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数値気候モデル MIROC に適用する  
新しい雲・降水パラメタリゼーションの開発  

 
*道端拓朗(岡山大学学術研究院自然科学学域（理）) 

 
1. はじめに 

産業革命以降の人為起源エアロゾル排出増加に伴い、

雲・降水の微物理過程が変調し、結果として地球の水循

環や放射収支に重要な影響を及ぼしていることが知ら

れている（エアロゾル・雲・降水・放射相互作用）。こ

れら一連の物理過程は時空間変動が大きく、かつ時空

間スケールも多階層にまたがる複雑な現象であり、全

球気候モデル（GCM）における不確実性の主要因の一

つとなっている（Quaas et al., 2009）。その本質的な原因

の一つに、雲・降水のモデリング手法を簡略化している

点が挙げられる。こうした雲・降水過程の簡略な表現は、 
・エアロゾルに対する雲場や放射場の変化が観測事実 
 よりも大きいバイアス 
・降水の頻度を過大評価し、強度を過小評価するバイ 
 アス 
・降水粒子（雨滴・雪片）の放射効果を無視しており、 
 それに起因する大気循環へのバイアス 
などとリンクしている可能性が指摘されている

（Getteman et al., 2015）。 
 このような背景を踏まえ、本研究では全球気候モデ

ルMIROC6 における雲・降水・放射過程に関わるパラ

メタリゼーションを本質的に見直し、多くの気候モデ

ルで報告されている共通バイアスの改善に取り組む。 
 
2. モデル概要 

MIROC6 を含む国内外ほとんどの GCM において、

降水は診断変数として取り扱われている。このモデリ

ング手法では、ある時間ステップにおいて雲水および

雲氷から降雨・降雪に成長した凝結水量は、その時間ス

テップ内に全て地表降水として落下するとみなして取

り扱うことになる。したがって、例えば落下速度が小さ

い霧雨や上空から時間をかけて落下する雪については、

気候モデルの典型的な時間ステップである10分程度で

は全て落下しないため、診断的な降水の取り扱いは必

ずしも成立しない。また、降水粒子が大気中に残らない

仕様であるため、雲内部に共存する降水粒子が原理上

再現できていないことになる。 
そこで、降雨・降雪を予報変数として取り扱い、複数

時間ステップをまたがって大気中にメモリを残す、新

しい雲・降水パラメタリゼーションをMIROC6 に導入

した。開発した降水予報型スキームは、降水凝結物の質

量 q および数濃度 N をともに予報する 2 moment スキ

ームであり、降雨・降雪の質量（qr, qs）および数濃度（Nr, 
Ns）について以下の予報方程式を解く。 

 
ここで、添字 x は、降雨 r および降雪 s それぞれのプ

ロセスを意味する。また、ρaは大気密度、u は水平

風ベクトル、vqx, vNxは降水粒子の質量・数濃度重み付

けバルク落下速度である。したがって、右辺第一項は

水平移流、右辺第二項は降水の鉛直落下による質量・

数濃度混合比の変化を意味する。Sqxおよび SNxは降水

の生成・消滅項であり、autoconversion, accretion, self-
collection, evaporation, aggregation, BF-process, 
sublimation, brake-up による変化を考慮している。 
 水蒸気・雲水・雲氷・雨水・雪片のクラス間の微物

理に伴う変換過程は、エアロゾルと強い非線形依存性

があるためサブタイムステップを設けた。これによ

り、GCM 全体の計算リソースを確保しながらも、短

い時間ステップ（60 秒）での雲・降水微物理過程の計

算が可能になった。ただし、降水粒子の落下過程は鉛

直方向のCFL 条件に基づき厳密に制御されるため、

さらに短い時間ステップにもなりうる。雨滴および雪

片の粒径分布は、それぞれ修正ガンマ分布および指数

分布を用いて表現している。また、GCM のサブグリ

ッド内における雨の分布を考慮するため、鉛直方向の

雲の重なりについてmaximum overlap を仮定し、

precipitation fraction をモデル内で考慮している。 
 また、予報した降水粒子による放射効果について

は、MIROC6 の放射ルーチンmstrnX と結合してい

る。最新版のmstrnX で考慮している凝結生成物は、

液相の粒子については 1~200 µm、固相の粒子につい

ては 5~500 µm の平均粒径を考慮しており、雲氷は六
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角柱、雪片は樹枝状結晶の粒子形状を仮定して放射計

算を行なっている。 
 本発表では、大気モデル設定で解像度T85L40（約 1.4º
格子）で実験した結果について報告する。 
 
3. 解析結果 

3.1. 雲量バイアスの改善 

図 1 に、衛星観測およびMIROC6 によるシミュレー

ションによって得られた雲量の全球年平均分布を示す。

改良前の降水診断型スキームでは、下層雲量の再現性

は良い一方で、特に上層雲が全球で過小評価であり、ま

た中・高緯度での雲の過小評価バイアスが顕著に見ら

れる。このような雲量の過小評価バイアスは、MIROC
に限らず多くの GCM に共通するバイアスとして報告

がなされている（例えばNam et al., 2012）。 
一方で、開発した降水予報型スキームでは、中・上層

雲量でバイアスの改善が見られ、結果として全雲量を

約 9%増加させることに成功した。これは、主に混合相

雲や氷雲の微物理過程の改良が大きく寄与したもので

ある。しかし、特に上層雲は依然としてバイアスが大き

く、全雲量も 5%以上の過小評価バイアスが残されてい

ることがわかる。 

このバイアスの原因の一つは、数値モデルにおける

直接的なバイアスの他に、モデルの評価手法自体にも

バイアスが内存していることがわかった。数値モデル

における雲量診断は、衛星観測シミュレータという、数

値モデルが再現する地球上で仮想的な衛星観測を実施

するソフトウェアを用いて実施している（Swales et al., 
2018）。これは、衛星センサーの検出感度や観測分解能

を考慮に入れた評価を実現することを目的に導入され

たツールであるが、実際の観測アルゴリズムと数値モ

デル上での診断アルゴリズムに不整合が生じているこ

とが判明し、アップデートを実施した。具体的には、実

際の観測では雲量の一部に降水粒子が寄与している効

果がある一方で、数値モデルでは雲水・雲氷のみから雲

量診断を行なっており、大粒子の影響が考慮されてい

ない。この不整合を解消するように衛星シミュレータ

の更新を実施して再評価したところ、衛星観測によっ

て得られた雲量分布を極めてよく再現できていること

が明らかになった。このことは、モデルの物理過程の高

度化に加え、モデル・観測間の整合的な比較に留意する

ことの重要性を、改めて強調する結果といえる。 

図１. 左カラムから順に、CALIPSO-GOCCP衛星観測データ、MIROC6降水診断型、MIROC6降水予報型、MIROC6降

水予報型+衛星シミュレータ改良版によって得られた雲量の全球年平均分布図。上段から順に、全雲量、上層雲量、中層

雲量、下層雲量を示す。各図の右上の数字は全球分布を示す。 
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3.2. 降水・放射バイアスの改善 

 図 2 に、衛星観測、改良前のMIROC6 降水診断型、

改良後のMIROC6 降水予報型によるエアロゾル・雲相

互作用の有効放射強制力（Effective Radiative Forcing due 
to Aerosol-Cloud Interaction; ERFaci）、およびレーダー反

射強度の鉛直プロファイルを頻度分布で可視化した図

を示す。ERFaci は、産業革命以降のエアロゾルの排出

量増加に伴い、雲が変化することによる放射収支の変

化を意味し、不確実性は大きいのものの –1 W m-2未満

であることが観測結果から推定されている。この大き

さ以上の冷却効果を持つ場合、20 世紀の温暖化トレン

ドを再現できないことが認識されており、IPCC 第 5 時

評価報告書では –0.45 W m-2がERFaci の最適推定値と

して見積もられている。 
 多くの GCM では、ERFaci を（負に）過大に表現す

る傾向があることが知られているが、それと同じバイ

アスがMIROC6 降水診断型でも見られる。一方で、降

水予報型では観測と整合する ERFaci が得られており、

20 世紀の温暖化を再現するための制約を満たすモデル

になっていることがわかった。また、それと同時に降水

特性についても改善が見られる（図 2 下段）。改良前の

診断型では、降水強度を意味するレーダー反射率が大

きい側に頻度が偏って分布しており、現実よりも降水

が早いことを意味する。このバイアスについても予報

型スキームは改善できており、本研究による雲・降水過

程の高度化は、従来型モデルでパラメータチューニン

グによっても達成できなかった様々な共通バイアスを

解決する手段の一つとして期待される。 
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図 2. （上段）産業革命以降の人為起源エアロゾル排出量の増大が雲を変調させることで気候に及ぼす冷却効果の度合い

と、（下段）雲内部で生じる降水生成の鉛直構造。左から順に、衛星観測データ、MIROC6降水診断型、MIROC6降水予

報型による結果を示す。 
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全球気候モデル MIROC6 における北極域の雲・降⽔過程の診断 
 

＊井村裕紀（岡⼭⼤学理学部地球科学科）, 道端拓朗（岡⼭⼤学学術研究院⾃然科学学域（理）） 
 

1. はじめに 
 エアロゾルと⾮線形に相互作⽤する雲・降⽔過程は、
時空間変動が⼤きく物理過程も複雑であり、気候変動予
測における最⼤の不確実要素の⼀つである。これまでに、
低緯度および中緯度の暖かい雲（雲頂温度が 273K 以上）
に関しては、その動態に関する研究が重点的に⾏われて
きた⼀⽅、混合相雲や氷雲が⽀配的である北極域の雲・
降⽔過程はより複雑であり、数値モデルの検証も⼗分に
⾏われていない。北極域は温暖化の進⾏が早い領域とし
て知られているほか（Serreze et al., 2009）、雲・降⽔の
再現性が北極域の気候変動予測に⼤きな影響を及ぼす
ため、数値モデルが抱える不確実性を適切に理解するこ
とが重要な課題である。 

そこで本研究では、複数の衛星観測データを⽤いて、
全球気候モデル MIROC6 (Model for Interdiciplinary 
Research on Climate; Tatebe et al., 2019）の雲・降⽔過
程の精度の検証を実施する。数値モデルの性能評価の際
には、バーチャルな衛星観測をシミュレートされた仮想
地球上で再現するツールである、衛星シミュレータを⽤
いることで、雲・降⽔を素過程レベルで評価する。 
 
 2. 研究⼿法 
 2.1 衛星観測データ 
 本研究では、A-Train と呼ばれ集中同期観測を⾏って
いる観測衛星群の⼀部である CloudSat・CALIPSO 衛星
による観測データを使⽤する。CloudSat 衛星搭載の雲
レーダー(CPR; Cloud Profiling Radar)は、雲の鉛直構造
を解像することができ、ドリズル（霧⾬）、降⾬、降雪
といった降⽔タイプや強度の分類（以下、降⽔フェーズ
診断と呼ぶ）が可能である(Battaglia et al., 2008)。 
 本研究で使⽤する CloudSat の衛星プロダクトと変数
名を第１表にまとめている。このうち降⽔フラグとは、
上述した降⽔フェーズに関する情報であり、⾮降⽔、降
⾬、降雪、みぞれのいずれの状態・強度が地表付近で観
測されているかについて分類される番号である。なお、
今回使⽤する CloudSat による観測データの解像度は
1.4km×1.7km、解析期間は 2007〜2010 年の４年間で
ある。 
 CALIPSO 搭載の CALIOP センサは、エアロゾルや
上層の薄い雲の検出を得意とする。CALIPSO-GOCCP
は、気候モデルにおける雲の整合的な評価のために
CALIPSO プロダクトを⽤いて作成されたデータセッ

トである。本研究ではこのデータを⽤いて、各⾼度の雲
量と過冷却⽔滴の割合を算出した。CALIPSO-GOCCP
の解像度は 2.0°×2.0°、解析期間は 2006〜2018年の
12年間である。 

これらの衛星は北緯 82°以北の地域を観測していな
いため、本研究では 67°N〜82°N を解析対象とし、
この領域を北極域と定義する。 

 
第１表 本研究で使⽤する CloudSatプロダクトと物理
量 (CloudSat Data Processing Center を 参 照 ：
https://www.cloudsat.cira.colostate.edu) 
 

2.2 全球気候モデル MIROC6 
本研究では、全球気候モデル MIROC6 を⽤いた。標
準版の MIROC6 では、降⽔を診断的に取り扱っている。
このモデリング⼿法は、ある時間ステップに⽣成された
降⽔は、同⼀時間ステップ内に地表降⽔として即座に落
下するとみなすことで計算資源を低コストする⼿法で
あるが、現存の国内外ほとんどの気候モデルでこの⼿法
が採⽤されている (以下、診断型と呼ぶ)。しかし、この
仮定は落下速度の遅い雪や霧⾬には不適当であり、雲の
内部に共存する降⽔粒⼦を原理上表現することができ
ない（Tatebe et al., 2019）。 

この問題を克服するために、最新版の MIROC6 には
降⽔を予報変数として取り扱う⼿法が導⼊されている 
(以下、予報型と呼ぶ)。この⼿法では、降⽔の鉛直落下
を陽に取り扱い、時間ステップをまたいで降⽔が⼤気中
に保存されることで、雲内部で降⽔粒⼦が共存する様⼦
を表現できる（Michibata et al., 2019）。本研究では、診
断型と予報型の両者の構造的な違いに着⽬して⽐較を
実施することで、雲・降⽔過程の不確実性について素過
程レベルでの検証を実施する。 

 
2.3 衛星シミュレータ COSP2 
衛星シミュレータは、気候モデルが再現する仮想的な

地球上で衛星観測を再現するツールであり、モデルと衛
星 観 測 の整合 的 な⽐較を⽬的 に利⽤ さ れ て い る
（COSP2; Swales et al., 2018）。本研究では、2.1節に記
載した CloudSat, CALIPSO に加え MODIS 観測に対

CloudSatプロダクト 物理量(変数名)

2C-ICE 鉛直積算した雲氷量(ice_water_path)

2C-PRECIP-COLUMN 地表付近の降⽔フラグ(Precip_flag)

2C-SNOW-PROFILE 地表における降雪量(snowfall_rate_sfc)
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応するシミュレータを⽤いて、レーダー反射率、雲量、
雲光学的厚さ、過冷却⽔滴と雲氷の⽐率を⽰す雲フェー
ズ診断、降⽔タイプを⽰す降⽔フラグの情報を、衛星セ
ンサーと同⼀のアルゴリズムに基づき数値モデル内に
再現・取得した。COSP2 を⽤いたモデルの評価により、
衛星観測プロダクトの物理量と解像度および定義が整
合的な⽐較が実現できる（Kay et al., 2018）。 

 
2.4 実験設定 

 モデルの解像度は約 1.4°×1.4°であり、5年間のス
ピンアップを経た最後の 1年間について、COSP を ON
にして得られた計算結果を使⽤する。また、本研究では
北極域で⽀配的である降雪⽣成および雲氷の⽣成に関
する計算において仮定されているパラメータの値を不
確実性の範囲内で変更する、チューニング実験を⾏った。
このチューニング実験とチューニングパラメータ変更
前の実験(コントロール実験)を⽐較することで、予報型
における降雪プロセスに対する感度を確かめることが
できる。 
 
 3. 結果 
 3.1 雲量と降雪量 
 第１図は CALIPSO-GOCCP による観測データ、
MIROC診断型、MIROC 予報型の北極域における⾼度
別の雲量を⽰している。診断型では雲量を⼤幅に過⼩評
価している(第１図 b,e,g,k)が、これは MIROC 以外に
も多くの気候モデルで報告されている雲量の過⼩評価
バイアスと整合的である(Nam et al., 2012)。⼀⽅で、予
報型における各雲量は診断型に⽐べて増加し、領域平均
値および⽔平分布ともに顕著な改善が⾒られる(第１図 
c,f,i,l)。 
 降雪量を⽰した第２図に関しても同様に、観測と⽐較
して診断型で過⼩評価(−23.6mm yr-1)されているが、
予報型でそのバイアスが顕著に改善されている(観測と
⽐べて−5.4 mm yr-1)。 
 

 
第１図 北極域における全雲量(a-c)、上層雲量(d-f)、中
層雲量(g-i)、下層雲量(j-l)の年平均⽔平分布。左列から
観測データ、診断型、予報型を⽰し、各図右上の数値は
北極域の平均値である。 

 
第２図 観測(a)、診断型(b)、予報型(c)における北極域
の降雪量(mm/年)の⽔平分布。各図右上の数値は北極域
の平均値を⽰す。 
 
 3.2 降⽔頻度 
次に本研究で MIROC6 の COSP2 に追加された降⽔
フラグから算出される降⽔頻度を⾒る。第３図は降⽔フ
ェーズに分けて頻度を⾒た結果であり、観測、診断型、
予報型の結果をそれぞれ季節ごとに⽰している。 

予報型において、3.1節で⽰した雲量バイアスおよび
降雪量バイアスの改善の⼀⽅で、どの季節においても⾮
降⽔頻度を過⼩評価しており、診断型よりもバイアスが
⼤きい。さらに、夏と秋に弱い⾬の頻度(⽔⾊)が観測よ
り⼤きく、降雪が主体となる春と冬には雪のフェーズ
(ピンク⾊と緑⾊)で頻度が⼤きく過⼤評価されている
ことが確認できる。これは、予報型の北極域における降
⽔過程が現実と⽭盾していることを⽰唆する。 
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第３図 北極域における各降⽔フェーズの頻度(地表付
近)を季節ごと(春：2〜4⽉、夏：5〜7⽉、秋：8〜10⽉、
冬：11〜1⽉)に積み上げ棒グラフで表している。O、D、
P はそれぞれ観測、診断型、予報型を表し、⾮降⽔(⾚
⾊)、弱い⾬(⽔⾊)、⾬(⻘⾊)、弱い雪(ピンク⾊)、雪(緑
⾊)、みぞれ(紫⾊)、不確実な降⽔(⿊⾊)の割合が⽰され
ている。 
 

3.3 雲氷量と降⽔フェーズ 
3.2節で明らかになった降⽔頻度のバイアスが降⽔の
⽣成速度とどのようにリンクしているかを調べるため、
第４図に鉛直積算雲氷量(IWP; Ice Water Path)の関数
として降⽔フェーズの割合の推移を⽰す。この図による
と、雲氷量の増加とともに地表付近の降⽔の状態がどの
ように変化するかを読み取ることができる。 
診断型では IWP が⼩さいときに⾮降⽔の割合が多く、

降⽔の⽣成が遅いことがわかる。それに対して、予報型
では⾮降⽔割合の推移が顕著に改善しているが、降⽔割
合の増加率が観測と⽐べて⼩さい。特に降雪が主体とな
る春と冬において降雪の⽣成が遅いバイアスがみられ
る。また、どの季節においてもみぞれの割合が過⼩評価
されている。 
 
 
 
 
 
 

 
第４図 A-Train による観測（a,d,g,j）、診断型（b,e,h,k）、予報型（c,f,i,l）における、北極域の鉛直積算雲氷量 IWP(g 
m-2)と各降⽔フラグの割合の関係図。上段から春(a-c)、夏 (d-f)、秋(g-i)、冬(j-l)の様⼦を⽰す。縦軸は各降⽔フェ
ーズの割合（⾚⾊：⾮降⽔、⻘⾊：降⾬、緑⾊：降雪、紫⾊：みぞれ、⿊⾊：不確実な降⽔）をビン毎に積み上げ棒
グラフで⽰しており、横軸の IWP は対数スケールでとっている。
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 3.4 過冷却⽔滴の割合の気温依存性 

過冷却⽔滴の割合の気温依存性を第５図に⽰す。
CALIPSO-GOCCP による観測データ、診断型、予報型、
そして予報型におけるチューニング実験における、混合
相雲内の過冷却⽔滴の割合(SLF; Supercooled-Liquid 
Fraction)の気温依存性を⽰している。予報型では観測や
診断型に⽐べて SLF が過⼩評価されており、チューニ
ング実験においても予報型では⼗分な感度は⾒られな
かった。これは雲⽔が雲氷に取り込まれて雲氷が成⻑す
る過程であるBFプロセスが、現実より強くはたらいて
いる可能性を⽰唆する。 

 
第５図 北極域における過冷却⽔滴の割合の気温依存
性を⽰し、グレー線は観測、⿊線は診断型、⾚線は予報
型(コントロール実験)、ピンク⾊で囲まれる領域は予報
型のチューニング実験におけるモデル感度の幅を表す。 
 
4. まとめ 

 本研究では北極域の雲・降⽔過程に着⽬し、衛星シミ
ュレータを⽤いて衛星観測データと MIROC6診断型・
予報型の整合的な⽐較を⾏った。予報型では雲量や降雪
量については従来の診断型に⽐べて⼤きな改善が⾒ら
れ、観測と整合的な結果となった。しかし、予報型の北
極域における雲・降⽔過程にはさまざまな問題が残され
ていることがわかってきた。それらのバイアスは、雲・
降⽔過程のチューニングパラメータの調整だけでは観
測事実を再現するような改善は達成することができな
かった。 

本研究ではじめて導⼊された衛星シミュレータの降
⽔フラグから降⽔頻度を調べたところ、地表付近の弱い
降⽔の頻度が過⼤評価されていた。また、予報型ではど
の季節においても降雪頻度の過⼤評価バイアスが強く
⾒られた。予報型の降雪量は観測と整合的であったが、
現実より弱い雪が⾼頻度で降ることで降雪量が整合的
に⾒える誤差補償が存在していると考えられる。 

さらに雲氷量と降⽔フェーズの関係から予報型で降
雪が主体となる春や冬に降雪の⽣成速度が遅いことが

わかった。このことから、雲氷から降雪への成⻑を表現
する aggregation や accretion といった衝突プロセスが
効率的にはたらくように調整することが今後の課題で
あると⾔える。 
 また、過冷却⽔滴の割合から雲フェーズについても解
析を⾏い、雲氷が現実よりも多く⽣成されており、BF
プロセスの効率に問題があることが⽰された。雲氷を多
く持つ気候モデルは、将来温暖化した際に多くの雲氷が
融け、太陽放射をはじきやすい性質を持つ雲⽔に変化す
ることで寒冷化をもたらす可能性がある(雲フェーズフ
ィードバック; Tan et al., 2016)。その結果、モデルにお
いて温暖化に対する気候感度が過⼩評価されてしまう
ことが懸念されるため、過冷却⽔滴の量を増加させるこ
とは、今後のモデル開発において重要な課題である。 
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一般化線形モデルによる気象病の外来・死亡数の感度分析 

 

和田 恭平*（岡山理科大学 生物地球学部） 

中池 野香 （岡山理科大学 生物地球学部） 

大橋 唯太 （岡山理科大学 生物地球学部） 

井原 智彦 （東京大学大学院 新領域創成科学研究科） 

 

1. はじめに 

季節病とは特定の季節に発症しやすくなる病

気のことで、例としてインフルエンザ・熱中症・

花粉症などがある。これらの季節病は、気象と深

く関係していると言われている。一方で気象病と

は、気圧・気温・湿度などの気象変化から影響を

受けやすい病気のことで、心疾患や呼吸器疾患、

睡眠障害などがある。 

2019年時点で、日本国内において心・脳血管疾

患及び呼吸器疾患による死亡数は上位を占めて

おり(図 1)、これらの死亡は既往研究において夏

と冬に多いという事実が明らかになっている(永

田・高橋、1975；山中・中村、1997 など)。 

本研究では、これら疾患による病院への受診記

録情報と、さらに政府統計情報として死亡票を独

自に入手することが出来た。そこで、気温などの

気象条件と病院外来数の関連性や、猛暑や厳冬な

どの極端な気候条件での死亡リスクを統計的に

分析した。 

 

2. 研究方法 

2.1 病院外来の解析 

期間は 2017年 1月～2019年 12月の 3年間で、

対象疾患は、「インフルエンザ」、「睡眠障害」、「熱

中症」の 3 種類とした。対象都市は、東京 23区・

名古屋市・大阪市・堺市の 4 都市である。 

使用データは、株式会社 JMDC から提供を受け

た保険者由来のレセプトデータ（複数の保険組合

から寄せられた外来患者の診療報酬明細書）と、

気象庁の日最高気温の月平均値および日最低気

温の月平均値である。 

目的変数を外来患者数とし、インフルエンザの

説明変数は日最低気温の月平均値、熱中症の説明

変数は日最高気温の月平均値とした。 

 

2.2 死亡票の解析 

東京都区部と愛知県名古屋市を対象に、分析を

行った。分析期間は 2005 年から 2019 年までの

15 年間で、夏は 6 月から 8 月までの 3 か月間、

冬は 12 月から翌年 2 月までの 3 か月間とした。

対象疾患は、以下の通りである。 

（1）心疾患のうち、「虚血性心疾患(急性心筋梗

塞など)」 

（2）脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」、「脳梗

塞」、「脳内出血」 

（3）「呼吸器疾患（肺炎など）」 

目的変数は 15 年間で正規化した死亡数とし、

説明変数は 3か月積算降水量、猛暑日または冬日

日数、日最高または日最低気温の平均値の３項目

とした。 

 

 

図 1. 主な死因の構成割合。厚生労働省『令和元年

(2019) 人口動態統計月報年計(概数）の概況)』より。 

 

- 8 -



2.3 解析方法 

本研究では、統計解析プログラミングの R 言語

を用いて、一般化線形モデル（以降 GLM）によっ

て統計分析を行った。GLMは、回帰モデルの予測

誤差が正規分布に従わない場合にポアソン分布

やガンマ分布などを仮定して、非線形の分布へと

拡張した解析手法として知られる（久保、2012）。 

 

 

3. 結果と考察 

3.1 病院外来（インフルエンザ、熱中症、睡眠障

害） 

図 2 に、東京 23 区における日最低気温の月平

均値とインフルエンザ外来患者数の関係、表 1に

は GLM によって推定されたインフルエンザ外来

が増加する日最低気温の月平均値をまとめた。表

1 の結果から、日最低気温の月平均値がおおよそ

15℃を下回れば高齢者・高齢者以外ともに、外来

患者数が増加することがわかった。ただし、高齢

者と高齢者以外のあいだに、この閾値に特徴的な

差はみられなかった。 

図 3 に、東京 23 区における日最高気温の月平

均値と熱中症外来患者の関係、表 2には GLM によ

って推定された熱中症外来が増加する日最高気

温の月平均値をまとめた。図 3 と表 2 の結果か

ら、4 都市すべて高齢者のほうで、外来患者の増

加する日最高気温の月平均値が（高齢者以外の患

者よりも）2～5℃も高い特徴がわかった。これは、

老化に伴う緩慢な発汗応答や皮膚温度感受性の

鈍化（井上、2015）などが理由として考えられる。 

睡眠障害は、4都市ともインフルエンザや熱中

症に比べ季節性が弱く、説明変数を（深夜に記録

された）日最低気温として分析した場合でも相関

は得られなかった。これは、睡眠障害が精神的ス

トレスなど気象以外の要因を強く受けることが

影響しているためと考えられる。 

 

 

 

 

   𝑔(𝑦) = 𝛽0𝑥0 + 𝛽1𝑥1 + ・・・𝛽𝑛𝑥𝑛 

（1） 

g(y):目的変数 yのリンク関数 

𝛽𝑛：偏回帰係数、𝑥𝑛：説明変数 

 
 

図 2. 東京 23区における日最低気温の月平均値と

インフルエンザ外来患者数の関係。 

 

表 1. GLM解析によって推定されたインフルエ

ンザ外来が増加する日最低気温の月平均値。 

 

 
 

図 3. 東京 23 区における日最高気温の月平均値

と熱中症外来患者数の関係。 

表 2. GLM解析によって推定された熱中症外来が

増加する日最高気温の月平均値。 
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3.2 死亡数（心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患） 

GLM の解析結果によって得られた回帰係数の

符号から、死亡数の季節性（気温影響）を判定し

た。 

・夏の平均気温の回帰係数が正をもつ。 

・冬の平均気温の回帰係数が負をもつ。 

・猛暑日日数の回帰係数が正をもつ。 

・冬日日数の回帰係数が正をもつ。 

説明変数を平均気温とした季節性の結果を、表

3 と表 4に示す。夏と冬ともに東京都区部と名古

屋市に共通して季節性が見られた疾患は、虚血性

心疾患と呼吸器疾患で、脳血管疾患では季節性は

見られなかった。Ohashi et al.（2021）におい

ても、過去に夏の月の平均気温が高かった年ほど、

虚血性心疾患と肺炎の死亡率が高くなっていた。 

次に、説明変数を猛暑日・冬日日数とした結果

を、表 5と表 6に示す。猛暑日日数で両都市共通

で季節性が見られた疾患は、虚血性心疾患とくも

膜下出血、脳梗塞で、夏の平均気温では季節性が

見られなかった脳血管疾患で現れるようになっ

た。冬日日数においては、両都市に共通して季節

性が見られた疾患はなかった。 

 夏において、脳血管疾患の死亡の季節性が平均

気温と猛暑日日数で一致しなかったのは、気温の

違いが理由と考える。東京都区部と名古屋市の日

最高気温の平均値は 30℃前後だったが、猛暑日

は日最高気温が 35℃という高い気温のため、特

に脱水や血圧変動に起因する脳血管疾患の発症

リスクを高めていることが考えられる（例えば、

徐・稲葉、2003）。 

 

4. まとめと今後の課題 

インフルエンザの外来患者数は説明変数を日

最低気温（月平均）、熱中症の外来患者数は日最

高気温（月平均）として、一般化線形モデルによ

る非線形回帰分析を実行した。このモデル化によ

ってインフルエンザと熱中症の１か月間の累積

外来数を、日最低気温や日最高気温から推定する

ことが可能である。 

一方、心疾患や脳血管疾患、呼吸器疾患の死亡

数の解析では、東京 23 区、名古屋市ともに死亡

数の季節性が見られたのは、夏および冬の平均気

温に対しては呼吸器疾患と虚血性心疾患であり、

猛暑日および冬日日数に対しては虚血性心疾患、

くも膜下出血、脳梗塞であった。このように、同

じ温度のパラメーターであっても平均値か極値

かによって死亡感度が異なってくる結果が得ら

れたのは興味深い結果である。 

今後は、一般化線形モデルの利点でもある、複

数の説明変数をパラメーターとした寄与度の違

いや有意性を評価する予定である。 

 

 

 

図 4.東京都区部における標準化した夏の平均気温

と呼吸器疾患の正規化死亡数の関係。横軸が標準

化した平均気温、縦軸が正規化死亡数を表す。 

 

表 3. 平均気温(夏)の結果。 
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2021年 7月 12日の大雨の事例解析 
 

森谷拓冬＊（広島地方気象台）、西森靖高（広島地方気象台）、東克彦（広島地方気象台） 

 

 要旨 

 2021年 7 月 12日に山陰地方を中心に発生した豪雨事例の解析を試みた。その結果、上層で明瞭な

暗域を伴った寒気トラフが接近する中、山陰地方西部に向かう下層南西風の高暖湿気と中層の北西風

で鉛直シアーが形成、地上では停滞する降水システムにより大雨となっていた。またその後、降水シ

ステムはスコールラインの特徴を持った形態に変化した。事例解析を行うことで、これらの環境場の

要因が重なったことにより、島根県を中心に大雨となったことが分かった。 

 

 1. 序論 

 梅雨前線が、2021年 7月上旬から中旬にかけて

西日本から東日本に停滞した。2021年 7月 11日

から 12 日にかけて東シナ海から梅雨前線に向か

って暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が

不安定となり、12日は西日本から東北地方の広い

範囲で大雨となった。特に島根県では、アメダス

3 地点（赤名、掛合、川本）で日最大 1 時間降水

量の歴代の 1位を更新し、10時 15分には雲南市

付近に記録的短時間大雨情報が発表された。鳥取

県では、境で日最大 1時間降水量の歴代の 1位を

更新した。山陰地方では、4日 16時の降りはじめ

から 13日までの総降水量が、500ミリを超えると

ころもあった。本研究では、7月 12日に島根県を

中心に大雨をもたらした事例を扱う。この事例で

は、島根県東部を中心に降水域が停滞して大雨を

降らせ、その後、降水システムが変化して、比較

的速く伝播する降水バンドとなって南下した。 

 

 2. 環境場 

第 1図は 7月 12日 9 時の地上天気図である。

山陰沖に梅雨前線が解析されており、また太平洋

高気圧が西へ張り出して、高気圧の辺縁に沿って

暖かく湿った空気が同地方へ流れ込みやすい状況

であった。第 2図は、12日 9時の 300hPa天気図

である。山陰地方にマイナス 33℃以下の寒気を伴

った深いトラフが接近しており、衛星水蒸気画像

からも明瞭な暗域が確認できる（図略）。トラフ前

面では朝鮮半島において活発な対流雲が確認でき、

このトラフの接近とともに山陰地方は不安定な環

境場となっていた。 

第 3図は、11日 21時の松江での高層観測の結

果をあらわす温位エマグラムである。自由対流高

度が 850hPa以下で、平衡高度は 200hPa以上とな

っており、また中層まで対流不安定な成層となっ

ている。下層では南西の風となっており、中層で

は西から北西の風が吹いて、鉛直シアーがあった。

第 4図は、メソ解析による 12日 3時の 950hPaの

相当温位と水蒸気フラックスの分布である。東シ

ナ海から対馬海峡を経て山陰沖にかけ、南西風の

相当温位 350K を超える高暖湿気が流れ込み、対

流が生じやすい条件となっていた。 

 

3. 解析の結果 

3.1 発生期 

12日 0時ごろに、島根県沖で降水エコーが発生

第 1図 地上天気図（2021年 7月 12日 9時） 

第 2図 300hPa天気図（2021年 7月 12日 9時） 
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し始めた。この雨雲は下層高暖湿気の南西風先端

付近で発生しており、ここで何らかの強制上昇が

生じて積乱雲を次々と発生させ、島根県の沿岸に

雨雲がかかり続けた。この時、下層は南西の風で

中層は西から北西の風となっていた。 

3.2 最盛期 

降水域は島根県東部を中心に停滞し、朝から昼

前にかけて雨のピークを迎え、複数地点で日最大

1時間降水量の記録を更新した。第 5図は 12日 9

時の解析雨量の 3時間積算値である。東西に走向

を持つ帯状の領域で降水量が多くなっており、風

上で新たな対流セルが発生し中層の北西風で流さ

れるという降水システムが形成されていた。最盛

期には上層のトラフが接近しており、もっとも不

安定な状態であったと考えられる。上層のトラフ

の前面では対流雲が発生しており、対流が促進さ

れていた。このトラフの接近が、山陰地方西部へ

の下層南西風の高暖湿気（950hPa 面の暖湿気が

350K以上）の流入と合わさり、降水域を強化する

様子が伺える。 

3.3 降水バンドの南下 

降水域は島根県東部で東西に走向を持つ線状

の降水エコーが南北に並ぶ形で停滞していたが、

上層トラフが南下するとともに、11時過ぎから円

弧状になって南下していった（第 6図）。これによ

り島根県での降水は衰弱して、広島県や岡山県に

降水域が移動し、四国地方から太平洋へと抜けて

いった。降水システムは、降水バンドの走向に対

して垂直に近い方向に伝播し、伝播速度を見積も

ると 7m/s 以上であった。また地上風の収束線が

降水域の先端に確認でき（第 7図黒破線）、スコー

ルラインの特徴をもった降水システムであった。

山陰沖ではこのエコーから連続する円弧状の雲が

衛星可視画像で確認できた（第 7図）。この雲は輝

度温度が高く、雲頂の低い下層雲であり、アーク

クラウドであったと示唆される。また南下する降

水域の後面には低温域が形成されていた(図略)。

このときメソ解析では、垂れ下がった乾燥・低相

当温位の空気と、弱い下降流域が対応し、降水バ

ンド後面への中層の乾燥空気の下降を示唆するデ

ータが表現されていた（第 8図）。 

4. 考察 

 雨の降り始めには、顕著な下層暖湿流によっ

て対流不安定な成層となっていた。下層の相当温

位は積乱雲の発生・発達の重要な指標であり、山

陰沖の下層暖湿気によって対流が活発になりやす

かった。この流れが継続することで、降水システ

ムが維持・停滞したと考えられる。今回に似た事

例の研究として、Watanabe and Ogura (1987)や

佐々木ほか(2008)などがある。両論文ともに同じ

第 3図 松江の温位エマグラム（11日 21時）：(赤)

飽和相当温位、(緑)相当温位、(黒)温位である。 

第 4図 12日 3時 950hPaメソ解析：相

当温位（黒線）と水蒸気フラックス（色）

である。 
 

第 5図 9時までの 3時間積算の解析雨量 
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事例の研究で、本事例と同様に、山陰沖にある梅

雨前線の暖域において、島根県沖で積乱雲が発生

し続けたことで大雨となった。Watanabe and 

Ogura(1987)は地形性の収束により島根県沖で下

層収束が持続し、大雨を降らせたとしている。佐々

木ほか(2008)は、梅雨前線に伴う暖湿気の下層ジ

ェットと、中層の乾燥大気により降水は活発化し

たと述べた。降水系の停滞については、弱い冷気

外出流や地形性の収束を要因の候補として挙げた。

本事例でも、同じ場所で雨雲が発生し続けた要因

は、以上の研究が指摘するものの可能性がある。 

強雨のピークは、降水域が上層のトラフの前面

に入ったときであった。トラフ前面では朝鮮半島

においても活発な対流が確認でき、上層のトラフ

は不安定を助長していた。下層の風と中層の風の

鉛直シアーも大雨の要因として考えられる。降水

システムの形成には鉛直シアーのはたらきが重要

であり、降水の維持に寄与したと考えられる。以

上の下層の暖湿流、上層のトラフ、下層中層の鉛

直シアーの 3つの要素が重なることで、大雨がも

たらされたと考えられる。島根県で大雨になりや

すい環境について、栗原ほか(2012)では以下の 3

つを挙げている。(1)梅雨前線が日本海に存在する

こと、(2)下層に、東シナ海から対馬海峡を通り、

日本海に 850hPaで 340K以上の高相当温位の気塊

が流入していること、(3)中層では西寄りの風であ

ること。本事例でも、梅雨前線が山陰沖にあり、

下層の暖湿気が継続して流入し、中層は西寄りの

風であった。したがって大雨が降りやすい条件下

であり、さらに上層のトラフが接近したことで、

大雨が強化されたといえる。 

 降水システムは、東西に走向を持つ線状の降水

エコーが南北に並ぶ形で停滞していたが、その後

変化し、降水バンドとほぼ垂直な方向へ円弧状の

エコーになりながら南下していった。このとき、

スコールラインの特徴を有していた。南下を引き

起こしたものは明らかでないものの、上層のトラ

フの南下が関連している可能性がある。他にも、

降水バンド後面の低温域、アーククラウドの存在

や地上風の収束から、冷気外出流による可能性も

考えられる。また、降水バンドの後面にあった、

中層から下降したとみられる乾燥空気の効果につ

いては明らかではないが、乾燥空気は対流の抑制

にも促進にも関連するとされているため、この事

例をさらに研究する場合はその詳細を解析するべ

きである。佐々木ほか(2008)でも、流跡線解析か

ら、中層の乾燥気流の下降が確認されている。 

 

 5. まとめ 

 本研究では 2021年 7月 12日に山陰地方で発生

した大雨の事例解析を行った。現象が発生したと

きの環境場は、下層に強い暖湿気の流入があり、

中層まで対流不安定な成層であったため、大雨が

降りやすい不安定な場であった。また、明瞭な暗

域を伴った上層のトラフの接近によって活発な対

流が生じやすくなっていた。下層の風と中層の風

で鉛直シアーも存在し、降水システムが持続しや

すくなっており、この条件下で生じた対流は猛烈

な雨をもたらした。そして、降水域が上層のトラ

フの前面に入ると強雨のピークとなった。このピ

ークは上層のトラフが降水を強化したことによる

と考えられる。 

発生期から最盛期の降水システムは、島根県東

部を中心に停滞して、東西に延びる降水バンドが

南北に並んだ形態であった。その後、降水システ

ムは徐々にスコールラインのような特徴を持ち南

下していった。 

今後の課題としては、降水システムの詳細を調

べることが挙げられる。デュアルドップラー解析

等で小さなスケールの気流が把握可能であれば、

第 6図 12日 8時から 15時のレーダー画像 
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降水システムや強雨のメカニズムの解明につなが

る。また、冷気外出流や乾燥空気のふるまいにつ

いて数値実験などによって明らかにすることも必

要である。他にも、本研究では論じなかったが、

予報の振り返りという視点での考察も、今後の知

見のために重要である。 
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第 7 図 衛星可視画像およびレーダー5 分強度、アメダス風向・風速：点線は地上風の

収束線をあらわす補助線で、(左)12日 12時(右)14時 40分である。 

第 8図 12時のメソ解析値：左図は相対湿度(色)、相当温位(線)の断面(右図の直線)、中図は鉛直速度

(色)、相当温位(線)の同断面図、右図は 相対湿度(色)、相当温位(線)、風(矢印)の 850hPa面分布であ

る。 
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⼭陽地域における⼤雪事例の抽出と気象場の特徴 
 

*稲澤睦美(岡⼭⼤学⼤学院⾃然科学研究科)、川瀬宏明(気象庁気象研究所) 
野沢徹(岡⼭⼤学⼤学院⾃然科学研究科) 

 
1. はじめに 
普段あまり雪の降らない、⻄⽇本の太平洋

側などで⼤雪が降ると、⼤きな被害が出るこ
とがある。しかしながら、このような地域で
は降積雪⾃体が珍しいため、気象庁の地域気
象観測システム(Automated Meteorological 
Data Acquisition System : AMeDAS)で定時
的に降積雪の観測を⾏っている観測地点は、
あまり多くないのが現状である。 

⼀⽅で、AMeDAS が導⼊される以前の
1978 年ごろまでは、区内観測と呼ばれる、⼈
による気象観測が⾏われていた。この区内気
象観測は、⻑いところでは 1900 年代初頭か
らの観測記録簿が残されており、現在もその
画像化およびデジタル化が進められている。 

積雪の少ない地域においては、雪の観測を
⾏っている観測地点が AMeDAS よりも区内
気象観測の⽅が圧倒的に多い。緯度・経度情
報が正確にわかっている地点だけでも、区内
気象観測を⾏っていた地点は近畿・中国・四
国地⽅の 10 県（広島・岡⼭・⿃取・島根・⼭
⼝・兵庫・⾹川・愛媛・徳島・⾼知）で 318
地点あり、そのほぼ全ての観測地点において
雪に関する観測が⾏われていた。現在運⽤さ
れている AMeDAS で雪の観測が⾏われてい
る同地域の観測地点数が 31 地点であること
を考慮すると、区内気象観測がとても稠密に
⾏われていたことがわかる。以上のことから、
⼤雪が珍しい地域において雪に関する解析
を⾏う際には、区内気象観測のデータを⽤い
ることは、⾯的に密なデータを得られるため、
⼤変有効である。 

そこで本研究では、⼭陽地域を中⼼とした
⻄⽇本を対象として、画像形式で保存されて
いる積雪に関する区内観測データをデジタ
ル化して降雪の稀な地域の⼤雪事例の抽出
を⾏うとともに、当該事例における気象場の
解析を⾏なった。 
 
2. 解析に⽤いたデータ 
⼤雪事例の抽出には、区内気象観測をデジ

タル化した「積雪の深さ」のデータを⽤いた。
なお、積雪の深さの観測は毎⽇午前 9 時に⾏
われている。⼤雪事例の気象場について解析
するため、今回は気象庁 55 年⻑期再解析デ
ータと重複している 1958 年 1 ⽉ 1 ⽇から
1978 年 12⽉ 31 ⽇までの 21 年間のうちの冬
季期間(当年 11/1〜翌年 3/31)を解析期間と
した。対象となる全⽇数は 3167 ⽇である。
また、解析対象地域は兵庫県・岡⼭県・広島
県の３県である。 

気象場の事例解析には、気象庁 55 年⻑期
再解析データ(JRA-55, Kobayashi et al. 2015)
を使⽤した。解析項⽬は、等圧⾯解析値の気
温、⾵の u 成分、⾵の v 成分、⽐湿である。
⽔平解像度は緯度経度 1.25 度であり、鉛直
解像度は 37層(⽐湿のみ 27層)である。区内
気象観測データを⽤いた⼤雪事例抽出の際
には、午前 9 時に観測された「積雪の深さ」
の前⽇との差を降雪として⽤いていること
から、気象場の解析には中⼼の時刻である前
⽇ 21 時のデータを⽤いている。 
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3. 解析⼿法 
3.1 降雪の稀な地域の抽出 
 解析の対象となる、降雪の稀な地域は、
区内気象観測の「積雪の深さ」のデータか
ら、以下のように求めた観測地点ごとの降
雪の頻度をもとにして選定した。 
 
降雪の頻度=

降雪が確認された⽇数
対象期間における「積雪の深さ」の全観測⽇

 

 
積雪はあるが降雪がない⽇を抽出しないよ
うにするため、前⽇の「積雪の深さ」との
差を降雪(融雪)と定義し抽出に⽤いた。な
お、圧雪等の影響は無視している。 
 
3.2 ⼤雪事例の抽出⼿法 
 ⼤雪事例の抽出には、⼤⾬事例の客観的
な抽出を⾏なっている津⼝・加藤(2014)を
参考にした。本研究では、初めに今回の解
析対象地域である降雪の稀な地域を定義し
た上で、降雪の量と頻度という２つの指標
により⼤雪事例を定義し、抽出を⾏なっ
た。具体的な処理は以下の通りである。 
 
ステップ1：降雪の稀な観測地点の降雪量を
順位付けする。(頻度) 
ステップ2：各対象地点において降雪量が上
位になっている地点が多い⽇を選ぶ。今回
は上位10位を⼤雪事例とした。(量) 
 
4. 解析結果 
4.1 降雪の稀な地域と⼤雪事例の抽出結果 

降雪の頻度の閾値を設定するため、降雪の
頻度が 5％以下、10％以下、25％以下と複数
設定し選出される地点の違いを調べた。今回
は⼭陽地域の降雪の稀な地域を研究の対象
としているため、中国⼭地などが含まれてお

らず、標⾼が約 300m 以下の地点が選出され
た、降雪の頻度が 5％以下を降雪の稀な地域
とした(図 1)。 
解析⼿法のステップ 2 において各地点にお

ける降雪量の何位までを上位事例と定義す
るか決めるため、カウントの対象とする順位
の下限を 3 位〜10 位まで変化させた。それ
ぞれの⽇で上位事例になっている地点の数
を数えた。上位事例とする下限の順位を 3位
から 10 位まで変化させたところ 14 ⽇が⼤
雪事例として抽出された(表１)。 
 

 

 
図 1 降雪の頻度を 5%以下とした時に抽出さ
れた降雪の稀な地域。⾚丸が抽出された観測
地点、緑丸が抽出されなかった観測地点であ
る。トーンは標⾼を表しており、⽩線は標⾼
300m の等⾼線である。 
表 1 抽出された⼤雪事例の⼀覧。上位 10 ⽇
までは、上位事例の下限を 3位までにした際
にカウントされた地点の多い順に並んでい
る。11位から 14 位までは下限の順位を 4 位
から 10 位まで変化させたときに新たに抽出
された事例であり古い順に並べている。 
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4.2⼤雪事例の解析 
図２は JRA55 を⽤いた⼤雪事例の前⽇ 21

時における⽇本付近の気象場を⽰す。それぞ
れ、地上天気図で確認すると(a)⻄⾼東低型お
よび(b)南岸低気圧型（九州沖）の代表例であ
る。図 2a,b とも上段が 500hPa ⾯の気温を、
下段が 850hPa ⾯の⽐湿と⾵向・⾵速を表し
ている。気圧配置が⼤きく異なっていること
から、両者には 850hPa ⾯での⾵向に明瞭な
差が⾒られ、南岸低気圧型（図 2b）の気圧配
置では、低気圧によって南側から湿った空気
が輸送されているのがわかる。 また、500hPa
⾯での⻄⽇本上空の気温も⼤きく異なって
おり、⻄⾼東低型（図 2a）の気圧配置では約
240(K)の寒気があるのに対して、南岸低気圧
型（図 2b）では⽐較的暖かい。そこで鉛直⽅
向の気温分布についても解析を⾏なった。図
3 は JRA55で解析対象としている地域に最も
近い格⼦点(緯度 33.75度、経度 134度)にお
ける⼤雪事例ごとの気温の鉛直分布を⽰す。
⻄⾼東低型の気圧配置の時は⼤気上層に向
けて単調に気温が低下する(図３, ⻘線)。そ
れに対して南岸低気圧型の時は上空に向か
って気温は低下していくが、850hPa 付近で
その勾配が⼀度緩やかになっている(図３, 
⾚線 ) 。 ⻄ ⾼東低型と南岸低気 圧型で は
800hPa-400hPa の⾼度で温度分布が明瞭に
異なっていることがわかった。 
 

 

 

 
図２ JRA55 による⼤雪事例の前⽇ 21 時

における⽇本付近の気象場。上段：500hPa ⾯
の温度場と下段：850hPa ⾯の⽐湿と⾵向⾵
速。(a) は⻄⾼東低型の気圧配置の代表例
（1978/01/09 21:00）、(b)は南岸低気圧型の
代表例（1964/2/24 21:00）。 
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図３ JRA55による気温の鉛直分布。⼤雪事
例の前⽇ 21 時の分布を⽰している。縦軸は
気圧(hPa)、横軸は気温(K)。⻘線は⻄⾼東低
型、⾚線は南岸低圧型の事例をそれぞれ⽰す。 
 
5. まとめと今後の展望 
 デジタル化された「積雪の深さ」の区内気
象観測データを⽤いて、兵庫県、岡⼭県、広
島県の降雪が稀な地域における⼤雪事例の
抽出を⾏なった。観測地点ごとに順位付けし
た（「積雪の深さ」の差で定義した）降雪をも
とに分析した結果、14⽇の⼤雪事例が抽出さ
れた。JRA55を⽤いて⼤雪事例の気象場につ
いて解析を⾏なったところ、⻄⾼東低型と南
岸低気圧型で気温の鉛直分布に明瞭な違い
があることが⾒えてきた。 
 今後は同じ⻄⾼東低型・南岸低圧型の気圧
配置でも⼤雪が降る場合とそうでない場合
の違いはどこにあるのかを解析していく。ま
た、⼤雪が降るメカニズムについても、事例
解析にはなるが、より⾼解像度な数値モデル
データの解析を進めていく予定である。 
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霧画像と気象データを用いた AI による 

視程判定・予測モデルの開発 

 

*西原 大貴，大橋 唯太（岡山理科大学大学院 生物地球科学研究科） 

 

１．はじめに 

霧の発生による視程悪化は、道路・鉄道・航

空などの公共交通において、さまざまな交通障

害を引き起こす。視程悪化に伴う交通障害のリ

スクを軽減するためには、高精度な視程の判定

および予測の技術が重要である。近年の気象学

の分野では、機械学習の適用が進められ、予測

精度の向上に向けた活用が注目されている。ま

た、機械学習の一つである深層学習は、画像や

音声の認識で高い性能を発揮することが知ら

れており、さまざまな分野での活用が期待され

ている。 

本研究の対象である三次盆地は、広島県の北

部に位置し、東西約 40㎞、南北約 25㎞の規模

を有する（図１ 上）。一般的に盆地では、良く

晴れた日の夜間に放射霧が発生しやすく（例え

ば、上甲ほか、2002）、三次盆地では西日本で最

大規模の霧が形成される（図１ 下）。盆地内に

は、三次河川国道事務所（http://www.cgr.mlit 

.go.jp/miyoshi/）が設置した河川ライブカメラ

があり、その画像から霧の発生の様子をとらえ

ることができる。 

本研究では、三次盆地で発生する放射霧を例

に、２つの機械学習手法を用いて、霧の視程判

定および予測を行った。１つ目は、深層学習の

１種である畳み込みニューラルネットワーク

（以下、CNN）を用いて、河川ライブカメラの画

像を利用した視程判定モデルを開発した。２つ

目は、三次盆地で観測された気象データを使用

し、機械学習による視程予測モデルを開発した。

これらのモデルに対して精度評価を行い、視程

を判断する手法としての有効性を検討した。 

 

２．研究方法Ⅰ（霧画像を利用した視程判定

モデル） 

２．１ 霧画像による視程の分類 

視程の分類には、三次河川国道事務所の WEB

（http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/）で公開

されている河川ライブカメラの画像を使用し

た。本研究では、瀬谷と呼ばれる地域のライブ

カメラ画像を用いて視程分類を行った。解析期

間は、2019年 10月 1日～11月 18日と、2020

年 10月 1日～11月 18日の計 3か月である。3

か月間の画像のうち、典型的な放射霧が発生し

た 2019年 11月 9、10、12、13日の 4日間の画

像を視程判定モデルの最終評価用画像（以下、

テスト画像）とし、残りの画像を教師画像とし

た。ライブカメラの画像の間隔は 10分で、画像

の総枚数は 12,984枚である。 

画像を視程ごとに分類するため、画像に写る

橋梁や街灯までの距離を測定し、その距離を基

準に視程を判別した。本研究では、視程を

「100m」・「600m」・「1,000m」・「2,300m」・

「3,400m」・「非発生」の 6クラスに分類し、教

 

 
 
 

  

図１ 三次盆地の色別標高図（地理院地図）

（上）と衛星画像でとらえた放射霧の様子

（下）。 

約25km
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三次市
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標高700m

広島市

広島市

岡山市

放射霧
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師画像を作成した（図２）。6クラスに分類した

視程ごとの画像枚数を表１に示す。 

 

２．２ CNNによる視程判定モデルの構築 

本研究では、モデルの評価手法に k-分割交差

検証を用いた。k-分割交差検証とは、教師デー

タを k個に分割し、k-1個のデータを訓練デー

タ、残りの 1 個のデータを検証データとして、

訓練データと検証データを入れ替えながらk回

検証を行い、その平均をモデルの評価値とする

手法である（大久保ほか、2020）。この評価手法

は、教師データから検証データを抽出するとき

に、すべての組み合わせを試せるため、より安

定した正確なモデル評価ができる（石川、2018）。

本研究では、k=5として教師画像を 5分割し、

5 回の検証結果を平均して視程判定モデルの評

価を行った。 

CNNの構築には、Pythonの深層学習ライブラ

リである Kerasを使用し、CNN の構造は、入力

層、中間層 8層、出力層の計 10層に設定した。

この CNNを用いて、学習回数を 100回に設定し

て実行した視程判定モデルの正解率（Accuracy）

の推移を図３に示す。正解率はモデルの評価指

標の一つであり、すべての判定結果の中で正解

した数の割合を示している（石川、2018）。図３

をみると、検証データ（橙色）の正解率は、学

習回数が 20 回目以降で頭打ちになっているこ

とがわかる。つまり、学習回数が 20 回以上で

は、モデルの精度向上が見込められないと言え

る。そこで本研究では、学習回数を 20回に設定

し、CNNによる視程判定モデルを構築した。 

 

３．研究方法Ⅱ（気象データを利用した視程

予測モデル） 

３．１ 気象データの観測 

視程推定モデルに使用する気象データを取得

するため、三次盆地内で地上気象観測を行った。

2020年 10月 21日～11月 19日の期間に観測を

実施し、測定項目は、気温（℃）・相対湿度（％）・

気圧（hPa）の 3項目である（表２）。観測場所

は、「研究方法Ⅰ」で使用した瀬谷ライブカメラ

から南西に約 1㎞離れた地点である。 

 

３．２ 教師データの作成 

 地上気象観測で取得した気象データを用い

て、説明変数を気象要素、目的変数を霧画像か

 

  

   
図２ 教師データに使用した河川ライブカメラ

の画像の例。（a）～（f）の 6 クラスに視程を分

類した。 

[引用] http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/ 

（a）視程：100m （b）視程：600m

（c）視程：1,000m （d）視程：2,300m

（e）視程：3,400m （f）視程：非発生

表１ 教師画像に用いた6クラスの視程ごとの

画像枚数（画像の間隔は 10分）。 
 

 

視程 ➀ 100m ➁ 600m ➂ 1,000m

画像
枚数

71 773 761

視程 ④ 2,300m ⑤ 3,400m ➅ 非発生

画像
枚数

1,036 1,283 9,060

合計 12,984枚

   

   
図３ 学習回数を 100 回に設定した場合にお

ける視程判定モデルの正解率の推移

（Accuracy：正解率、Epoch：学習回数）。青色

が訓練データ、橙色が検証データの正解率を

示す。 
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ら判断した 6クラスの視程とし、視程予測モデ

ルの教師データを作成した。 

説明変数に使用した気象要素は、放射霧の発

生要因として考えられる、気温の低下量（℃）・

湿数（℃）・水蒸気圧（hPa）・風速（m/s）の 4項

目とした。気温の低下量は、日中に最も気温が

高くなる前日 14 時からの気温変化とした。湿

数は、気温から露点温度を引くことで求められ、

気象予報では雨や霧を判断する数値として用

いられている。気温の低下量・湿数・水蒸気圧

の 3項目は観測データから算出し、現地観測で

きなかった風速は気象庁の三次アメダスの観

測値（http://www.jma.go.jp/jma/menu/menurep-

ort.html）を使用した。この 4項目の気象デー

タを正時 1時間毎に整理し、教師データの説明

変数とした。本研究では、説明変数に用いる気

象要素について、単独およびそれぞれの組み合

わせを検討した。 

 一方の目的変数は、説明変数に使用した気象

データが記録された時刻の視程とし、気象デー

タと同様に正時 1時間毎の値に整理した。この

視程データは、ライブカメラ画像の視程分類と

同様に、瀬谷ライブカメラの画像から判断した

6クラス（100m・600m・1,000m・2,300m・3,400m・

非発生）の視程である。 

教師データの期間には、降雨が観測された時間

帯があった。本研究では、降雨の時間帯のデー

タは教師データから除外することとした。 

 

３．３ 機械学習による視程予測モデルの 

構築 

視程予測モデルの評価手法として、CNN によ

る視程判定モデルと同様に、k-分割交差検証を

用いた。k=5として教師データを 5分割し、5回

の検証結果を平均して視程予測モデルを評価

した。 

機械学習の手法には、サポートベクターマシ

ン・決定木・ランダムフォレストの 3種を使用

した。これらの機械学習によって構築された視

程予測モデルの精度を比較し、評価を行った。 

 

４．結果および考察 

４．１ 霧画像を利用した視程判定モデル 

CNN によって構築された視程判定モデルは、

k-分割交差検証による精度評価の結果、モデル

全体の正解率が 93.3％に達した。ここで、教師

画像に含めなかったテスト画像を視程ごとに

10 枚ずつ用意し（図４）、上記の視程判定モデ

ルによって、テスト画像の視程を判定させた。 

図５に、テスト画像による視程ごとの評価結

果（正解率）を示す。ただし、テスト画像に使

用した画像の期間に、視程 100m の霧は発生し

なかったため、視程 100m のクラスにおける評

価は行っていない。視程ごとの正解率は、

「600m」・「1,000m」・「非発生」の 3クラスでい

ずれも、80%以上の判定精度であった。一方、

「2,300m」・「3,400m」の 2クラスでは 50％以下

の正解率となり、上記 3クラスと比較すると判

定精度は低下した。また、早朝に発生した霧の

画像と夜間に発生した霧の画像で判定精度を

比較すると、夜間の霧の画像は誤判定が多くな

る傾向にあった。これらの要因として、画像の

暗さや特徴量の少なさが考えられるが、画像の

表２ 三次盆地における地上気象観測の概要 

 

観測日 2020年10月21日～11月19日

観測項目 気温（℃） 相対湿度（％） 気圧（hPa）

測定機器
SHTDL-3

（SysCom社製）
TR-73U

（T&D社製）

測定精度
温度：±0.2℃
湿度：±1.5％

気圧：±1.5hPa

測定間隔 5分 10分

   

   
図４ 視程ごとに 10 枚ずつ用意したテスト画

像の例（教師画像に含めなかった画像）。 

視程判定モデルを評価する。

視程

100m 600m 1,000m 2,300m 3,400m 非発生

画
像
番
号

No.1

No.10

（
デ
ー
タ
な
し
）

… … … … … …

テスト
画像

No.2

    

   
図５ テスト画像を用いた視程ごとの評価結果

（正解率）。 

視程判定モデルの
正解率（Accuracy）

93.3%

テスト画像による評価
（画像10枚×視程5クラス）

視程 100m 600m 1,000m 2,300m 3,400m 非発生

正解率
データ
なし

100% 80% 50% 30% 100%
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明るさや解像度を調整することで、判定精度の

向上が期待できると考えられる。 

 

 ４．２ 気象データを用いた視程予測モデル 

気象データを用いた視程予測モデルの精度を

正解率で評価した。表３に、3 種の機械学習を

用いた気象要素ごとの正解率を示す。機械学習

の手法で比較すると、サポートベクターマシン

によるモデルの正解率が高い傾向にある。また、

説明変数ごとでは、湿数を用いたモデルの正解

率が 60％を超えており、4項目の気象要素のな

かでは、湿数が視程予測の精度を高める第一選

択に考えられる。 

 表４には、4 項目の気象要素の組み合わせご

とにみた視程予測モデルの正解率を示す。機械

学習のなかでは、決定木とランダムフォレスト

によるモデルの正解率が高くなった。気象要素

の組み合わせでは、4 項目すべてを用いたモデ

ルの正解率が高く、特に決定木とランダムフォ

レストによるモデルの正解率は 73～74％に達

した。この結果から、視程を気象要素から予測

するには、第一選択で得られた湿数だけでなく、

気温の低下量や水蒸気圧、風速の要素も加える

ことで、より高い精度で行えることが明らかと

なった。 

 

 ５．おわりに 

一般的に、視程が 1km以上、10km未満の状態

は「もや」、視程が 1km未満の状態は「霧」と判

断される（気象庁）。本研究のライブカメラ画像

を用いた霧の視程判定モデルによって、視程

1km 未満と霧非発生の画像を 80%以上の精度で

判定できたことは、全国各地に存在するライブ

カメラ画像を利用した視程の判定に深層学習

が有効な手段と言える。また、気象データを用

いた霧の視程予測モデルからは、4 項目の気象

要素を用いれば、正解率 73～74％のモデルを構

築できることが明らかになった。特にこのモデ

ルは、河川ライブカメラが設置されていない地

域で視程推定する場合に有効となる。今後は、

前日の気象データから翌日の朝の視程を予測

するモデルや、他の地域への適用性について検

討していく予定である。 
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表３ 3 種の機械学習による視程予測モデル

の正解率。説明変数は 1要素ごと。 
 

 

説明変数
サポートベクター
マシン（SVM）

決定木
ランダム
フォレスト

気温の低下量 57％ 50％ 51％

湿数 60％ 64％ 63％

水蒸気圧 55％ 41％ 43％

風速 55％ 55％ 55％

正
解
率
（
A

c
c
u
rac

y）

表４ 3 種の機械学習による視程予測モデル

の正解率。説明変数は複数を選択。 
 

 

説明変数
サポートベクター
マシン（SVM）

決定木
ランダム
フォレスト

・ 湿数
・ 気温の低下量

65％↑ 65％↑ 69％↑

・ 湿数
・ 気温の低下量
・ 水蒸気圧

56％ 70％↑ 72％↑

・ 湿数
・ 気温の低下量
・ 風速

58％ 64％ 66％↑

・ 湿数
・ 気温の低下量
・ 水蒸気圧
・ 風速

56％ 74％↑ 73％↑

正
解
率
（
A

c
c
u
rac

y）
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広島県三次盆地で発生する大規模霧の発生メカニズムの解明 

 

平井 茂樹* （岡山理科大学 生物地球学部） 

成瀬 太一 （岡山理科大学 生物地球学部） 

大橋 唯太 （岡山理科大学 生物地球学部） 
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1. はじめに 
 三次市は、広島県北部に位置し、東西約40km,
南北 25km の規模の山間盆地を形成している。
秋から冬にかけて発生する放射霧は西日本最
大級であり、「霧の海」としても知られている。
三次盆地に発生する霧の先行研究では、霧の発
生に重要な水蒸気に関してシミュレーション
を行った研究（大橋, 2004）や、霧の水蒸気源に
ついての解析（田中, 2000）、放射霧への日中の
海風による影響（小銀, 2021）などが存在する。
しかし、実際に水蒸気の大気への供給が霧に対
してどれほどの影響を与えているかは未だ明
らかにされていない。そこで本研究では、日中
の水蒸気移流として重要な海風と霧の発生や、
視程との関係を明らかにした。また、ドローン
による鉛直気象観測と，サーモカメラによる斜
面温度と霧表面温度観測を実施し，三次盆地で
放射霧が発生し始める高度も現地調査するこ
とで、水蒸気移流との関連性も考察をおこなっ
た。 
 
2. 観測概要 
2.1 地上気象観測 
解析に使用したデータは、三次盆地内 16 地

点（図 1）で観測された地上の気温、相対湿度、
水蒸気圧であり、2019年 10月 20日～12月 13
日（計 55日）を解析対象とした。 
 [手順 1] 三次河川国道事務所が常敷している
河川ライブカメラに映る霧の有無と視程の推
定を、西原・大橋（2021）の方法に倣って行っ
た。 
[手順 2] 解析期間内、前日の日中の海風の有無
を、小銀（2021）の方法に倣って判定した。 

[手順 3] 観測した相対湿度と水蒸気圧から、湿
数を算出した。 
[手順 4] 目的変数を視程または霧発生の有無、
説明変数を前日の気温差、水蒸気圧、湿数とし
て、重回帰分析とロジスティック回帰分析をそ
れぞれ行った。なお、気温差は 14時から 20時
までの低下量、水蒸気圧と湿数は 14時から 20
時までの平均値を標準化した値とした。 
[手順 5] 回帰分析で得られた標準化偏回帰係
数を比較し、どの説明変数が視程や霧発生に影
響を与えているかを考察した。 
 
2.2 鉛直気象観測と熱赤外画像の撮影 

2021年 10月 21日・27日，11月 5日・14
日の計 4日で現地観測を実施した。それぞれの
観測日における観測時刻・翌日の霧の発生時間
を、表１にまとめる。 
観測で使用した機器は，トイドローン（図２

a）・超小型温湿度ロガー（図２b）・サーモカメ
ラ（図２c）である。トイドローンに超小型温湿

 
図 1 三次盆地の地形と、地上の観測地点（丸

印）の位置。 
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度ロガーを搭載して、鉛直観測を行った。測定
間隔１秒で、気温・相対湿度・気圧を測定した。
熱赤外画像を撮影するサーモカメラは、インタ
ーバル保存５分に設定して観測を行った。 
 

3. 解析と観測の方法 
3.1 地上気象観測データの回帰分析 
地上気象観測データに対しては、[手順４]で

述べたように重回帰とロジスティック回帰に
よる統計分析を行った（図３）。主な違いは目的
変数であり、前者は量的変数を用いるため、本
研究では視程距離が該当する。一方、後者の目
的変数は質的変数となり、本研究では霧非発生
を 0，発生を 1と設定した霧発生の有無が該当
する。 

 
3.2 鉛直観測の方法 
ドローン観測、サーモカメラ観測ともに三次

アメダスの近傍で行った（図 4a）。ドローン観
測は，地表・50m・100m・150m・200m・250m
の 6 高度で 3 分間のホバリング測定を行った
（図 4b）。200g 未満のトイドローンの飛行は，
航空法で地表から250mの高度まで許容されて
いる。ドローンで 3分間ホバリング測定したデ

ータのうち、前半 2分間はデータのばらつきが
大きかったため、後半１分間の測定データのみ
を解析に使用した。ドローンで観測した６高度
に対して後半１分の平均値を算出し、鉛直プロ
ファイルを作成した。 
サーモカメラは、約 1.5㎞離れた高谷山に向

けて撮影を行った（図 4b）。サーモカメラで撮
影された赤外画像内の高度は、水平距離などか
ら幾何学的に推定した。ドローンの観測時刻に
サーモカメラで撮影された山の斜面温度と霧
の表面温度の鉛直プロファイルを作成した。た
だし、山の麓にある住宅街を除いた地上高 60～
300m（高谷山山頂付近）までの鉛直プロファイ
ルになる。 

 
4. 結果と考察 
4.1 海風による水蒸気移流の効果（統計分析） 
解析対象とした 2019 年 10 月 20 日～12 月

13日の 55日間のうち、前日の日中に「海風あ
り」が 18日、「海風なし」が 37日であった。
それぞれの回帰分析から得られた標準化偏回
帰係数を、表 2と表 3にまとめる。前日の日中
に海風がある場合には水蒸気圧が高いと視程

 

図 3 重回帰分析とロジスティック回帰分析の違い。 

表１ 鉛直観測と熱赤外画像の撮影を実施した 
日と、霧の発生状況。 

 

2021 10月21日 10月27日 11月5日 11月14日

ドローン ロガーの故障 21・23時 18・20・22時 21・23・24時

サーモカメラ 18～22時 20～23時 18～23時 20～24時

霧の発生時間 × 23:00 2:00 1:00

（a）    （b）     （c） 

 
図２ 観測に用いた（a）トイドロー（DJI mini2），

（b）超小型温湿度ロガー（SHDL3s），（c）
サーモカメラ（InfReC R300SR）。 

（a）      （b） 

 
図 4 （a）ドローンとサーモの測定場所（×印）とサ
ーモの撮影方向（破線が撮影画像の範囲）、（b）鉛直方
向の測定イメージ。 
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を短くし、霧を発生させやすく働いていること
がわかる（表中の赤枠）。つまり、日中の海風が
水蒸気を三次盆地に輸送し、夜以降の霧を発生
させやすくしている可能性が示唆される結果
だといえる。 
一方、気温差（日中から夜間までの気温低下

量）も、「海風あり」の日で霧の有無に強く関わ
っていることがわかる。霧非発生日の事例
（2021年 10月 26日）と発生日の事例（2021
年 10月 23日）について、前日における気温低
下量の比較を行った結果を、図5に示す。この
二日間では水蒸気量に大きな差はみられなか
ったが、霧発生日の前日（右図）は非発生の前
日（左図）に比べて 2倍の気温低下量が観測さ
れた。そのため 14時から 20時にかけて大きく
気温が低下した日の水蒸気量は、飽和水蒸気量
に達する（つまり露点温度まで低下）ことによ
って霧が発生したと考えられる。 
最後に、湿数を見ると「海風あり」の場合に

値が小さいほど視程は長く、霧も発生しにくく
なるという、予想と反した結果が得られた。こ
れは、おそらくサンプル数の少なさが影響した
ものと考える。 

4.2 鉛直観測から確認された霧の発生状況 
（1）霧が発生する前の特徴 

2021年 11月 14日の 21・23・24時にドロー
ンで観測した気温の鉛直プロファイルと、サー
モカメラで観測した斜面温度の鉛直プロファ
イルを、図 6に示す。いずれの時間も霧が発生
していない時間帯になるが、上空よりも地表の
気温減率が小さく、時間が経過するにつれて温
度勾配が小さくなっていた。一方の斜面温度は、
高度 100～200m あたりで温度が低下している
変化が見られた。 
（2）霧が発生したときの特徴 
霧が発生していた 2021年 10月 27日 23時

に、ドローンで観測した気温の鉛直プロファイ
ルと、サーモカメラで観測した霧の表面温度の
鉛直プロファイルを、図 7に示す。気温の鉛直
プロファイルは，霧が発生していたため，防水
性でないドローンは高度150mまでしか飛行で
きなかった。図からわかるように，高度 100～
150m にかけて気温が低下しており，その気温
減率は 0.89℃/100mであった。この値は，どち
らかといえば乾燥断熱減率（1.0℃/100m）に近
いといえる。また、高度 150mでの相対湿度も
96%であり、霧が発生しているにも関わらず空
気が飽和していないとわかる。この特徴は、西
原ほか（2020）による現地観測でも同様に確認
されていた。一方、サーモカメラで観測した霧
の表面温度からは、高度 100～200m の山の中
腹で温度が低下しており、この高度で実際に霧
が発生していた。 
 

表 2 目的変数を視程距離とした重回帰分析で
得られた標準化偏回帰係数。赤枠は視程
を短くする効果、青枠は反対に長くする
効果に働く。 

 

表 3 目的変数を霧発生の有無としたロジステ
ィック回帰分析で得られた標準化偏回帰係数。
赤枠は霧発生に働く効果、青枠は反対に霧非発
生に働く。 

 

図 5 日中から夜間にかけて生じる気温の低下によって
霧が発生するしくみ。左が霧の発生しなかった日、右が
霧の発生した日における事例。 
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5. まとめ 
本研究では、広島県三次市で大規模に発生す

る放射霧と、前日の日中に流入する海風との関
係性を、大気中の水蒸気量に着目して統計解析
を行った。また、温湿度計を搭載したドローン
と熱赤外画像の事例観測から、霧の発生高度と
温湿度プロファイルの関係も調べた。 
地上気象観測データの統計解析によって明

らかになった知見は、以下のとおりである。 
（1）日中の海風が水蒸気を三次盆地内へ輸送
していることが、夜間から翌朝までの霧を発生
させやすくし、また視程も悪化させていた。 
（2）（1）に加えて、日中から夜にかけて気温が
大きく低下した日は、空気が飽和に達しやすく
なるため、大規模な霧も発生しやすかった。 

トイドローンとサーモカメラを利用するこ
とで夜間の霧の観測を可能にし、霧発生時の動
的な特徴を温度場として捉えることに成功し
た。それによって明らかになった知見は、以下
の通りである。 
（1）霧は地表からではなく、高度 100～200m
付近で発生していた。 
（2）霧の中は相対湿度が 100%になっておらず、
つまり空気は飽和状態ではなかった。これは、
今回の観測高度よりも上空で凝結が起こり、そ
の高度で発生した霧が重力によって徐々に下
層へ広がってきている可能性が示唆される。こ
れは気象モデルによる放射霧のシミュレーシ
ョンでも再現されており（大橋, 2020）、そのこ
とを観測によって証明できたといえる。 
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図6 霧発生前に観測された山の斜面温度と気温

の鉛直プロファイル。2021年 11月 14日
の 21・23・24時の観測結果。 
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図 7 霧発生時に観測された霧の表面温度と気
温の鉛直プロファイル。2021 年 10 月 27 日 23
時の結果。 
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別府湾周辺で発生する濃霧の実地観測とメソ客観解析データによる統計分析 

 

鈴木由樹*（岡山理科大学 生物地球学部） 

今中彩梨乃（岡山理科大学 生物地球学部） 

大橋唯太（岡山理科大学 生物地球学部） 

出納誠（株式会社ウェザーニュース 陸上交通気象部門） 

1. はじめに 

大分県別府市の別府湾周辺では、100ｍ先も

視認できないほどの濃霧が発生する。これに伴

って東九州自動車道（主に湯布院~速見間）で

は視界不良による通行止め時間が年間 357 時

間以上にのぼり、これは全国ワースト１位であ

る。大分県の試算によると、年間で約 1.8 億円

もの経済損失にのぼる（大分県、2020）。 

これほど日常生活へ支障を来したり経済損

失にも繋がったりする地域であるにもかかわ

らず、調査事例や先行研究は日本気象協会 

（2018）とOhashi and Suido（2021）しか見

当たらない。そこで本研究では、時間帯別の交

通量把握、現地での実態調査を行い、取得した

視程データや気象データの解析を行った。本研

究は現地の実態を調査し、その内容を公表した

史上初のものといえる。 

一方で、この別府周辺の霧についての先行研

究であるOhashi and Suido (2021）による気象

モデルを用いた数値シミュレーションでは、こ

の地域は滑昇霧と考えられているものの、詳し

くは解明されていない。そこで本研究では現地

観測とは別に、別府湾周辺で発生する濃霧現象

を局地気象の観点から、気象庁のメソ客観解析

データを用いて過去の事例をもとに統計分析

もおこなった。 

 

2. 現地観測 

2021 年６月 23 日～2021 年 11 月１日に、

大分県速見郡日出町にある「大分トラピスト

修道院」の敷地内にて観測を行った（図１）。 

後方散乱式視程計（アイアールシステム

社）・温湿度計（RTR-507BL ティアンドデイ

社）・気圧計（TR-73U、ティアンドデイ社）・

ライブカメラを設置し、いずれも 10 分間隔で

測定データ等を記録した。 

 

3. メソ客観解析データ 

過去の濃霧事例を調べるため、気象庁のメソ

客観解析データを解析した。京都大学生存圏研

究 所 が WEB 公 開 す る デ ー タ ベ ー ス

（http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/）より、入

手した。解析値の格子間隔 5ｋｍである地表面

情報のうち、気圧・気温・風向風速・相対湿度

を分析した。 

2019 年度と 2020 年度に東九州自動車道で

交通規制（速度規制・通行止め）が発生した 12

事例（表１）を、本研究では解析対象とした。 

 

図１ 別府湾から機器設置地点の距離と位

置関係。 

 

 

 

別府湾 
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4. 結果と考察 

4.1 交通量の時間変化 

ここでは時間ごとにどのような車種（大型車

或いは小型車）が走行しているかを把握するこ

とで、濃霧による通行止めが発生した場合に影

響を受ける車の台数を明らかにした。 

通行止めが頻発している区間の交通量を把

握する為に、国土交通省が４年ごとに調査・発

表している交通センサスデータを解析した。

2021 年７月 19 日に霧が発生した際に通行止

めとなった日出 JCT-大分 JCT のおよそ 60km

で、センサス上では 3区間に相当する。 

図２に、過去に調査された日出 JCT～別府湾

IC 区間の交通量の時間推移を示す。時間帯と

利用台数の変化から主に通勤時間帯に利用さ

れている特徴が推定できる。午前８時台以前並

びに 17～21 時台に上下累計 5000 程度利用し

ていた。したがって、この時間帯に濃霧による

通行止めが発生すると、日常生活に大きな支障

が生じるとわかる。 

 

4.2 視程の変化 

 現地観測の期間中に、東九州自動車道で濃霧

に起因する時速 50km の速度規制が出された

2021年 6月 26日 17時台から 28日 18時台ま

でに観測された視程と、推定される霧水量を図

３に示す。観測された最低視程は、6 月 26 日

18 時 40 分の 57m であった（図の期間とは別

に、9 月 7 日 22 時 10 分には観測期間中最低

となる 21mが記録されている）。一方、観測さ

れた視程から、１㎥あたりに含まれる霧水量も、

次式より推定してみた（Gultepe et.al, 2017）。 

 Vis=α（Nd・LWC）
−𝑥

       （1） 

（𝜶＝0.877、𝒙=0.49） 

Nd：霧の数密度（/𝑐𝑚３) 

LWC：霧水量（𝑔/𝑚３） 

Vis：視程（km） 

 

式中の Ndは 100/cm3と仮定して計算した。 

推定された霧水量は濃霧の初期に 1～2g/m3で

あったが、Ohashi and Suido（2021）で気象モ

デルを用いてシュミレーションされた値に対

して 1 桁ほど大きい。これは、観測値が局所的

な数値であるのに対してモデルは大気を格子

状に区切った際の平均値となるため、この差が

生じたと考えられる。Ohashi and Suido（2021）

のシミュレーションで霧水量が多い地域に今

回の観測地点も含まれている。 

 図４に、2021 年 6 月 26 日の濃霧発生前後

の視程と相対湿度の時間変化を示す。17 時 50

分ごろに視程が 1km を下回った直後に相対湿

度は 100.0%を記録していた。放射霧の場合に

は、霧が地上で観測されている条件であっても

相対湿度が 100.0%に到達しない（98～99％台）

ことが知られる（西原ほか 2020、平井ほか

2021）。この点は、地形を強制的に上昇しなが

表 1 2019・2020年度に濃霧で交通規制が

生じた月別事例数。

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2019年度 1 1 2 1 1

2020年度 2 1 1 1 1

 

図２ 東九州自動車道の日出 JCT～別府湾

IC区間における交通量の時間変化（調査日

2015年 10月 8日）。上り線の例。 
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ら霧を発生させていく滑昇霧の特有な性質で

ある可能性があり、興味深い結果といえる。 

 

4.2 過去の事例に対する客観解析値 

発生した濃霧が滑昇霧であると仮定した場

合、暖かくて湿った空気が山の斜面を滑昇し、

断熱冷却によって空気が飽和することで発生

している。そのため、別府の地形を考えると、

東風による別府湾への暖湿空気の流入が、霧発

生の第一条件となる。そこで、山の斜面上地点

のあいだでの相当温位θe の差を解析してみ

る。相当温位は飽和状態の断熱変化に対して保

存性があるため、山を滑昇する前の平野部と山

の斜面を滑昇した後のθe の値には、違いがみ

られなくなる（または小さくなる）と考えた。

 

 

∆θe = θe_sea − θe_mnt  （2） 

Δθe は図５に示す平野側の格子点と山側の

格子点のθe の差を示す。θe_seaが海側 （北

緯 33.35、東経 131.5）、θe_mnt が山側  （北

緯 33.35°、東経 131.4375°）の格子点のθe

である。 

2020 年 5 月 31 日の速度規制発生事例での

結果を、まず考察してみた。規制開始の前から

θe の高い空気塊が豊後水道を通り、別府湾に

流入している様子がわかる（図６）。規制が開

始された 5 月 30 日 23 時 35 分には、別府湾

で東風が解析されていた。通行止め中は速度規

制の時よりもθe が高くなっていたため、暖湿

な空気が流入して濃霧の発生により、視程がか

なり悪化したことが予想される。 

 図７には、Δθe と風向の時間変化を示す。

速度規制の発生時間帯には、Δθeが小さくな

っている特徴がわかる。このとき同時に、東風

が解析されていたことから、山の斜面で滑昇霧

が発生していたと考えられる。 

ここで、濃霧に伴う速度規制が発生した過去

12事例に対して、Δθeの平均値と、最大値と

最小値の範囲を、表２にまとめた。速度規制時

は規制発生前に比べてΔθe が小さくなって

いることがわかる。速度規制の開始 9 時間前か

 

図３ 濃霧発生時に観測された視程（m）と

推定された霧水量（g/cm3）の時間変化。オ

レンジの線が視程、青の線が霧水量を示す。 

 
図４ 濃霧発生時に観測された視程（m）と

相対湿度（%）の時間変化の関係性。オレン

ジの線が相対湿度、青の線が視程を示す。 
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図５ 別府周辺におけるメソ客観解析値の

格子点(赤丸)と、相当温位差を計算した格

子点の位置（黒丸で囲った格子点）。 
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ら発生時まで、すべての事例で地上の東風が解

析されていた。この統計結果からも、速度規制

前から霧が発生して視界が悪化し、その後の速

度規制の発令へとつながったと考えられる。し

たがって、平野部と山頂部のΔθeを用いた解

析が、別府湾周辺の滑昇霧による濃霧発生を予

測する指標として有用な可能性がある。 

 

5. まとめ 

 本研究では、別府湾で発生する濃霧の実態を

明らかにする目的で、現地での視程および気象

観測、さらには過去の濃霧発生事例におけるメ

ソ客観解析値の解析をおこなった。 

現地観測では、高速道路の速度規制と通行止

めを生じた濃霧の視程と気象状況を測定する

ことに成功した。観測期間中の最低視程は約

20mであり、相対湿度も100.0%に達していた。 

 過去のメソ客観解析値では、速度規制発生時

12 事例で東風と別府湾への暖気の流入が解析

されていた。これに同期して、平野と山の間の

地上のΔθe は小さくなっており、飽和した空

気塊が山麓の平野から山頂まで滑昇して発生

した濃霧だと考えられる。 
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図６ メソ客観解析値の地上の相当温位と風

ベクトルの水平分布図。左は速度規制開始の 12

時間前（2020年 5月 30日 12時 00分）、右は通

行止め発生中（5月 31日 15 時 00分）の図。 

 
図７ メソ客観解析値の地上風速の東西成分

とΔθe の時間変化（2020 年 5 月 29 日～6 月

2 日）。速度規制時間帯のうち、5月 31日 10時

50 分から 17時 10分までが通行止め対象。 

表２ 過去 12事例の濃霧の統計的なまとめ。

速度規制の 24時間前から通行止め発生まで。 

 

24時間前 12時間前 9時間前 3時間前 速度規制発生時 通行止め発生時

相当温位差
平均

(min~max)

1.11K
(0.18~3.19)

0.60K
(0.01~2.40)

0.98K
(0.46~1.68)

0.81K
(0.37~1.57)

0.65K
(0.19~1.77)

0.63K
(0.19~1.67)

東風の流入 11/12 8/12 12/12 12/12 12/12 10/12
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