╙䋴┨ ᬌ⸛
㪋㪅㪈㩷㪉㪇㪈㪊ᐕ㪈㪈㪋ᣣ䈱㑐᧲ᄢ㔐㪈㩷
㪋㪅㪈㪅㪈㩷 䈲䈛䉄䈮㩷
 2013ᐕ114ᣣޔධጯૐ᳇ߩㅢㆊߦߞߡޔ㑐
᧲ᣇධㇱࠍਛᔃߦᄢ㔐ߦ⥰ࠊࠇߚߩߎޕߢ
ߪޔGSMߣMSMߢ㒠㔐ࠍ߽ߚࠄߔ᳇᷷ૐਅߩ
߇ᄢ߈ߊ⇣ߥߞߡ߅ࠅ⚿ߩߘޔᨐ࠺ࡕߩࠇߙࠇߘޔ
࡞ߩ੍ႎ⚿ᨐࠍ↪ߒߡᚑߐࠇࠆ㒠㔐㊂ࠟࠗ࠳ࡦ
ࠬߦ߽ᄢ߈ߥᏅ߇ߚޕ㩷
 ᧄ▵ߢߪߩߎޔᄢ㔐ࠍขࠅߍ੍ޔႎ⚿ᨐࠍ
ᬌ⸽ߔࠆߣߣ߽ߦޔᄢ㔐ߦ⥋ߞߚㆊ⒟ߩ⸃ᨆࠇߘޔ
ࠍ〯߹߃ߚGSMޔMSMߩࡕ࠺࡞ߩ․ᕈߣ↪ߩ
⇐ᗧὐࠍㅀߴࠆ╙ޕ4.1.2㗄ߢታᴫ⚻ㆊࠍ߹ߣ╙ޔ
4.1.3㗄ߢࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ੍᷹⚿ᨐ੍ߩߘ߮ࠃ߅ޔ᷹ߦ
⥋ߞߚ⢛᥊ߦߟߡㅀߴࠆࡦ࠳ࠗࠟߩߘޔߡߒߘޕ
ࠬߩജ࠺࠲ߣߥߞߚGSM, MSMߩࡕ࠺࡞ߩ੍
ႎߦߟߡ╙ޔ4.1.4㗄ߢߪ✚ⷰ႐ߩⷰὐ߆ࠄᬌ⸽ߔ
ࠆ╙ޕ4.1.5㗄ߢߪߩߎޔߩ੍ႎߦ߅ߡ㊀ⷐߥ
ࡐࠗࡦ࠻ߣߥߞߚ᳇᷷ߩૐਅߦߟߡޔታ߅ࠃ߮
ࡕ࠺࡞ߩࡊࡠࠬߦᵈ⋡ߒߡ⸃ᨆߒߩߘޔ᳇᷷ૐਅ
ߩⷐ࿃ߩߘޔૐਅ߇ࡕ࠺࡞ߦࠃߞߡ⇣ߥߞߚේ࿃ޔ
ߘࠇࠍ〯߹߃ߚࡕ࠺࡞↪ߩ⇐ᗧὐࠍㅀߴࠆޕ

࿑4.1.1 ᄤ᳇࿑ 2013ᐕ114ᣣ09JST㧔Ꮐ࿑㧕
หᣣ21JST㧔ฝ࿑㧕

࿑ 4.1.2 2013 ᐕ 1  14 ᣣ 21JST ߹ߢߩ 12 ᤨ㑆㒠㔐
㊂㧔Ფᱜᤨߩ೨ 1 ᤨ㑆Ⓧ㔐ᷓᏅ߇ᱜߩ႐วࠍⓍ▚㧕
ޔ
ߪᦼ㑆ਛߦⓍ㔐ᷓߩᰳ᷹ࠍߎߣࠍߔޕ

㪋㪅㪈㪅㪉㩷 ታᴫ⚻ㆊ㩷
࿑4.1.1ߪޔ114ᣣ09JSTߣ21JSTߩᄤ᳇࿑
ߢࠆޕ113ᣣ09JSTߦบḧߩർ᧲ߩᶏߢ⊒↢
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
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߶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
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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಄
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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

1
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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)
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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

104

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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