᗘ㸧ࡢᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺᇳ
➹ᚋࡢ2012ᖺ11᭶ࡽ2013ᖺ10᭶ᮎࡲ࡛⾜ࢃࢀ
ࡓᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ᭦ࢆࠊ⾲B.2.1ࡲࡵࡓࠋ

㻮㻚㻞㻌 ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ኚ᭦㻌
㻮㻚㻞㻚㻝㻌 ᒁᆅᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᨵၿ㻌
2012ᖺ8᭶30᪥ᮏ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓᒁᆅᩘ್ணሗ
ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ゎᯒ࣭ணሗ㡿ᇦࢆኚ᭦ࡋࠊᒁᆅࣔ
ࢹࣝ(LFM)ࡢணሗ㡿ᇦࢆᮾ᪥ᮏ㡿ᇦࡽ᪥ᮏᇦᣑ
ᙇࡍࡿࡶࠊᐇ⾜㢖ᗘࢆ3㛫ẖࡽẖ㧗
㢖ᗘࡍࡿᨵⰋࢆࠊ2013ᖺ5᭶29᪥00UTCึᮇ್ࡼ
ࡾᐇࡋࡓࠋ

㻮㻚㻞㻚㻡㻌 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䞉䜺䜲䝎䞁䝇䛚䜘䜃䝥䝻䝎䜽
䝖䛾ᨵၿ㻌

㻮㻚㻞㻚㻞㻌 䝯䝋ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᨵၿ㻌

2012ᖺ10᭶31᪥00UTCึᮇ್ࡽGSMど⛬ศ
ᕸ ண  ࡢ ᥦ ౪ ࢆ 㛤 ጞ ࡋ ࡓ   ࠊ 2013 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥
00UTCึᮇ್ࡽ24㛫᭱㝆Ỉ㔞࢞ࢲࣥࢫࡢ
ᨵⰋࢆᐇࡋࡓࠋࡉࡽ2013ᖺ6᭶17᪥00UTCึᮇ
್ࡽࠊGSM/MSM/⯟✵ 㢼࢞ࢲࣥࢫ㸦ᆅⅬᙧᘧ㸧
ࢆᨵⰋࡋࠊ㢼㏿10㹼15m/sࡢ⠊ᅖ࡛ࡢண ⢭ᗘࢆྥ
ୖࡉࡏࡓࠋ
B.2.2࡛㏙ࡓࠊ࣓ࢯࣔࢹࣝࡢணሗ㛫ࢆ39㛫
  ᘏ 㛗 ࡋ ࡓ ࡇ   ᑐ ᛂ ࡋ ࡚ ࠊ 2013 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥
00UTCึᮇ್ࡽࠊ࣓ࢯࣔࢹࣝࡢ࢞ࢲࣥࢫࡢணሗ
㛫ࢆ39㛫ᘏ㛗ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ2013ᖺ5᭶22᪥00UTCึᮇ್ࡢ㈨ᩱࡽࠊ
FAX ᅗ 㸦 ᖹ 㠃 ᅗ FXJP854, ⯟ ✵ ᩿ 㠃 ᅗ
FXJP106/JXJP112㸧࡛⏝ࡉࢀࡿ┦ᙜ ࡢィ⟬
ᘧࢆࠊᐃ⩏ࡼࡾ㏆࠸್ࡀᚓࡽࢀࡿ Bolton (1980)
ࡢ᪉ἲኚ᭦࣭⤫୍ࡋࡓࠋ
㸦㐌㛫ணሗᨭᅗFZCX50
ࡣᚑ᮶ࡽBoltonࡢᘧࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵኚ᭦࡞
ࡋࠋ㸧

2013ᖺ3᭶28᪥00UTCึᮇ್ࡽࠊ࣓ࢯᩘ್ணሗ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢゎᯒ࣭ணሗ㡿ᇦࡢᣑᙇࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓ
2013 ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥ 00UTC ึ ᮇ ್  ࡽ ࠊ ࣓ ࢯ ࣔ ࢹ ࣝ
(MSM)ࡢணሗ㛫ࢆࠊ1᪥8ᅇࡍ࡚ࡢึᮇ้࠾
࠸࡚39㛫ᘏ㛗ࡋࡓࠋ

㻮㻚㻞㻚㻟㻌 ⌫ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᨵၿ㻌
2012ᖺ12᭶18᪥00UTCึᮇ್ࡽࠊ⌫ࣔࢹࣝ
(GSM)ࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࢆᨵⰋࡋࠊGSMࡢୗᒙ㞼ࡸ
 Ẽ ୗ ᒙࡢ Ẽ ࡢ ண ⢭ᗘ ࢆ ྥ ୖࡉ ࡏ ࡓࠋ ࡲࡓ
2013ᖺ4᭶25᪥00UTCึᮇ್ࡽࠊGSMࡢᨺᑕ㐣
⛬࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚࣮ࣟࢰࣝගᏛⓗཌࡉࡢẼೃ
್ࢆࡼࡾရ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ᭦᪂ࡍࡿࡶࠊỈ
Ẽࡼࡿ▷Ἴᨺᑕࡢ྾ࢆồࡵࡿ㝿⏝ࡍࡿಀ
ᩘࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋ
2013ᖺ3᭶28᪥12UTCึᮇ್ࡽࠊ⌫ࣔࢹࣝ
㸦12UTCึᮇ್㸧㐌㛫ࣥࢧࣥࣈࣝணሗࣔࢹࣝࡢ
ணሗ㛫ࢆ216㛫㸦9᪥㸧ࡽ264㛫㸦11᪥㸧
ᘏ㛗ࡋࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
Bolton, D., 1980: The computation of equivalent
potential temperature. Mon. Wea. Rev., 108,
1046–1053.

㻮㻚㻞㻚㻠㻌 ほ 䝕䞊䝍⏝䛾ᣑ㻌
2012ᖺ11᭶15᪥06UTCึᮇ್ࡽ⌫ゎᯒ࣓
ࢯゎᯒ࠾࠸࡚ࠊ⾨ᫍほ ㍤ᗘ ᗘࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍ
ࡿࡓࡵ⏝࠸ࡽࢀࡿᨺᑕఏ㐩ࣔࢹࣝ(RTTOV)ࢆ᭱
᪂ࡢࡶࡢ᭦᪂ࡍࡿࡶࠊ㝣ᇦࡢ࣐ࢡࣟἼỈ
Ẽࢧ࢘ࣥࢲࡢ㍤ᗘ ᗘࢹ࣮ࢱ⏝ࢆ᪂ࡓ㛤ጞ
ࡋࡓࠋࡲࡓ2012ᖺ12᭶18᪥00UTCึᮇ್ࡽࠊ
⌫ゎᯒ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿGNSS᥏ⶸ㸦࠼ࢇ࠸㸧ほ
ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ᡭἲࢆᨵⰋࡋࡓࠋࡉࡽ 2013ᖺ7᭶2
᪥00UTCึᮇ್ࡽࠊ⾨ᫍࡼࡿẼ㏣㊧㢼ࢹ࣮ࢱ
1

ࡢ⏝ࢆᣑࡋࡓࠋࡲࡓࠊ2013ᖺ9᭶12᪥00UTCึ
ᮇ್ࡽ⌫ゎᯒ࣓ࢯゎᯒ࠾࠸࡚ࠊ➨୍ᮇỈᚠ
⎔ኚືほ ⾨ᫍࠕࡋࡎࡃࠖ(GCOM–W1 )ᦚ㍕ࡉࢀ
ࡓࠊ 㧗ᛶ⬟࣐ࢡࣟἼ࣓࣮ࢪࣕAMSR2 ࢹ࣮ࢱ
⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡲࡓ࣓ࢯゎᯒᒁᆅゎᯒࠊ࠾ࡼࡧẖẼゎᯒ
࠾࠸࡚ࠊ2013ᖺ4᭶15᪥ࡽ㛗㔝ཬࡧ㟼ᒸ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ
2013ᖺ6᭶6᪥ࡽྡ℩࣮ࣞࢲ࣮ࡢࠊࢻࢵࣉ࣮ࣛ㏿ᗘ
ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾᅜෆࡍ࡚ࡢ
Ẽ㇟࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢻࢵࣉ࣮ࣛ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࢆᩘ್ணሗ
࡛⏝ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᒁᆅゎᯒࡢほ ࢹ࣮ࢱ
⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨2❶ࢆཧ↷࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ࠋ

㘓 B ᐊ ࡕ࠶ࡋࠊᯇୗ Ὀᗈ
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⾲ B.2.1 ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒㛵ࢃࡿኚ᭦
㸦㉥⫼ᬒ㸸⌫ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒㛵ಀࠊ⥳⫼ᬒ㸸࣓ࢯ࣭ᒁᆅᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒㛵ಀࠊ
㟷⫼ᬒ㸸࢞ࢲࣥࢫ࣭ࣉࣟࢲࢡࢺ㛵ಀࠊࡑࢀ௨እ㸸ほ ࢹ࣮ࢱ㛵ಀࡢኚ᭦㸧
ኚ᭦᪥
ᴫせ
ཧ⪃ᩥ⊩
2012 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥
GSM ど⛬ศᕸணࡢ㐠⏝㛤ጞ
ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 3.3 ⠇
ᖹᡂ 23 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 1.6 ⠇
2012 ᖺ 11 ᭶ 5 ᪥
࢞ࢫࢺ࢞ࢲࣥࢫࡢ㐠⏝㛤ጞ
ᖹᡂ 23 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 1.7 ⠇
2012 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥
⌫ゎᯒࠊ࣓ࢯゎᯒࡢ㍤ᗘ ᗘྠฎ⌮
ࡘ࠸࡚ࠊ㝣ᇦ㍤ᗘ ᗘࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢆ
㧗ᗘࡋࠊᨺᑕఏ㐩ࣔࢹࣝ RTTOV–10 ࢆ
ᑟධ
2012 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥
⌫ࣔࢹࣝࡢᒙ✚㞼ࢫ࣮࣒࢟ࡢᨵⰋ 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 364 ྕ
⌫ゎᯒ࡛ࡢ GNSS ᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱࡢ ᖹᡂ 24 ᖺᗘᩘ್ணሗ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 2 㒊➨ 2.3
⏝ᡭἲᨵⰋ
⠇
2013 ᖺ 1 ᭶ 22 ᪥
ᒁᆅゎᯒࠊ࣮ࣞࢲ࣮ᑕᙉᗘࢹ࣮ࢱࠊ ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 2 ❶
㧗ᒙほ ࠊᅜእ SYNOP࣭SHIP࣭BUOY
Ẽᅽࠊ࠾ࡼࡧᅜෆ SYNOP ᆅୖẚ‵࣭Ẽ
ᅽࢹ࣮ࢱࢆᑟධ
2013 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥
24  㛫 ᭱  㝆 Ỉ 㔞 ࢞  ࢲ ࣥ ࢫ ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 3.1 ⠇
(GSM,MSM)ࡢᨵⰋ
2013 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥
⌫ࣔࢹࣝ 12UTC ึᮇ್ ࠊ㐌㛫ࣥࢧ 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 368 ྕ
ࣥࣈࣝணሗࣔࢹࣝࡢ 11 ᪥ணሗࡢᐇ
2013 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥
࣓ࢯᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢゎᯒ࣭ணሗ㡿ᇦ 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 369 ྕ
ࡢኚ᭦
ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 1 ❶
2013 ᖺ 4 ᭶ 15 ᪥
᪂タࡉࢀࡓ㛗㔝ཬࡧ㟼ᒸࢻࢵࣉ࣮࣮ࣛࣞ
ࢲ࣮ࡢࢻࢵࣉ࣮ࣛ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࢆ࣓ࢯゎ
ᯒࠊẖẼゎᯒཬࡧࠊᒁᆅゎᯒ࡛⏝
ࢆ㛤ጞ
2013 ᖺ 4 ᭶ 25 ᪥
⌫ࣔࢹࣝࡢᨺᑕ㐣⛬ᨵⰋ㸦࢚࣮ࣟࢰࣝ
Ẽೃ್᭦᪂ࠊỈẼ྾ಀᩘᨵᐃ㸧
2013 ᖺ 5 ᭶ 16 ᪥
ྎࡢ࢘ࣥࢻࣉࣟࣇࣛ⏝ࢆ㛤ጞ
2013 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥
FAX ᅗࡢ┦ᙜ ࡢィ⟬ᘧࢆኚ᭦
㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 371 ྕ
2013 ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥
࣓ࢯࣔࢹࣝࡢ 39 㛫ணሗࡢᐇࠊ࠾ࡼࡧ 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 373 ྕ
ᒁᆅࣔࢹࣝࡢ᪥ᮏᇦᣑᙇ࣭㧗㢖ᗘ
ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 1 ❶ࠊ➨ 2 ❶
2013 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥
᪂タࡉࢀࡓྡ℩ࢻࢵࣉ࣮࣮ࣛࣞࢲ࣮ࡢࢻ 
ࢵࣉ࣮ࣛ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࢆ࣓ࢯゎᯒࠊẖ
Ẽゎᯒཬࡧࠊᒁᆅゎᯒ࡛⏝ࢆ㛤ጞࠊ
ᅜࡍ࡚ࡢẼ㇟࣮ࣞࢲ࣮ࡘ࠸࡚ࡢᑐᛂ
ࡀ
2013 ᖺ 6 ᭶ 17 ᪥
㢼࢞ࢲࣥࢫࡢᨵⰋ㸦GSM,MSM,⯟✵) 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 376 ྕ
ᮏ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺ➨ 3.2 ⠇
2013 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥
AVHRR ᴟᇦ⾨ᫍ㢼࠾ࡼࡧ LEOGEO ⾨ 㓄ಙ㈨ᩱ㛵ࡍࡿᢏ⾡ሗ㸦Ẽ㇟⦅㸧➨ 378 ྕ
ᫍ㢼ࢹ࣮ࢱࡢ᪂つ⏝
2013 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥

2013 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥

➨୍ᮇỈᚠ⎔ኚືほ ⾨ᫍࠕࡋࡎࡃࠖ
(GCOM–W1)ᦚ㍕ࡉࢀࡓ 㧗ᛶ⬟࣐
ࢡࣟἼ࣓࣮ࢪࣕ AMSR2 ࢹ࣮ࢱࡢ⌫
ゎᯒ࣭࣓ࢯゎᯒ࡛ࡢ⏝ࢆ㛤ጞ
࣓ࢯࣔࢹࣝࡢ࢞ࢲࣥࢫࡢணሗ㛫ࢆ 39
㛫ᘏ㛗
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㘓㻯㻌 ᩘ್ணሗ◊ಟ䝔䜻䝇䝖䛷⏝䛔䛯⾲グ䛸⤫ィ
ⓗ᳨ド䛻⏝䛔䜛௦⾲ⓗ䛺ᣦᶆ㻝㻌

࣋ࢵࢺࢆ⏝࠸࡚࠼ࡤࠕ⦋40ᗘࠊᮾ⤒130ᗘࠖࢆ
ࠕ40°Nࠊ130°Eࠖࠊ
ࠕ༡⦋40ᗘࠊす⤒130ᗘࠖࢆࠕ40°Sࠊ
130°Wࠖ࡞␎グࡍࡿࠋ

ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛⏝ࡋࡓ⾲グ⤫ィⓗ᳨ド⏝࠸
ࡿ௦⾲ⓗ࡞ᣦᶆ࡞ࡘ࠸࡚௨ୗㄝ᫂ࡍࡿࠋ

㻯㻚㻞㻌 ⤫ィⓗ᳨ド䛻⏝䛔䜛௦⾲ⓗ䛺ᣦᶆ㻌

㻯㻚㻝㻌 ◊ಟ䝔䜻䝇䝖䛷⏝䛔䛯⾲グ䛻䛴䛔䛶㻌

㻯㻚㻞㻚㻝㻌 ᖹᆒㄗᕪ䚸ᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ䚸ㄗᕪ䛾
ᶆ‽೫ᕪ㻌

㻯㻚㻝㻚㻝㻌 ้䛾⾲グ䛻䛴䛔䛶㻌

ணሗㄗᕪࢆ⾲ࡍᇶᮏⓗ࡞ᣦᶆࡋ࡚ࠊᖹᆒㄗᕪ
㸦Mean Error, MEࠊࣂࢫ⾲グࡍࡿሙྜࡶ࠶
ࡿ 㸧  ᖹ ᪉ ᰿ ᖹ ᆒ   ㄗ ᕪ (Root Mean Square
Error, RMSE)ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
1 N
ME { ¦ ( x i  a i )
N i1

ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠊ้ࢆ⾲グࡍࡿ㝿ࠊ㏻ᖖᅜෆ
࡛ ⏝ ࠸ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ᪥ ᮏ ᶆ ‽  (Japan Standard
Time, JST)ࡢࠊ༠ᐃୡ⏺(Universal Time
Coordinated, UTC)ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᩘ್ணሗ࡛ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ほ ࢹ࣮ࢱࡢࡸࣉࣟ
ࢲࢡࢺࡢ⏝➼ࡢ౽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ้ࡣUTC࡛⾲
グࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋJSTࡣUTCᑐࡋ࡚9㛫㐍
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

1
N

RMSE {

i 1

i

2

i

ࡇࡇ࡛ࠊ N ࡣᶆᮏᩘࠊ x i ࡣணሗ್ࠊ a i ࡣᐇἣ್࡛
࠶ࡿ㸦ᐇἣ್ࡣᐈほゎᯒ್ࠊึᮇ್ࡸほ ್ࡀ⏝
ࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸㸧
ࠋMEࡣணሗ್ࡢᐇἣ್ࡽࡢ೫
ࡾࡢᖹᆒ࡛࠶ࡾࠊ0㏆࠸ᖹᆒⓗ࡞≧ែࡢᐇἣ
ࡽࡢࡎࢀࡀᑠࡉ࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋRMSEࡣ᭱ᑠ್ࡢ
0㏆࠸ணሗࡀᐇἣ㏆࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ
༙⌫ᖹᆒ➼ࠊᗈ࠸㡿ᇦᑐࡋ࡚᱁ᏊⅬ್ࡼࡿᖹ
ᆒࢆࡿሙྜࡣࠊ᱁ᏊⅬࡀ௦⾲ࡍࡿ㠃✚㔜ࡳࢆࡅ
࡚⟬ฟࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
RMSEࡣMEࡢᐤࡑࢀ௨እࢆศ㞳ࡋ࡚ࠊ

㻯㻚㻝㻚㻞㻌 ゎീᗘ䛾⾲グ䛻䛴䛔䛶㻌
⌫ࣔࢹࣝࡢゎീᗘࡘ࠸࡚ࠊxxࢆỈᖹ᪉ྥࡢษ
᩿Ἴᩘࠊyyࢆ㖄┤ᒙᩘࡋ࡚ࠊ”TxxLyy”⾲グࡍࡿ
ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢭ࣑ࣛࢢࣛࣥࢪࣥࣔࢹ࡛ࣝࣜ
ࢽ᱁Ꮚ㸦ᕝ 2005㸧ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ”TLxxLyy”
⾲グࡍࡿࠋ⦋30ᗘ࠾࠸࡚ࠊTL959ࡣ⣙20km
᱁ᏊࠊTL319ࡣ⣙55km᱁ᏊࠊTL159ࡣ⣙110km᱁
Ꮚ┦ᙜࡍࡿࠋ
㻌

RMSE 2

㻯㻚㻝㻚㻟㻌 ணሗ㛫䛻䛴䛔䛶㻌

V e2

ᩘ್ணሗ࡛ࡣࠊ⤫ィⓗ࡞᳨ドࡸ᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ
♧ࡍ㝿ࠊணሗᑐ㇟้ࡢࠊึᮇ้ࡽࡢ⤒
㐣㛫ࢆணሗ㛫(Forecast Time, FT)ࡋ࡚⾲グ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠊணሗ㛫ࢆ
ࠕணሗ㛫ࠖ=ࠕணሗᑐ㇟้ࠖ㸫ࠕึᮇ้ࠖ
࡛ᐃ⩏ࡋࠊ࠼ࡤࠊ6㛫ணሗࡢሙྜࠊFT=6⾲グ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛫ࡢ༢(h)ࢆ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

1
N

ME 2  V e

2

N

( xi  ai  ME ) 2
¦
i 1

⾲ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ V e ࡣㄗᕪࡢᶆ‽೫ᕪ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠊᩘ್ணሗᨵⰋࢆຍ࠼ࡓ㝿ࡢホ
౯ᣦᶆࡋ࡚ࠊRMSEࡢᨵၿ⋡ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
RMSEࡢᨵၿ⋡ࡣḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ

RMSEᨵၿ⋡ {

㻯㻚㻝㻚㻠㻌 䜰䞁䝃䞁䝤䝹ணሗ䛾⾲グ䛻䛴䛔䛶㻌

RMSEcntl  RMSEtest
u 100
RMSEcntl

ࡇࡇ࡛ࠊ RMSEcntl ࡣᇶ‽࡞ࡿணሗࡢࠊ RMSEtest ࡣ
ᨵⰋࢆຍ࠼ࡓணሗࡢRMSE࡛࠶ࡿࠋ

ࣥࢧࣥࣈࣝணሗ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢᩘ್ணሗࡢ㞟ྜ
㸦ࣥࢧࣥࣈࣝ㸧ࢆ⤫ィⓗฎ⌮ࡋࠊ☜⋡ணሗ➼ࡢ
㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࠋᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠊᩘ್ணሗࡢ㞟ྜ
ࡢᖹᆒࢆࠕࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒࠖࠊಶࠎࡢணሗࢆࠕ࣓
ࣥࣂ࣮ࠖࡪࠋࡲࡓࠊᦤືࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ࣓ࣥࣂ࣮
ࢆࠕᦤືࣛࣥࠖ
ࠊᦤືࢆຍ࠼࡚࠸࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ࢆࠕࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝࣛࣥࠖࡪࠋ

㻯㻚㻞㻚㻞㻌 䜰䝜䝬䝸䞊┦㛵ಀᩘ㻌
 ࣀ ࣐ ࣜ ࣮ ┦ 㛵 ಀ ᩘ (Anomaly Correlation
Coefficient㸪ACC)ࡣࠊணሗ್ࡢᇶ‽್ࡽࡢ೫ᕪ
㸦ࣀ࣐࣮ࣜ㸧ᐇἣ್ࡢᇶ‽್ࡽࡢ೫ᕪࡢ┦
㛵ಀᩘ࡛࠶ࡾࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
N

( X i  X )( Ai  A )
¦
i 1

㻯㻚㻝㻚㻡㻌 ⦋ᗘ䚸⤒ᗘ䛾⾲グ䛻䛴䛔䛶㻌
ACC {

ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠊ⦋ᗘࠊ⤒ᗘࡘ࠸࡚ࠊࣝࣇ
1

N

¦ (x  a )

N

N

( X i  X ) 2 ¦ ( Ai  A ) 2
¦
i 1
i 1

ኴ⏣ ὒ୍㑻
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( 1 d ACC d 1 )
ࡓࡔࡋࠊ

xi  ci , X

Xi
Ai

ai  ci , A

1
N
1
N

ᐇἣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢᩘࢆ M FO  XO ࠊᐇἣࠕ⌧
㇟࡞ࡋࠖࡢᩘࢆ X FX  XX ⾲ࡍࠋ
N

Xi
¦
i 1

㻯㻚㻟㻚㻞㻌 㐺୰⋡㻌

N

㐺୰⋡ࡣࠊணሗࡀ㐺୰ࡋࡓྜ࡛࠶ࡿࠋ
FO  XX
㐺୰⋡ {
㸦0 d 㐺୰⋡ d 1㸧
N
್᭱ࡢ1㏆࠸ணሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧
ࡍࠋ

Ai
¦
i 1

࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ N ࡣᶆᮏᩘࠊ x i ࡣணሗ್ࠊ a i ࡣᐇ
ἣ್ࠊ ci ࡣᇶ‽್࡛࠶ࡿࠋᇶ‽್ࡋ࡚ࡣẼೃ್ࢆ
⏝࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࣀ࣐࣮ࣜ┦㛵ಀᩘࡣணሗᐇ
ἣࡢᇶ‽್ࡽࡢ೫ᕪࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࠊᇶ‽್ࡽࡢ
೫ᕪࡢቑῶࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣ್᭱ࡢ1ࢆࡾࠊ┦㛵ࡀࡃ࡞࠸ሙྜࡣ0ࢆ
ࡾࠊ㏫ࡃࣃࢱ࣮ࣥࡀ㌿ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ᭱
ᑠ್ࡢ–1ࢆࡿࠋ࡞࠾ࠊࣀ࣐࣮ࣜ┦㛵ಀᩘࡸ➨
C.2.1㡯ࡢᖹᆒㄗᕪࠊᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪࡢ㛵ಀࡣᱵ
ὠ(2013)ヲࡋ࠸ࠋ

㻯㻚㻟㻚㻟㻌 ✵䜚⋡㻌
✵ࡾ⋡ࡣࠊணሗࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢᩘᑐࡍࡿ
✵ࡾ㸦ணሗࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡘᐇἣࠕ⌧㇟࡞ࡋࠖ㸧
ࡢྜ࡛࠶ࡿࠋ
FX
㸦0 d ✵ࡾ⋡ d 1㸧
✵ࡾ⋡ {
FO  FX
᭱ᑠ್ࡢ0㏆࠸✵ࡾࡀᑡ࡞࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋ
ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣศẕࢆ FO  FX ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௦ࢃ
ࡾ N ࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

㻯㻚㻞㻚㻞㻌 䝇䝥䝺䝑䝗㻌
ࢫࣉࣞࢵࢻࡣࠊࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᗈ
ࡀࡾࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡾࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ

1 N § 1
¦¨
N i 1 ¨© M

㻯㻚㻟㻚㻠㻌 ぢ㏨䛧⋡㻌

·
( x mi  x i ) 2 ¸¸
¦
m 1
¹
ࡇࡇ࡛ࠊM ࡣࣥࢧࣥࣈࣝணሗࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᩘࠊN ࡣ
ᶆᮏᩘࠊ x mi ࡣ m ␒┠ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢணሗ್ࠊ x i ࡣ
1 M
xi {
¦ x mi
M m1
ࢫࣉࣞࢵࢻ {

M

ぢ㏨ࡋ⋡ࡣࠊᐇἣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢᩘ
( M FO  XO )ᑐࡍࡿぢ㏨ࡋ㸦ᐇἣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖ
ࡘணሗࠕ⌧㇟࡞ࡋࠖ
㸧ࡢྜ࡛࠶ࡿࠋ
XO
ぢ㏨ࡋ⋡ {
㸦0 d ぢ㏨ࡋ⋡ d 1㸧
M
᭱ᑠ್ࡢ0㏆࠸ぢ㏨ࡋࡀᑡ࡞࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋ
ᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣศẕࢆ M ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௦ࢃࡾ
N ࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒ࡛࠶ࡿࠋ

㻯㻚㻟㻌 䜹䝔䝂䝸䞊᳨ド䛷⏝䛔䜛ᣦᶆ䛺䛹㻌
࢝ࢸࢦ᳨࣮ࣜド࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᑐ㇟࡞ࡿ⌧㇟ࡢ᭷
↓ࢆணሗᐇἣࡑࢀࡒࢀࡘ࠸ุ࡚ᐃࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࡼࡾᶆᮏࢆศ㢮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜศ㢮ࡉࢀࡓᩘࢆࡶࠊணሗࡢ≉ᛶࢆ᳨
ドࡍࡿ࠸࠺ᡭ㡰ࢆ㋃ࡴࠋ

㻯㻚㻟㻚㻡㻌 ᤕᤊ⋡㻌

㻯㻚㻟㻚㻝㻌 ศ⾲㻌
ศ⾲ࡣࠊ࢝ࢸࢦ᳨࣮ࣜド࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜศ㢮ࡉࢀࡓᩘࢆ♧ࡍ⾲࡛࠶ࡿ㸦⾲
C.3.1㸧ࠋྛࢫࢥࡣࠊ⾲C.3.1♧ࡉࢀࡿྛ༊ศࡢ
ᩘࢆ⏝࠸࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௨ୗ࡛ࡣᩘࢆ N FO  FX  XO  XX ࠊ
⾲C.3.1 ศ⾲ࠋFOࠊFXࠊXOࠊXXࡣࡑࢀࡒࢀࡢ
ᩘࢆ⾲ࡍࠋ
ᐇἣ
ィ
࠶ࡾ
࡞ࡋ
ணሗ
ィ

࠶ࡾ

FO

FX

FO+FX

࡞ࡋ

XO
M

XX
X

XO+XX
N
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ᤕᤊ⋡(Hit Rate, Hr)ࡣࠊᐇἣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢ
ࡁணሗࡀ㐺୰ࡋࡓྜ࡛࠶ࡿࠋ
FO
Hr {
( 0 d Hr d 1 )
M
್᭱ࡢ1㏆࠸ࠊぢ㏨ࡋࡀᑡ࡞࠸ࡇࢆ♧
ࡍࠋᤕᤊ⋡ࡣROC᭤⥺㸦➨C.4.5㡯㸧ࡢࣉࣟࢵࢺ
⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

㻯㻚㻟㻚㻢㻌 ㄗ᳨ฟ⋡㻌
ㄗ᳨ฟ⋡(False Alarm Rate, Fr)ࡣࠊᐇἣࠕ⌧㇟࡞
ࡋࠖࡢࡁணሗࡀእࢀࡓྜ࡛࠶ࡾࠊ➨C.3.3㡯ࡢ
✵ࡾ⋡ࡣศẕࡀ␗࡞ࡿࠋ
FX
Fr {
( 0 d Fr d 1 )
X
᭱ᑠ್ࡢ0㏆࠸ࠊ✵ࡾࡢணሗࡀᑡ࡞ࡃண
ሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋㄗ᳨ฟ⋡ࡣᤕᤊ⋡㸦➨
C.3.5㡯㸧ࡶROC᭤⥺㸦➨C.4.5㡯㸧ࡢࣉࣟࢵ
ࢺ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

㻯㻚㻟㻚㻣㻌 䝞䜲䜰䝇䝇䝁䜰㻌
ࣂࢫࢫࢥ(Bias Score, BI)ࡣࠊᐇἣࠕ⌧㇟࠶
ࡾࠖࡢᩘᑐࡍࡿணሗࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢᩘࡢ
ẚ࡛࠶ࡾࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
FO  FX
( 0 d BI )
BI {
M
ணሗᐇἣ࡛ࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢᩘࡀ୍⮴ࡍࡿሙ
ྜ1࡞ࡿࠋ1ࡼࡾࡁ࠸ணሗࡢࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖ
ࡢ㢖ᗘࡀ㐣ࠊ1ࡼࡾᑠࡉ࠸ணሗࡢࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖ
ࡢ㢖ᗘࡀ㐣ᑠ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋ

㻯㻚㻟㻚㻤㻌 ẼೃᏛⓗฟ⌧⋡㻌
⌧㇟ࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡ Pc ࡣࠊᶆᮏࡽぢ✚ࡶࡽࢀ
ࡿ⌧㇟ࡢᖹᆒⓗ࡞ฟ⌧☜⋡࡛࠶ࡾࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡿࠋ
M
Pc {
N
ࡇࡢ㔞ࡣᐇἣࡢࡳࡽỴࡲࡾࠊணሗࡢ⢭ᗘࡣࡼ
ࡽ࡞࠸ࠋணሗࡢ⢭ᗘࢆホ౯ࡍࡿ㝿ࡢᇶ‽್ࡢタᐃ
ࡋࡤࡋࡤ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

C.3.8㡯㸧ࠊ S f ࡣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࢆࣛࣥࢲ࣒ FO  FX
ᅇணሗࡋࡓሙྜ㸦ࣛࣥࢲ࣒ணሗ㸧ࡢࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢ
㐺୰ᩘ࡛࠶ࡿࠋᮏࢫࢥࡣࠊ್᭱ࡢ1㏆࠸
ணሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊࣛࣥࢲ࣒
ணሗ࡛0࡞ࡾࠊFO XX 0 ࠊFX XO N / 2 ࡢሙ
ྜ᭱ᑠ್–1/3ࢆࡿࠋ

㻯㻚㻟㻚㻝㻝㻌 䝇䜻䝹䝇䝁䜰㻌
ࢫ࢟ࣝࢫࢥ(Skill Score, Heidke Skill Score)ࡣࠊ
ẼೃᏛⓗ࡞☜⋡࡛ࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖ࠾ࡼࡧࠕ⌧㇟࡞ࡋࠖ
ࡀ㐺୰ࡋࡓ㢖ᗘࢆ㝖࠸࡚ồࡵࡿ㐺୰⋡࡛࠶ࡾࠊḟᘧ
࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
FO  XX  S

( 1 d Skill d 1 )
Skill {
N S
ࡓࡔࡋࠊ
S Pm c ( FO  FX )  Px c ( XO  XX ) ,
M
X
, Px c
N
N
ࠊ Px c ࡣࠕ⌧㇟
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ Pm c ࡣࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖ
࡞ࡋࠖࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡㸦➨C.3.8㡯㸧ࠊ S ࡣ⌧㇟ࡢ
ࠕ࠶ࡾࠖࢆ FO  FX ᅇ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࡞ࡋࠖࢆṧࡾ
ࡢ XO  XX ᅇ㸧ࣛࣥࢲ࣒ணሗࡋࡓሙྜ㸦ࣛࣥࢲ࣒
ணሗ㸧ࡢ㐺୰ᩘ࡛࠶ࡿࠋᮏࢫࢥࡣࠊ್᭱ࡢ
1㏆࠸ணሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ
ࣛ ࣥ ࢲ ࣒ ண ሗ ࡛ 0  ࡞ ࡾ ࠊ FO XX 0 ࠊ
FX XO N / 2 ࡢሙྜ᭱ᑠ್–1ࢆࡿࠋ
Pm c

㻯㻚㻟㻚㻥㻌 䝇䝺䝑䝖䝇䝁䜰㻌
ࢫࣞࢵࢺࢫࢥ(Threat Score, TS)ࡣࠊணሗࡲࡓ
ࡣᐇἣ࡛ࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡢሙྜࡢணሗ㐺୰ᩘ╔
┠ࡋ࡚ணሗ⢭ᗘࢆホ౯ࡍࡿᣦᶆ࡛࠶ࡾࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏
ࡉࢀࡿࠋ
FO
( 0 d TS d 1 )
TS {
FO  FX  XO
ฟ ⌧ 㢖 ᗘ ࡢ ప ࠸ ⌧ ㇟ 㸦 N !! M ࠊ ᚑ ࡗ ࡚ ࠊ
XX !! FO, FX , XO ࡞ࡗ࡚ࠊணሗࠕ⌧㇟࡞ࡋࠖࡼ
ࡿᐤࡔࡅ࡛㐺୰⋡ࡀ1㏆࠸⌧㇟㸧ࡘ࠸࡚ XX ࡢ
ᙳ㡪ࢆ㝖࠸᳨࡚ドࡍࡿࡢ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᮏࢫࢥࡣ
್᭱ࡢ1㏆࠸ணሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋ
࡞࠾ࠊࢫࣞࢵࢺࢫࢥࡣ⌧㇟ࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡ࡢᙳ
㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃࠊ␗࡞ࡿᶆᮏࡸฟ⌧⋡ࡢ␗࡞ࡿ⌧㇟
ᑐࡍࡿணሗࡢ⢭ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡢࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࠋࡇ
ࡢၥ㢟ࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊḟ㡯ࡢ࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵ
ࢺࢫࢥ࡞ࡀ⪃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㻯㻚㻟㻚㻝㻜㻌 䜶䜽䜲䝍䝤䝹䝇䝺䝑䝖䝇䝁䜰㻌
࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ(Equitable Threat
Score, ETS)ࡣࠊẼೃᏛⓗ࡞☜⋡࡛ࠕ⌧㇟࠶ࡾࠖࡀ㐺
୰ࡋࡓ㢖ᗘࢆ㝖࠸࡚ồࡵࡓࢫࣞࢵࢺࢫࢥ࡛࠶ࡾࠊ
ḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿ(Schaefer 1990)ࠋ
FO  S f
1
(  d ETS d 1 )
ETS {
3
FO  FX  XO  S f

㻯㻚㻠㻌 ☜⋡ணሗ䛻㛵䛩䜛ᣦᶆ䛺䛹㻌
㻯㻚㻠㻚㻝㻌 䝤䝷䜲䜰䝇䝁䜰㻌
ࣈࣛࢫࢥ(Brier Score, BS)ࡣࠊ☜⋡ணሗࡢ
⤫ィ᳨ドࡢᇶᮏⓗᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⌧㇟ࡢฟ⌧☜⋡
ࢆᑐ㇟ࡍࡿணሗࡘ࠸࡚ࠊḟᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ
1 N
2
BS { ¦ pi  ai
( 0 d BS d 1 )
N i1
ࡇࡇ࡛ࠊ p i ࡣ☜⋡ணሗ್㸦0ࡽ1㸧
ࠊ a i ࡣᐇἣ್
㸦⌧㇟࠶ࡾ࡛1ࠊ࡞ࡋ࡛0㸧
ࠊ N ࡣᶆᮏᩘ࡛࠶ࡿࠋ BS
ࡣ㐺୰ࡍࡿỴᐃㄽⓗ࡞㸦 p i =0ࡲࡓࡣ1ࡢ㸧ண
ሗ㸦ணሗࡤࢀࡿ㸧࡛᭱ᑠ್ࡢ0ࢆࡾࠊ0
㏆࠸ணሗࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ⌧㇟
ࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡ Pc M / N 㸦➨C.3.8㡯㸧ࢆᖖ☜
⋡ணሗ್ࡍࡿணሗ㸦Ẽೃ್ணሗࡤࢀࡿ㸧ࡢࣈ
ࣛࢫࢥ BS c ࡣ

BS c { Pc 1  Pc
࡞ࡿࠋࣈࣛࢫࢥࡣࠊ⌧㇟ࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡
ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊ␗࡞ࡿᶆᮏࡸฟ⌧⋡ࡢ␗࡞ࡿ
⌧㇟ᑐࡍࡿணሗࡢ⢭ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡢࡣ㐺ࡉ࡞
࠸ࠋ࠼ࡤୖࡢ BS c ࡣ Pc ౫Ꮡᛶࢆᣢࡕࠊྠࡌணሗᡭ

ࡓࡔࡋࠊ
M
S f Pc ( FO  FX ) , Pc
N
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ Pc ࡣ⌧㇟ࡢẼೃᏛⓗฟ⌧⋡㸦➨
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ἲ㸦ࡇࡇ࡛ࡣẼೃ್ணሗ㸧ᑐࡋ࡚ࡶ Pc ࡢ್ᛂࡌ
࡚␗࡞ࡿ್ࢆࡿ(Stanski et al. 1989)ࠋࡇࡢၥ㢟ࢆ
⦆ࡍࡿࡓࡵࠊḟ㡯ࡢࣈࣛࢫ࢟ࣝࢫࢥࡀ⪃
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

BSS

㻯㻚㻠㻚㻠㻌 ☜⋡್ูฟ⌧⋡ᅗ㻌

㻯㻚㻠㻚㻞㻌 䝤䝷䜲䜰䝇䜻䝹䝇䝁䜰㻌
ࣈࣛࢫ࢟ࣝࢫࢥ(Brier Skill Score, BSS)ࡣࠊ
ࣈࣛࢫࢥᇶ࡙ࡃࢫ࢟ࣝࢫࢥ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖ
Ẽೃ್ணሗࢆᇶ‽ࡋࡓணሗࡢᨵၿࡢᗘྜ࠸ࢆ♧
ࡍࠋᮏࢫࢥࡣࠊࣈࣛࢫࢥ BS ࠊẼೃ್ணሗ
ࡼࡿࣈࣛࢫࢥ BS c ࢆ⏝࠸࡚
BS c  BS
( BSS d 1 )
BSS {
BS c
࡛ᐃ⩏ࡉࢀࠊணሗ࡛1ࠊẼೃ್ணሗ࡛0ࠊẼೃ್
ணሗࡼࡾㄗᕪࡀࡁ࠸㈇࡞ࡿࠋ

㻯㻚㻠㻚㻟㻌 㻹㼡㼞㼜㼔㼥䛾ศゎ㻌
Murphy(1973)ࡣࠊࣈࣛࢫࢥணሗࡢ≉ᛶ
ࡢ㛵㐃ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊࣈࣛࢫࢥ
ࢆಙ㢗ᗘ(reliability)ࠊศ㞳ᗘ(resolution)ࠊ☜ᐇ
ᛶ (uncertainty) ࡢ 3 ࡘ ࡢ 㡯  ศ ゎ ࡋ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࢆ
Murphy ࡢศゎࡪ㸦㧗㔝(2002)࡞ヲࡋ࠸㸧
ࠋ
☜⋡ணሗ࠾࠸࡚ࠊ☜⋡ணሗ್ࢆ L ಶࡢ༊㛫ศ
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