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１日目

順番 時刻 題目 発表者・研究者 座長

13:00 開会
司会：
日本気象学会関西支部常任理事　　小畠　豊

13:05 開会挨拶 日本気象学会関西支部長　　　　　横田寛伸

13:10
特別講演
「数kmから数百m解像度の数値モデルの降水・降雪再
現性」

気象研究所気象予報研究部
第一研究室主任研究官　　　　　　林　修吾

14:10 休憩

14:20 説明事項 （司会から説明）

① 14:25 機械学習を用いた風速推定モデルの構築
◎石井快、大澤輝夫（神戸大学大学院海事科学
研究科）

② 14:45
GSM最大降水量ガイダンス過大予測の解析
（2022年6月5～6日の南岸低気圧事例）

◎鈴木健斗、石口元基、由宇弘樹（大阪管区気
象台）

③ 15:05
暖候期の九州北部で発生した豪雨事例における環境
条件の特徴

◎中七海（京都大学大学院理学研究科）、竹見
哲也（京都大学防災研究所）

④ 15:25
潮岬風力実験所におけるマイクロ波放射計を用いた
降水に伴う水蒸気変動の特徴

◎石井智（京都大学大学院理学研究科）、箕輪
昌裕、髙島祐弥（古野電気株式会社）、吉田聡
（京都大学防災研究所）

15:45 休憩

⑤ 15:55
日本沿岸におけるライダーのデータ取得率に対する
降水と霧の影響

◎張継寧、大澤輝夫（神戸大学大学院海事科学
研究科）、圓尾太朗（神戸大学大学院海事科学
研究科・日本気象株式会社）、小長谷瑞木（神
戸大学大学院海事科学研究科・レラテック株式
会社）

⑥ 16:15
二重偏波レーダーへの変更に伴う実況監視手法の見
直し

高野松美、松本幸爵、◎西田重晴、山本悠介
（大阪管区気象台）

⑦ 16:35
スペクトル法を用いた自転軸対称ハドレー循環の数
値実験

◎岡田和真、樫村博基、高橋芳幸、林祥介（神
戸大学大学院理学研究科）

16:55 講評・閉会挨拶 日本気象学会関西支部常任理事　　向川　均

17:05 閉会

令和４年度日本気象学会関西支部第２回例会及び令和４年度近畿地区気象研究会プログラム
日時：令和４年１２月１８日(日)～１９日(月)：オンライン（Zoom）

◎印が発表者

　 日本気象学会
 関西支部常任理事
　　 向川　均

　 日本気象学会
 関西支部常任理事
　　 石岡圭一



２日目

順番 時刻 題目 発表者・研究者 座長

10:00 開会
司会：
大阪管区気象台防災調査課調査官　山本雅樹

10:00 開会挨拶
大阪管区気象台長　　　　　　　　横田寛伸
（日本気象学会関西支部長）

10:05 説明事項 （司会から説明）

1 10:10 大阪府における熱雷判定ワークシートの改良

　山口夢香　（大阪）
◎生子貴之　（大阪）
　北野昌寛　（大阪）
　風早範彦　（大阪）
　田口雄大　（大阪）

2 10:35
Microsoft Formsを活用した防災気象情報に関する自
治体アンケートについて
　～大雨警報事例直後の自治体担当者の生の声～

◎北野繁人　（大阪）
　谷口育子　（大阪）
　中平昭彦　（大阪）

3 11:00
大阪管区内の陸域の浅い地震のマグニチュード分布
について（ＰＦ法導入以降の決定状況と問題点）

◎千葉紀奈　（大阪）
　明田川保　（大阪）

4 11:25 ドップラーレーダーやライダーがとらえた山岳波 ◎岸本　満　（関西航）

11:50 休憩

13:00
話題提供（大阪管区気象台談話会を兼ねる）
「研究者から見た気象研究所における研究活動につ
いて」

気象研究所気象予報研究部
第一研究室主任研究官　　　　　　林　修吾

14:00 休憩

5 14:15
注意報・警報の基準変更に伴う大雪フローチャート
の改修

◎飯田早苗　（彦根）
　小林祥悟　（彦根）
　田中滋司　（彦根）

6 14:40 間人地域気象観測所における風の特性調査

◎齋藤弘樹　（京都）
　森田　修　（京都）
　友廣和成　（京都）
　山本実奈子（京都）
　安達　智　（京都）
　山根宏之　（京都）
　打越　充　（大阪）

7 15:05 近畿地方における南西風系の降水パターン
◎向井直人　（神戸）
　宮原大輝　（神戸）

8 15:30 令和4年台風第14号による兵庫県南部の高潮について

◎楠田和博　（神戸）
　上枝よしの（神戸）
　有吉正幸　（神戸）
　高須健太　（神戸）

9 15:55 令和4年8月17日に発生した突風について

◎坂元賢治　（奈良）
　古田佐代子（奈良）
　下川和己　（奈良）
　杉岡成彦　（奈良）
　向井祐二　（奈良）

10 16:20 令和4年に発生した線状降水帯検出に類する大雨事例

◎卯川知希　（和歌山）
　大﨑晋太郎（和歌山）
　中谷智彦　（和歌山）
　神例孝典　（和歌山）
　谷條薫一　（和歌山）

16:45 指導官講評
大阪管区気象台気象防災部長　　　平石直孝
（日本気象学会関西支部地区理事）

17:00 閉会

　大阪管区気象台
　 防災調査課長
（日本気象学会
　関西支部常任理事）
　　 小畠　豊

◎印が発表者

　大阪管区気象台
　 防災調査課長
（日本気象学会
　関西支部常任理事）
　　 小畠　豊

令和４年度日本気象学会関西支部第２回例会及び令和４年度近畿地区気象研究会プログラム
日時：令和４年１２月１８日(日)～１９日(月)：オンライン（Microsoft Teams）
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 第 1 図 低気圧通過時の地上天気図（2022 年 6

月 5日～7日）  

第 2 表 1 時間及び 24 時間 GSM 最大降水量ガイダ

ンスの初期値別推移（3 日 12UTC～5 日 06UTC 初期

値）。 

 

第 1 表 奈良県、和歌山県における 2022 年 6 月 5

日から 6 日にかけての解析雨量。上が 1 時間、下

が 24 時間。 

GSM 最大降水量ガイダンス過大予測の解析 

（2022 年 6 月 5～6 日の南岸低気圧事例） 

 

鈴木健斗、石口元基、由宇弘樹（大阪管区気象台） 

 

 要旨 

2022 年 6月 5日から 6日にかけて、本州南岸を総観スケールの低気圧が通過したが、GSM の最大降水

量ガイダンスは実況と比べ過大であった。その原因を調査するため、ガイダンスの作成工程に着目し分

析を行った。その結果、3 時間平均降水量から 1 時間最大降水量を作成する工程で求める、1 時間最大

と 3 時間平均の比率（RATIO31）に下限値が設定されているため、降水予測が過剰であったことが明ら

かになった。また、頻度バイアス補正による降水量の上方修正も過剰予測の原因となった可能性がある。 

 

1. 序論（はじめに） 

 2022 年 6月 5日から 6日にかけて、本州南岸を

総観スケールの低気圧が通過した（第 1図）。層

状性主体の降水により、1時間で 20㎜弱、24時間

で約 120mm の降水量を和歌山県南部で観測した

（第 1 表）。一方、GSM 最大降水量ガイダンスで

は同地域において 1 時間で 50 ㎜以上、24 時間で

は 200 ㎜～300 ㎜程度の降水予想があった。大雨

の早期注意情報「中」を 3日 11 時予報から現象終

了時まで発表していたが、結果的に GSM の予測は

過大で、大雨・洪水注意報の発表はなかった。 

 本調査では和歌山県南部に着目し、GSM 最大降

水量ガイダンスが実況と比べ過剰に予想した理由

を考察した。 

 

2. GSM 最大降水量ガイダンス過大評価の検証 

 2.1 ガイダンス予想と実況比較 

 第2表に3日12UTC～5日06UTC初期値にかけて

の、和歌山県南部における 1時間及び 24時間 GSM

最大降水量ガイダンス予想の推移を示す。GSM 最



 

第3図 2022年6月5日00UTCを初期値としたGSM

最大降水量ガイダンス（㎜）の分布（6日 06UTC ま

での 24 時間予測）。 

 

 
第 2 図  GSM 降水ガイダンスの作成過程（白山 

(2018）より抜粋） 

大降水量ガイダンスは、格子内での最も強い雨を

予測対象とするガイダンスであり、警報・注警報

の発表など防災気象情報の発表を検討する際の基

礎資料となるものである。1 時間ではいずれの初

期値でも 50㎜以上、中には 80 ㎜以上の予測があ

った。解析雨量（第 1表）は 20mm にも満たないの

で、実況と比べると 3 倍～5 倍程度のかなり過剰

な降水量予測をしていたことが分かる。24 時間で

は、いずれの初期値においても 200 ㎜～300 ㎜の

予想を出しており、実況と比べると 2倍程度の降

水量予測であった。 

 

 2.2 ガイダンスの分析方法 

本解析では 5 日 00UTC 初期値を対象に調査を行

った。最大降水量ガイダンスの作成過程の詳細は

白山（2018）に述べられているが、第 2図の通り

複雑な行程である。第 3図で示した 24 時間で 200

㎜以上の降水予測を出していた 3 格子について、

どの工程で降水量が大きく計算されたか追跡を行

った。検証格子は、降水量の多い格子の順に以下

の通りとする。①那智勝浦（273 ㎜）②新宮（234

㎜）③古座川（217 ㎜）。 

 

 2.3 ガイダンス作成過程の分析 

2.3.1 1 時間最大降水量ガイダンス（RMAX31） 

本節では検証に、降水量を最も過大に予想した

6 日 9 時の予測値を用いる（第 2 表参照）。第 3

表は、3 格子のガイダンス作成各過程における降

水量の値であり、GSM で計算された FRR3 は 3格子

とも約 50mm であった。カルマンフィルターにより

作成される MRRA では値はそれほど変化しない。し

かし、頻度バイアス補正の過程（MRRA→MRRB）で

降水量が約 2 倍となった。MRRB から MRR3 の過程

では POP 補正が行われるが、本事例のような強い

降水では殆ど関与しない。結果として、3 時間平

均降水量（MRR3）は 3 格子で 60～90mm の間の値を

取った。 

MRR3 に、ニューラルネットワークで計算される

1 時間最大降水量と 3 時間平均降水量の比率

（RATIO31）を掛けて作成されるのが、最終生成物

の 1時間最大降水量ガイダンス（RMAX31）である。

今回、RATIO31 は 1 から 1.3 を取ったため、結果

第 3表 和歌山南部の 3格子における、6日 9時を

対象とするRMAX31が作成されるまでの降水量の各

工程（㎜）。 

 



第 4 表 和歌山南部の 3 格子における、6 日 15

時を対象とする RMAX24 が作成されるまでの降水

量の各工程（㎜）。 

RMAX31 は那智勝浦格子では 106 ㎜、新宮と古座川

格子では 60mm 台となった。以上より、モデルの生

値FRRでは約50㎜/3hだった降水量予測が様々な

工程を経て、1 時間に 100 ㎜や 60㎜を超えるよう

なガイダンス予測となったことがわかった。 

2.3.2 24 時間最大降水量ガイダンス（RMAX24） 

RMAX24 は 3 時間平均降水量（MRR3）を 24 時間

分積算し（MRR24A）、再度頻度バイアス補正を行

って 24時間平均降水量（MRR24）を求め、最後に

線形重回帰から求めている。第 4 表に 3格子にお

ける RMAX24 ができるまでの工程を示した。3格子

において、MRR24A（24 時間積算）は 120～150mm

程度、頻度バイアス補正を施した MRR24 は 150～

200mm 程度、線形重回帰で RMAX24 は 210～280mm

程度となった。 

 

2.4 ガイダンスが過大となる原因の考察 

2.4.1 1 時間最大降水量ガイダンス（RMAX31） 

RMAX31 が過剰に予測された理由として、MRR3 に乗

じる RATIO31 と、頻度バイアス補正の 2つの要因

を挙げる。 

① 1 時間最大と 3 時間平均の比率（RATIO31）  

RATIO31 はニューラルネットワークにより求め

られる。第 4図より、予測の RATIO31 は 1 倍を超

えているのに対し、観測の RATIO31 は降水が強い

地域（第 4図右）では 1倍を割っており、検証し

た 3格子では 0.6～0.7 倍だった。3格子における

予測の RATIO31 は観測の RATIO31 よりも明らかに

高く、ガイダンス値を過剰にした。 

ガイダンスの仕様として、予測の RATIO31 は 1

倍以上しか取らない。降水が格子内で偏在しやす

く格子平均と格子最大の比率が大きくなりやすい

不安定性の降水現象であれば 1倍以上の比率で問

題ないが、本事例のような層状性降水では、格子

最大 1時間降水量と格子平均 3時間降水量の比が

1 倍を下回ることが殆どであるため、この高い比

率がガイダンスの予測を過剰とする原因となる。 

② 頻度バイアス補正 

頻度バイアス補正はカルマンフィルター（FRR3

→MRRA）で起こる、頻度の多い弱雨のデータを重

視する予測式を補正するために導入されている。

そのため、頻度バイアス補正による降水量の上方

修正はカルマンフィルターの後処理として必要な

補正である。そのうえで、過剰予測の原因として、

頻度バイアス補正が夏季（5月～10月）と冬季で

 

第 4 図 6 月 6 日 6 時を対象とする、（上）GSM1 時間最大降水量ガイダンスの計算に用いる格子最大 1 時間降

水量と格子平均 3時間降水量の比率（RATIO31）、（中）観測の 20km 格子最大前 3時間最大 1時間降水量と 20km

格子平均 3時間降水量の比率、（下）前 1時間解析雨量（mm）。 

 



 

第 5図 2022 年 6 月 5日 00UTC を初期値とした GSM

の 6 月 6日 9時を対象にした地上気圧および、前 12

時間降水量（㎜）。（FXFE502 より一部抜粋、編集） 

異なる閾値を用いて層別化されていることが考え

られる。この季節別の層別化は、カルマンフィル

ターが夏季の大雨を十分に予測できず、代わりに

頻度バイアス補正が予測を上方修正することを目

的としている（白山 2017）。つまり、本事例が起

きた夏季（6 月）において、頻度バイアス補正は

夏季の不安定降水を捕捉しやすいよう大きく上方

修正を掛けていたと考えられる。しかし、本事例

は総観スケールの低気圧による層状性降水であっ

たため、このような事例に対しては頻度バイアス

補正が過剰な上方修正だった可能性がある。 

なお、今回の低気圧による降水は GSM のモデル

値（FRR）でも概ね再現されており、5日 00UTC の

初期値では、紀伊半島に実況と近い 90mm/12h の降

水量（第 5 図）が予測されていた。GSM の紀伊山

地の地形解像度は十分とは言えないものの、FRR

でも実況と近い降水量予測が出ていたことは、ガ

イダンスが大幅な過大評価をしていたことを鑑み

れば注目すべき点である。 

2.4.2 最大 24時間降水量（RMAX24） 

第2図より、RMAX24を求める過程ではまず、MRR3

を 24 時間分積算して MRR24A を求めている。した

がって、MRR3 が前項で述べた頻度バイアス補正で

実況よりも過大となっていれば、RMAX24 の過剰予

測の一因になりうる。また、RMAX24 を求める過程

で線形重回帰を利用した倍率を MRR24 に掛けてい

るが、今回検証した 3格子においてはその倍率が

実況よりも過大な傾向が見られた（図略）。 

各所の統計手法によって生じる誤差が蓄積され、

本事例のような予期しない大雨（実況の約 2倍）

が予想された可能性がある。 

 

 3. 結論・まとめ 

本州南岸を通過した総観スケールの低気圧を対

象に、GSM 最大降水量ガイダンスの過大予測の考

察を行った。一つ目に、3 時間平均降水量から 1

時間最大降水量を作成する工程において、1 時間

最大と 3 時間平均の比率に下限値が設定されてい

るために、層状性降水が予測された本事例で降水

予測が過剰となっていたことがわかった。二つ目

に、頻度バイアス補正は、季節別に発生頻度の多

い気象現象に対して統計関係が最適化されやすい

ため、夏季では統計関係が不安定現象を重視し、

今回の層状性降水に対しては過剰な上方修正とな

っていた可能性がある。 

本稿では省略したが、南岸低気圧通過時の層状

性降水の場合において、GSM 最大降水量ガイダン

スが過剰予想をしていた事例が今年度、本事例以

外でも複数確認された。夏季、総観スケールの低

気圧により、層状性（面的）降水が予測される際

には、現状の GSM ガイダンスでは降水が過剰にな

る場合があることに留意し、適切に修正して利用

する必要がある。 
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二重偏波レーダーへの変更に伴う実況監視手法の見直し 
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 要旨 

 二重偏波レーダーに移行後も、先行調査で得られたレーダーデータ解析監視システムの指数による閾

値は、警報級の大雨領域を事前に把握する手段として、閾値の特性を考慮しておくことで有効であるこ

とが確認できた。また、二重偏波レーダーで新たに加わった要素である Zdr（反射因子差）およびρhv

（偏波間相関係数）が、短時間で警報級の大雨に達する現象を把握するためには有効な要素であり、か

つ、降水種別を面的に判別する手段となる可能性が示唆された。 

 

 1. はじめに 

 大雨の実況監視をする際に、レーダーは非常に

有効なツールの一つである。このレーダーを用い

た実況監視について、秋山・村松（2016）および

村松ほか（2017）（以下、「先行調査」という）で

は、レーダーデータ解析監視システムの指数（以

下、「RaDAMoS 指数」という）と速報版解析雨量の

関係から、局地的な大雨領域を事前に把握するた

めには、RaDAMoS 指数で決めた閾値（以下、「閾値」

という）の変化を監視することが有効な手段であ

るとしている。また、近年レーダーは従来の水平

偏波だけの単偏波レーダーから、垂直偏波を加え

た二重偏波レーダーへの移行が進められており、

大阪レーダーは令和 2年度に二重偏波レーダーに

更新された。二重偏波レーダーの利点は、従来の

単偏波レーダーよりも高精度の降水強度の推定、

降水粒子の判別、更に高度な品質管理を行うこと

による、降雨量の精度向上などが挙げられる。各

要素の特性については後述する。本調査では先行

調査で得られた閾値が二重偏波レーダー運用後も

有効かどうかを確認するとともに、二重偏波レー

ダーで新しく加わった要素の活用方法を調査した。 

   

2. 調査方法 

 本調査では、大阪府における局地的な大雨事例

を調査対象とするために、二重偏波レーダーに移

行後の夏期（2021 年 6～9 月および 2022 年 6～8

月上旬）において、前線や低気圧による大雨を除

いた警報級の事例を抽出した。閾値の有効性の検

証は、多画面ツールを用いて市町村単位で、閾値

を超過してからそこで基準となる雨量が出現する

までの時間を確認した。閾値は先行調査と同様に、

以下の 3条件を満たす場合とし、基準となる雨量

は、大阪府内の市町村の大雨警報の旧基準が 40～

60(mm/h)であることから、速報版解析雨量で基準

が一番低い 40(mm/h)とした（以下、「基準雨量」と

いう）。 

閾値: vil=15、vild=1.5、zmax=50 

鉛直積算雨水量：vil（kg/m2） 

鉛直積算雨水量の密度：vild（g/m3） 

最大反射強度：zmax（dBZ） 

今回対象となったのは 77事例である。また、こ

れらの事例の中から短時間強雨の事例について、

二重偏波レーダーで新たに加わった要素のうち

Zdr（反射因子差）およびρhv（偏波間相関係数）

との関係を調査した。以下に Zdrおよびρhvの説

明を記す。 

・Zdr（反射因子差）（dB）：粒子の縦横比で球形に

近いほど値が 0dBに近く、扁平になるほど値が

大きい。縦長の粒子では負の値となる。例えば、

0 dB付近では、霧雨、霰（あられ）、雹（ひょ

う）を、正の値では雨滴、負の値では大きな雹

を示すなど降水粒子の形態判別や粒形分布の情

報が得られ、粒子判別や降水強度の推定に有効。 

・ρhv（偏波間相関係数）：水平・垂直の信号の相

関係数。粒子形状の一様性を示し、1 に近いほ

ど一様性が高い。弱い雨および向きの揃った氷

晶は一様性が高く、融解層、氷の粒および雨滴

が混在した領域では一様性がやや低くなるなど

粒子判別に有効。 



①閾値を超過したあとに基準雨量を超過した 

②閾値を超過したが基準雨量を超過しなかった 

③閾値を超過しなかったが基準雨量を超過した 

※朝方と夕方で時間が離れているため別事例とした。 

 

第 1表 調査対象の事例数 

第 1図 2021年 6月 14日 00時 20分から 10分毎の多画面ツール画像 

上段：RaDAMoS指数の閾値（vil=15 kg/m2、vild=1.5 g/m3、zmax=50 dBZ）の超過領域(青色領域) 

下段：速報版解析雨量の 40mm/h（基準雨量）の超過領域(赤色領域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 調査結果 

3.1 RaDAMoS 指数による閾値と速報版解析雨量

の関係 

今回の調査対象事例について、①閾値を超過し

たあとに基準雨量を超過した市町村は 39 事例、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②閾値を超過したがその後基準雨量を超過しなか

った市町村は 37 事例、③閾値を超過しなかった

が基準雨量を超過した市町村は 1 事例であった

（第 1表）。ここで、1事例のみの③があった 2021

年 6月 14日の事例を第１図に示す。この事例は、

00 時 20 分に大阪市の沿岸で閾値を超過した領域

が出現し、時間とともにその領域は東進して、00

時 50分に東大阪市でも閾値を超過した。その後、

大阪市では、01時 00分以降に基準雨量を超過し、

01 時 20 分には、隣の東大阪市および八尾市でも

基準雨量を超過した。この事例において、八尾市

は閾値を超過した領域が無いにも関わらず基準雨

量を超過した。このことから、RaDAMoS 指数での

閾値では、基準雨量を超える可能性のあるおおよ

その領域は判定できるが、市町村単位まで正確に

判定することは困難であると推測される。一方、

閾値を超えてから基準雨量の超過までには 40 分

の時間的猶予があり、先行調査と同様の結果が得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③

2021年6月14日 2 1 1 30～40分

2021年7月14日 6 5 0 20～80分

2021年7月15日 04h台※ 5 0 0 30～50分

2021年7月15日 14h台※ 4 2 0 30～40分

2021年7月18日 7 8 0 20～60分

2021年8月1日 7 10 0 20～70分

2022年7月9日 3 7 0 20～40分

2022年8月6日 5 4 0 20～40分

対象事例日　
市町村数 閾値を超過してから基準雨量

を超過するまでの時間差

第 2図 2022年 7月 9日 21時 30分から 10分毎の多画面ツール画像 

上段：RaDAMoS指数の閾値（vil=15 kg/m2、vild=1.5 g/m3、zmax=50 dBZ）の超過領域(青色領域) 

下段：速報版解析雨量の 40mm/h（基準雨量）の超過領域(赤色領域) 



第 3図 2021年 6月 14日 00時 20分から 10分毎の多画面ツール画像 

上段：5分降水強度。A、Bの矢印は断面図の位置。白丸は RaDAMoS指数の閾値超過領域。 

中段：A-B間での反射因子差（Zdr）の断面図。太黒線は高度 0km、5km面。白丸は RaDAMoS指数の閾値超過領域。 

下段：A-B間での偏波間相関係数（ρhv）の断面図。太黒線は高度 0km、5km面。白丸は RaDAMoS指数の閾値超過領域。 

られたことから、時間的に事前に把握するには有

効であることは再確認できた。 

次に、②の事例として 2022 年 7 月 9 日の状況

を第 2 図に示す。この事例は、21 時 10 分に池田

市、豊中市で閾値を超える領域が現れ、この領域

は次第に大阪府南部へ移動した。この事例で基準

雨量を超過した場所は、閾値を超える領域が同一

地点で 2度出現している領域周辺であり、22時 10

分以降の堺市以南では基準雨量を超えることはな

かった。この事例から、雨雲の動きが早い場合は、

閾値は超えるが降水セルの停滞時間が短いため基

準雨量達する域は、セル進行方向の後面となり、

また、セルの衰弱期にも留意する必要がある。 

3.2 二重偏波レーダー要素の活用 

 3.1 より、閾値の監視は、ある程度の時間を確

保して事前に大雨領域を把握するためには有効で

あることが確認できたが、39事例中 8事例は、閾

値を超過してから基準雨量を超過するまでに 20

分しか確保できなかった。そこで、閾値を超過し

てから短時間で基準雨量を超過した事例について

要因を調べるために、二重偏波レーダー移行後に

加わった要素の Zdrおよびρhvを利用して、閾値

を超えてから 20 分以内に基準雨量を超過した事

例と、30分以上の時間猶予がある事例との違いを

調べた。 

まず、閾値から基準雨量を超過するまでに 30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上あった 2021 年 6月 14日の状況を第 3図に示

す。また、ニ重偏波レーダー各要素の取り得る値

の範囲と主な降水粒子の判別について第 2表に示

す。00 時 20 分に大阪市で閾値を超過した領域が

出現したときの断面図では、地上から上空まで

Zdr は 0dB付近、ρhv は 0.95 以上と、降水粒子が

球形で形状の一様性も高いことがわかる（第 2表）。

その後、時間が経つにつれて、地上付近の Zdrは

0dB～正の値に変化しているが、上空では降水粒子

の一様性に大きな変化は見られなかった。このこ

とから、上空には、粒径の揃った球形の雨滴また

は氷晶があり、それらが地上に近づくにつれて、

形状が扁平になっていると思われる。この時、上

空では、雨滴の形状が揃っていることにより落下

速度が一様で上空での雨滴の衝突併合が起こりに

くく、雨滴の成長が遅くなり、地上付近に到達す

るまで雨滴が大きくならなかったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdr 負の値 0付近(球形) 正の値（扁平）

主な降水粒子 大きなひょう 霧雨・あられ・ひょう 雨滴

ρhv（一様性）  <0.85 （低い） 0.85 ～ 0.95 （中程度） 0.97 < （高い）

主な降水粒子 非降水エコー 融解層・氷粒や雨滴の混在 弱い雨・向きの揃った氷晶

反射因子差（Zdr）：-4～10(dB)

偏波間相関係数（ρhv）：0～１

第 2 表：二重偏波レーダー各要素の取り得る値の範囲

と主な降水粒子の判別 



第 4図 2021年 7月 18日 14時 30分から 10分毎の多画面ツール画像 

上段：5分降水強度。A、Bの矢印は断面図の位置。白丸内は摂津市付近。 

中段：A-B間での反射因子差（Zdr）の断面図。太黒線は高度 0km、5km面。白丸は摂津市付近。 

下段：A-B間での偏波間相関係数（ρhv）の断面図。太い黒線は高度 5km面。白丸は摂津市付近。 

第 5図 2021年 7月 14日の 5分降水強度 

上段左の紫で囲った位置が大阪管区気象台。A-B 間は

第 6図の各要素の断面図に該当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、この事例では短時間で基準雨量を超す

ような雨にはならず、閾値を超えてからの時間確

保が可能であったと推測される。 

一方、閾値を超えてから基準雨量超過までの時

間が 20 分以内であった 2021 年 7 月 18 日の摂津

市付近の状況を第 4図に示す。摂津市では、14時

40分に閾値を超え 15時 00分に基準雨量を超過し

た。閾値を超過した領域の出現 10分前の 14時 30

分の断面図において、ρhv は 5km 以上上空では

0.965 より大きく、降水粒子の一様性は高いが、

5km 以下では 0.9 程度と不均一な分布を示してい

た。また、Zdr は 5km 以上上空では 0dB付近、5km

以下では 1～2dBであった。このことから、5km 以

下では、30 分以上の時間的猶予があった事例より

も早い段階で、降水粒子の大きさがばらばらの雨

滴に変わっていた可能性が高い。その後、閾値を

超過した 14時 40分以降の Zdr は、上空 5km以下

で 2～4dB、地上付近では 4～6dB、また、ρhv は

5km 以下で 0.9 程度と、雨滴がより扁平（粒の大

きな雨滴）で不均一な状態に推移した。このこと

から、短時間で基準雨量を超過した要因の一つと

して、上空の比較的高いところで氷晶が雨滴へと

変わり、その雨滴の大きさが不均一であるために

落下速度の違いが生じて、衝突併合による雨滴の

成長が早くなったことが考えられる。 

 最後に、二重偏波レーダーの特性がよく表れた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例として、大阪管区気象台（以下、気象台という）

で霰（あられ）を観測した 2021年 7 月 14日の事

例を紹介する。当時は、12時 30分ごろに大阪市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6図 2021年 7月 14日 13時 00分から 10分毎の多画面ツール画像 

上段：A-B間での反射因子差（Zdr）の断面図。太黒線は高度 0km、5km面。紫の枠は気象台上空。 

下段：A-B間での偏波間相関係数（ρhv）の断面図。太黒線は高度 0km、5km面。紫の枠は気象台上空。 

A-B間は第 5図の上段左の ABに該当。 

上段：5分降水強度。A、Bの矢印は断面図の位置。白丸は RaDAMoS指数の閾値超過領域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の北部～東部～東大阪市で雨雲が急速に発達し、

その雨雲が 14 時 30 分頃までほぼ停滞していた

（第 5 図）。その発達した雨雲付近の断面図を第 6

図に示す。13時に大阪市の東部（気象台東側）の

Zdr は地上から上空 7km にかけて正の値となって

いた。特に地上付近は、Zdr が 2～6dBと扁平で大

きな雨滴が存在することを示していた。13 時 10

分には上空 5kｍ以上の Zdr は-4～-1dB と負の値

に大きく変化している。これについて、MSM2021 年

7 月 14 日 03ZinitFt=1 によると、0℃等温度面が

約 4400ｍであることから、上空約 4400ｍ以上では

雨滴が凍結して比較的大きな氷粒が存在していた

と推定される。このことは、同時刻同領域のρhv

が地上から上空まで 0.85～0.95 と降水粒子がや

や不均一であることを示している状況からも、こ

の領域に大きな氷粒と雨滴が混在したことが推測

される。また、この Zdrの負の分布は、時間経過

とともに高度が下がっていることから、氷の粒が

上空で融解しきれずに地上に落下していく推移が

観測されていると考えられる。13 時 20 分に大阪

市の西部（気象台西側）では、Zdr が地上まで負

の値となっており、この付近では、霰もしくは雹

といった氷の粒が降っていたと推測される。当時

の気象台では、13 時 00 分から雨を観測し始め、

13 時 30 分から 13 時 45 分までは霰を伴う雨、13

時 45 分から再び雨を観測していた。降水量は、13

時 10 分～13時 20 分の 10分間で 13.5mm、13時 20

分～13 時 30 分の 10 分間で 18.5mm を観測し、13

時～14時の 1時間で 48.5mm の激しい雨を記録し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。これらのことから、この霰は、気象台上空に

西側の Zdr が負の領域が一時的にかかったため、

降水量は地上付近の Zdr が 2～6 dBの扁平で粒の

大きい雨滴領域がかかったものと考えられ、気象

台での観測結果との対応も良い。今まで定点観測

での判定が主であった降水種別の判別が、二重偏

波レーダーに更新されたことで面的に判別可能と

なることが期待できる。 

 

 4. 結論・まとめ 

 二重偏波レーダーへ移行後の RaDAMoS指数によ

る閾値から、警報級の大雨領域を把握する上で、

多画面ツールによる格子判定では、市町村単位で

の把握することは困難であることが判明した。ま

た、動きの早い雨雲に対して大雨領域を絞り込む

ことも不向きである。ただし、これらの閾値の特

性を考慮することで、40 分程度の時間的猶予を確

保しつつ、警報基準に達する雨が降る可能性があ

る領域を事前に把握する有効な手段であることが

再確認できた。また、二重偏波レーダーへ更新さ

れて新しく加わった要素である Zdr、ρhvから、

短時間で大雨となった事例では、上空の高い位置

から降水粒子の大きさが不均一であり、Zdr の値

が 5km面以下で高い正の値を示していることから、

雨滴が顕著に扁平になり雨滴の併合が発生するこ

とで大きな雨滴が分布していた。このことから、

これらの要素が、短時間で大雨になるような現象

を把握するために活用できる可能性があることが

示唆された。また、反射因子差の負の値の推移か



ら降水粒子を区別できることから、今までは官署

上空の目視観測のみであった降水種別の判定が面

的に可能となることも期待できる。しかし、今回

は該当事例数が少なかったので、有効性を判断す

るためには、事例数を増やして今後も解析を進め

る必要がある。 
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大阪府における熱雷判定ワークシートの改良 

 

山口夢香、生子貴之、北野昌寛、風早範彦、田口雄大（大阪管区気象台） 

 

 要旨 

 令和 4 年度気象防災支援技術検討会の取り組みとして、熱的要因による大雨の予測を支援する「熱雷

予測ツール」の早期注意情報[中]判定機能の改良を模索した。その結果、昼過ぎから夜のはじめ頃が対

象時間であったのを昼過ぎから夕方と、夜のはじめ頃の二分に、大阪府全域が対象領域であったのを大

阪北部と中部に、確度がなかったのを低い、やや高い、高いの３つに分ける改良案を提示した。 

 

 1. 序論（はじめに） 

 令和 4 年度気象防災支援技術検討会では、防災

関係機関に対する支援を目的に、予報技術の改善

に取り組んでいる。 

 大阪府の熱的要因（以下、熱雷）による大雨で

の警報発表事例は、指数基準となった 2017 年以

降 17 事例あり、比較的頻度が多い。しかし、この

大雨は最大降水量ガイダンスでの精度が低く、防

災関係機関の支援に有効となる前日からの早期注

意情報[中]を発表することは難しい。 

 熱雷予測ツールは、予測が難しい熱雷による雨

について、30mm/h 以上の雨となるのか、警報級の

雨になるのか、を判定するツールで、現業で夏季

に重宝するツールである。 

そのため、ツールの有効性を確認するために検

証を行い、精度向上と機能改善のために改良点を

模索した。 

 

 2. 早期注意情報[中]の判定機能 

 ツールの早期注意情報［中］の判定条件（以下、

[中]判定条件）を第 1 図に示す。ここで KI+は次

式で定義し、 

 

+ = ( 925− 600) + 925− 700 
 

T は気温、Td は露点、TTd は湿数を示し、添え字

は対象とする気圧面を表す（以下、同様）。 

KI+は、中下層の気温差が大きく、中下層が湿っ

ている環境で値が大きくなり、大雨となる可能性

がある。 

KI+の計算には気象庁メソスケールモデル（以下、

MSM）の翌日 18時予想データを使用する。データ

の領域は、本庁発雷確率ガイダンスで使用してい

る領域を細分化した第 2図（左）の②領域で、い

ずれかの格子で第 1図の条件を満たす場合、大雨

警報（浸水）を対象とした早期注意情報［中］の

判定有とする。 

判定有となった場合、大阪府における②領域の

みが早期注意情報［中］の対象となっている訳で

はなく、大阪府全域を対象として運用している。

対象時間は熱雷が発生しやすい昼過ぎ～夜のはじ

め頃である。 

 

3. 2022 年の［中］判定機能のスコア  

 2022 年の熱雷事例日のスコアを第 1表に、2018

年から 2021 年のスコアを第 2表に示す。 

熱雷事例日は、7～8月における近畿地方周辺に

じょう乱や前線がなく、天気図やレーダーエコー

から判断した。またスコアに用いた KI+などの値

は MSM 解析値を使用した。 

本年は 2017 年以降で初めて熱雷による警報基

準超過事例（以下、警報事例）がなかった年で、

見逃し率が計算できず、空振りが目立つ結果とな

った。2022 年のスコアも含めた 2018～2022 年の

空振り率は 0.79（見逃し率は 0.27）となり、ツー

ルの現業利用の有効性に疑義が出てきて、[中]判

定条件について見直す必要がある。 

北野ほか（2022）によると、自治体から気象庁

への要望として、大雨が「いつ」「どこで」「どの

くらい（確率）」に関する情報が求められている。

この視点に着目してツールの改良を図ったので、

次節以降で報告する。 



 

4. ［中］付加判定機能の改良 

4.1 判定領域の改良 

生子ほか（2021）は、本ツールに実装されてい

る 30mm/h 以上予測機能において、見逃しの抑止や

現業での利便性から、この機能が予測する第 2図

右の対象領域（以下、基本パターン領域）を、大

阪府の熱雷発生に影響のある日収束線(第 3図)に

応じて結合させた第 4図の領域（以下、ｍ領域）

での運用を提案している。この形は大阪府を北部、

中部、南部に見立てた形になっており、ユーザに

も分かりやすいので、早期注意情報の対象地域も、

ｍ領域毎に判定することを考えた。 

ｍ領域毎に[中]判定条件を決めるためには、ｍ

領域毎に警報事例の抽出が必要となる。2017 年以

降の熱雷による警報事例は、ｍ領域毎に集計する

と数が少ないので、2011～2016 年の熱雷事例日か

ら、警報事例として妥当な日も加えて条件値を作

成することにした。 

妥当と判断する基準は、先行降雨を考慮しない

警報基準を越える 1時間雨量(以下、換算雨量)の

何割とするかを念頭に、次の①～③の手法を採っ

た。 

① 2017～2022 年の熱雷による各警報事例におい

て、昼過ぎ～夜のはじめ頃における正時また

は正 30 分の 5km 格子最大 1 時間解析雨量を 5

㎞格子毎に集計。 

② 警報基準を超過した 5 ㎞格子における①の解

析雨量が、先行降雨を考慮しない警報基準を

越える換算雨量の何割に該当するのか、基本

パターン領域毎に各警報事例で集計。 

③ ②の集計結果から、見逃しが少なくかつ空振

りが少ない換算雨量の最適な割合を調査。基

準となる割合が大きいと警報事例を補足でき

ず見逃しが多くなり、小さいと空振りが多く

なる。なるべく警報事例のみを抽出すること

に主眼をおき、空振り率が小さくなることを

優先して、最適な割合を基本パターン領域毎

に決定 

このようにして決めた換算雨量の割合およびそ

の割合の雨量は第 3表となった。参考までに 2017

～2022 年の警報基準超過となった熱雷事例日に

おける最大 1時間解析雨量の平均値も掲載してい

る。この割合以上の 1時間降水量（以下、R1）を

解析した 2011～2016 年の警報事例数と 2017～

2022年の警報事例数を加えたデータは第4表とな

った。 

ｍ3領域は事例数が少なく、2017 年以降の指数

基準を満たした警報事例は 1事例もないので、熱

雷による早期注意情報の対象領域からは除外する

ことにした。 

4.2 対象時間の改良 

2017～2022 年の警報事例を時間帯で集計する

と第 5 表となった。 [中]判定条件の対象時間を

昼過ぎ、夕方、夜のはじめ頃に分割することを考

えたが、昼過ぎの事例数が少ないので、昼過ぎ～

夕方と夜のはじめ頃の二分にすることとした。 

条件値の導出に用いるデータの対象時刻は、熱

雷発生前の大気の状態が重要なので、夕方の対象

には 15 時の MSM 解析値を、夜のはじめ頃の対象

には、18時の MSM 解析値を用いることにした。こ

こで 2017～2022 年における二つの昼過ぎ警報事

例は、すべて 14時以降に基準を超過して 15時と

またがっており、昼過ぎの警報事例は 15時の MSM

解析値でおおむねカバーできると判断した。 

 条件値の決定にあたっては、見逃しを抑止する

ことに重きをおき、はじめに 8割以上の警報事例

を補足する KI+の基準値を決め、その補足した警

報事例において、対流の発生しやすさの指標とな

る自由対流高度（以下、DLFC）、平衡高度（以下、

EL）、シュワルター安定指数（以下、SSI）、また KI+

の式にある、中下層の気温差や中下層の湿り、お

よび KI+で補足されていない高度における同じよ

うな要素について、必要条件となる値を条件値と

した。ただしｍ２領域の夜のはじめ頃の警報１事

例においては、500m の DLFC が計算できず EL が

5000m 程度と極めて低い事例があったため、この

事例は見逃しとなるが条件から除外することにし

た。 

このようにして定めたｍ領域の条件値は、第 6

表となり、スコアは第 7、8 表となった。ｍ２領域

の昼過ぎ～夕方は、空振り率が 0.7 未満となって

おり、現業で活用性は高いが、他の時間および領

域では空振り率が約 0.8 以上となっており、判定

があれば見逃し率は低いために警報級の雨への注

視を強化するには役立てられる可能性があるが、

早期注意情報［中]を決断する上での活用には難し

い結果となった。 



4.3 新たな 1 時間降水量予測機能の開発 

4.3.1 40mm/h と 50mm/h 以上予測の必要性 

本ツールでは 30mm/h 以上の予測機能はあるが、

第 3表より、2017～2022 年における警報事例の解

析雨量は、ｍ１領域に該当する北摂と高槻_枚方、

ｍ２領域に該当する生駒山地で約 50mm/h を、ｍ２

領域に該当する大阪市では、約 40mm/h を解析して

いた。また 2016 年以前の警報事例と判断する 1時

間降水量は、第 3 表の換算雨量×割合から高槻_

枚方、生駒山地で約 40mm/h となっていた。そのた

め、[中]付加機能の確度の指標として、ｍ１領域

およびｍ２領域において 40，50mm/h 以上予測機能

の開発を模索した。 

50mm/h 以上の雨は、天気予報で「非常に激しい

雨」と表現されるため、この雨量を予測すること

は注意喚起の上でも重要である。 

4.3.2 重回帰分析 

4.3.2.1 説明変数の候補 

本機能の開発にあたっては、重回帰分析による

回帰式を導き、この回帰式を条件式にする手法を

採った。重回帰分析を行うにあたって、目的変数

を R1 とし、説明変数は降水量や積乱雲の発生お

よび組織化に関係しそうで 独立性もありそうな

第 9表を考えた。 

データは、2011～2022 年の熱雷事例日における

北摂と高槻_枚方と大阪市、生駒山地それぞれの昼

過ぎ～夜のはじめ頃にかけての 1 時間解析雨量、

12 時と 15 時の MSM 解析値、地上大阪市とアメダ

ス枚方の 12時気温を用いた。 

4.3.2.2 説明変数の加工 

重回帰分析を行うにあたり、データの一部を加

工した。15時の 700hPa と 850hPa の鉛直シアベク

トル（以下 WS7085）は、昼過ぎ～夜のはじめ頃の

50mm/h以上降水となった事例の8割程度が2以上

11m/s 未満（ｍ１領域）、2以上 8m/s 未満（ｍ２領

域）だった（第 5図）ため、この範囲にある WS7085

は“1”とし、範囲外は“0”とダミー変数に置き

換えた。この処置は鉛直シアが小さいと積乱雲が

組織化しにくく、鉛直シアが大きいと積乱雲が鉛

直方向に発達しにくいということより、WS7085 の

大きくなれば（または小さくなれば）、それに応じ

て R1 が大きくなる（または小さくなる）訳でない

ため、行った処置である。 

また 12時の 24 時間降水量についても、積乱雲

の発生しやすさに関係があると考えるが、降水量

との相関は小さいと考え、30mm 以上を“1”に、

未満を“0”に置き換えた。 

4.3.2.3 R1 と説明変数の相関 

このような処置を行った後で、各領域における

R1 と相関係数を求めたところ、第 10 表のように

なった。ここで、相関関係は注意報級以上の降水

量との関係を知るために、強い雨（20mm/h）以上

を解析した熱雷事例日を対象とした。 

第 10 表よりｍ２領域では R1 と相関が最も高い

SSI925-700hPa を、説明変数の第 1 候補と考え、

第 2の候補に、R1 との相関もあるが第 1候補とは

相関が低い 600hPa の風速を、同じように第 3 候

補は R1との相関があって、第 1 候補および第 2 候

補とは相関が低い 500ｍの収束を採用することに

した。同様の手順でｍ１領域は第1候補にSSI8550、

第 2候補に 500hPa の風速を採用することにした。

第 3候補は見出すことができなかった（採用の目

安とした R1 との相関係数 0.2 以上、説明変数同

士の相関係数を 0.2 以下を満たさなかった）。こ

れら二つから三つの変数で回帰式を作成すること

を試みた。 

4.3.2.4 重回帰分析による説明変数の有効性 

2011～2022 年のｍ１で 20mm/h 以上となった事

例（101 事例）、ｍ２領域で 20mm/h 以上となった

事例（99事例）に対し、重回帰分析を行ったとこ

ろ、説明変数の妥当性を示す p値と t 値は第 11 表

のようになった。ｍ２領域では一般的に妥当と判

断する p値 0.05 未満、t値の絶対値 2以上を満た

したが、ｍ１領域では 500hPa の風速が条件を満た

さなかったため、回帰式を作成することができな

かった。 

4.3.3 回帰式のスコア 

4.3.2 の結果から得られたｍ２領域の回帰式は 

 

1 = −6.48 × 9270− 0.73 × 600 
+0.026 × + 38.1 

 

となり、SSI が小さく、中層の風が弱く、収束が

大きければ降水量が多くなるという物理的に説明

可能な結果となっている。 

これらの回帰式で予想した 40mm/h 以上と

50mm/h 以上のスコアは第 12表となり、50mm/h 以

上は見逃し率が0.74と高いが、判定があれば50％



以上で当たる結果となっており、現業で活用でき

る精度と考える。なお同じ期間（2011～2022 年の

7～8 月）で集計した熱雷事例日における MSM ガイ

ダンス（初期値 03UTC）の 50mm/h 予測の見逃し率

は 0.98 で、空振り率は 0.67 である。 

4.3.4 早期注意情報［中］のレベル化 

[中]の確度は、現業で気象情報の発表判断時に

有効であり、自治体が求める声も強い。空振り率

を改善することが、[中]の確度を高めることにな

るため、4.2 で作成したｍ２領域の 15時または 18

時のいずれかで[中]付加の判定がある場合に、ｍ

２領域で 40mm/h 以上、50mm/h 以上の判定結果を

AND 条件で加えた場合のスコアを算出した（第 13

表）。 

40mm/h 以上、50mm/h 以上の判定がない場合の見

逃し率は、第 8 表より 0.10（昼過ぎ～夕方対象）

と 0.15（夜のはじめ頃対象）から、40mm/h 以上判

定ありの場合は 0.51 に、50mm/h 以上判定があり

の場合は 0.88 に改悪となるものの、空振り率は

0.68（昼過ぎ～夕方対象）と 0.79（夜のはじめ頃

対象）から、0.49（40 ㎜/h 以上判定あり）に、0.17

（50 ㎜/h 以上判定あり）に大幅改善した。 

「中」判定機能と、40 ㎜/h や 50 ㎜/h の降水量

予測を組み合わせることで、早期注意情報「中」

の確度を低い、やや高い、高いに分類できる可能

性がある。 

 

5. 現早期注意情報[中]の運用への活用 

現在の早期注意情報[中]の運用と同じく、対象

領域、対象時間を考慮しない場合の見逃し率、空

振り率の値は第 14 表となり、40mm/h の判定有の

場合は、現ツールのスコアより、空振り率、見逃

し率が改善されている。 

この結果より今回の改良を現在の早期注意情報

［中］の運用に即した利用をする場合、第 6図の

ワークシートが現業として有効に活用できる可能

性がある。 

 

 6. 結論・まとめ 

 本調査は、熱雷予測ツールの[中]付加機能を、

時間、場所、確度という視点で次のように改良す

ることを提案した。  

・ 時間について 

昼過ぎから夜のはじめ頃の対象から、用いる

データ時刻を切り替えることで昼過ぎから夕

方と、夜のはじめ頃の対象に二分する 

・ 場所について 

大阪府全体の対象から、警報超過となった領

域の統計調査などから大阪北部と中部の対象

に二分する 

・ 確度について 

重回帰分析を用いて作成した40mm/h以上予測、

50mm/h 予測に応じて大阪中部において、低い、

やや高い、高いに分類する 

またこれら改修は現在の運用に準じた利用でも、

現業で有効的に活用できるフローチャートを示し

た。 

 今後の調査については 

・ 時間について 

データ量を多くすることで、昼過ぎと夕方と

夜のはじめ頃に三分化する 

・ 場所について 

日収束線に応じて警報超過に至る市町村を精

査することで、北部と中部の切り分け方をよ

り正確にする 

・ 確度について 

ロジスティック回帰分析や新たな説明変数を

導入することで、北部のレベル化開発や本調

査で開発した中部の降水量予測の精度向上を

図る 

など改善できる余地が十分にあると考える。 
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第 1図 早期注意情報「中」付加判定の条件 

(ⅰ) KI+ ≧ 38 かつ T925 - T600 ≧ 22℃

(ⅱ) KI+ ≧ 38 かつ T925 - T600 ≧ 19℃
Td850 + Td925 ≧ 36℃
TTd600 ＋ TTd700 < 10℃

(ⅲ) 36 ≦ KI+ ＜ 38 かつ TTd600 ＋ TTd700 < 8℃

第 2図 左：現在の WS の判定格子（青枠②領域） 

右：30mm/h 以上予測の基本パターン領域 

g 領域は熱雷がないので対象外 

あり なし 計

あり 0 6 6

なし 0 17 17

計 0 23 23

0.74 見逃し率 -

0.00 空振り率 1.00

現ツールの
[中]判定条件

適中率

スレットスコア

2022年
大雨浸水警報基準超過

第 1表 現在の［中］付加判定条件による 2022

年熱雷日の分割表 

あり なし 計

あり 8 25 33

なし 3 71 74

計 11 96 107

0.74 見逃し率 0.27

0.22 空振り率 0.76

大雨浸水警報基準超過

現ツールの
[中]判定条件

適中率

スレットスコア

2018～2021年

第 2表 現在の［中］付加判定条件による

2018～2021 年熱雷日の分割表 

3 型 6 型 7 型 8 型 

第 3図 大阪に影響のある近畿地方の日収束 

3 型は第 4図のｍ１領域、6型はｍ３、7型はｍ１～３領域 

8 型はｍ１～２領域中心に雨が降りやすい 

第 4図 ｍ領域 

斜線は本ツールの対象外領域 

第 3表 基本パターン領域における警報基準超過となる換算雨量の割合 

※ 警報事例の平均 R1 は 2017～2022 年のデータ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 4表 2011～2022 年までの各領域における警報基準超過日数 

第 5表 2017～2022 年までの各領域における警

報基準超過日数 

第 6表 各ｍ領域における早期注意情報［中］の対

象時刻別条件値 

第 5図 700-850hPa の鉛直シアベクトルの大き

さと 50mm/h 以上を解析した日数の関係 

第 7表 ｍ１領域の改良案［中］判定条件の分割表 

上は昼過ぎ～夕方対象、下は夜のはじめ頃対象 

第 8表 ｍ２領域の改良案［中］判定条件の分割表 

上は昼過ぎ～夕方対象、下は夜のはじめ頃対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 9表 重回帰分析に用いる説明変数のグループと候補  

第 11 表 重回帰分析の結果 左：ｍ１ 右：ｍ２ 

第 12 表 ｍ２領域における回帰式の分割表 左：40mm/h 機能 右：50mm/h 機能 

第 10 表 説明変数候補と R1および説明変数同士の相関係数 左：ｍ１ 右：ｍ２ 

※ SSI9270 は 700-925hPa の SSI を、VV600 は 600hPa の風速（KT）を、CONV は 500ｍの収束を示す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 表 ｍ２領域における[中]付加機能＋降水量予測機能による警報基準超過分割表 

左：40mm/h 機能 右：50mm/h 予測機能 

第 14 表 改良[中]判定＋40mm/h 以上、50mm/h 以上判定の分割表 

※ スコアの算出は 2018～2022 年で算出 

※ 参考に現在の[中]判定のスコアも掲載 

第 6図 改良ツールによる早期注意情報[中]および気象情報の発表フローチャート 



Microsoft Forms を活用した防災気象情報に関する 

自治体アンケートについて 

～大雨警報事例直後の自治体担当者の生の声～ 
 

北野繁人、谷口育子、中平昭彦（大阪管区気象台） 

 

 要旨 

 大雨警報（以下、「警報」という。）発表時に各種防災気象情報等の”受け手”である自治体のニーズ

を把握するためにアンケートを実施した。その結果、多くの自治体で各種防災気象情報等が利用され参

考になったとの意見がある一方、一部の自治体からは、事前予想がなくリードタイムが確保出来なかっ

た事例を中心に、「大雨が収まったタイミングで警報発表となり現実の状況と乖離がある」等の防災体

制の構築に影響があったとする意見が寄せられるなど、気象台の情報発表や防災支援に課題があること

が分かった。 

 

 1. はじめに 

 2022 年度、気象防災支援技術検討会が立ち上げ

られ、「利用者の視点に立った解説技術」と、その

ような解説を可能にする「気象台の予報技術」を

一体的に改善することを目的とした検討が進めら

れることとなった。これを受けて、大阪管区気象

台予報課では「利用者のニーズ」を把握するため、

警報を発表した事例を対象として、今年度より気

象解説の振り返りに関するアンケートを実施して

いる。 

アンケートの送付団体は大阪府（関係 11部署）

及び府内 43市町村（以下、「実施団体」という。）

とし、府内いずれかの市町村に警報が発表された

場合を対象に、各現象終息後速やかに実施するこ

ととした。これには、日頃防災気象情報を利用す

る立場の自治体が抱いている率直な感想や不満、

要望等を、記憶が新しいうちに生の声として発信

してもらい、気象台の情報提供の改善の検討に繋

げたいというねらいがある。 

 

 2. アンケートの実施 

 アンケートは、Microsoft Forms を利用して第 1

図に示す様式を用いた。主な設問は、警報発表・

解除のタイミングが適切であったか、気象台が発

表する各情報は防災対応の参考になったか、そし

てそれらの理由や、その他自由な意見・要望等で

ある。送付に際しては、アンケートの参考となる

よう現象を解説する振り返り資料（第 2図）を添

付した。また、実施団体の業務上負担とならない

よう、「回答は必須ではないが、警報が発表された

第 1図 Microsoft Forms のアンケートフォーム 



市町村や警報が発表されていない市町村でも気象

台の情報提供に意見があれば、業務に支障のない

範囲で協力いただきたい」旨を記述して行った。 

第 3節では、アンケートの回答内容について報

告、考察するが、ここでの報告内容は、自治体の

ニーズを必ずしも全て反映しているとはいえない

ことに注意する必要がある。 

 

 3. アンケート結果 

 3.1.1 アンケート全回答結果概観 

 第 1表は、2022 年 4月～9月の期間内に行った

アンケート結果の集計表である。事例は合計 14

あり、それらを気象要因別に分類すると、大気不

安定が 8事例、低気圧が 2 事例、前線が 3事例、

台風が 1事例であった。 

全 14 事例について、実施団体の平均回答率は

22.4％で、警報発表市町村等に絞った平均回答率

は、57.2％であった。 

 全 14 事例中、大雨の早期注意情報［中］（以下、

「大雨［中］」という。）を発表し警報の可能性有

りを呼び掛けていたのは 10 事例で 71.4％、残り

は注意報級を予想、または事前予想なしであった。 

設問 4の「早期注意情報」「大阪府気象情報」「気

象台からのコメント」「気象台メール」（これらを

総称し、以下「防災気象情報等」という。）がそれ

ぞれ参考になったかの結果を第 3 図に示す。これ

より、防災気象情報等は概ね 8割程度の実施団体

で「参考になった」と考えられていることが分か

る。この理由としては、大勢が「事前の体制構築

の準備に役立ったから」というものであった。た

だし、気象台からのコメントについては、「見てい

ない」が 10.7％となっており、他の防災気象情報

等と比較して高い割合を示していた。気象台から

のコメントを見ていない理由として、「業務繁忙時

に確認する時間が取れない」「通知機能がなく、い

つアップされるか分からないため使いづらい」と

第 2図 現象を解説する振り返り資料の例（2022 年 9 月 19 日～20 日の令和 4年 台風第 14 号事例の時のもの） 



いった意見があげられた。 

防災気象情報等が「参考とならなかった」理由

としては、「早期注意情報が発表されていないなど、

事前の予想がなかった」「気象台からのコメントだ

けでは、現実に局地的な強雨がどこで起こるか分

からないため、リアルタイムで雨雲の動きを見て 

第 3図 設問 4「各防災気象情報が参考になったか」の回答結果[％] 
集計は全回答を対象に行っており、回答総数(N)を円グラフ中央に示す。 

第 1表 アンケートを実施した事例の概要、回答数、回答内容の概要 
アンケートの回答内容の集計は、警報が発表された市町村及び警報が発表された市町村に関係する府の部署（両者を
あわせて、以下「警報発表市町村等」という）の回答のみで行っている。 

※1 一連の現象の中で最初の警報発表時刻を示す。8/17 の事例では、2:47 の警報は 5:16 に全て解除し、次の現象により
20:48 に警報を発表している。これらを一つの事例としてアンケートを行った。 

※2 直前の 17 時予報の段階で早期注意情報[中]以上を発表していた場合を「警報級」、気象台からのコメントで「注意
報を発表予定」又は「注意報を発表する可能性がある」と記述した場合を「注意報級」、その他の場合を「予想な
し」としている。 

※3 「早期注意情報」、「大阪府気象情報」、「気象台からのコメント」、「気象台メール」で利用した情報が全て「参
考になった」との回答の場合は「全て参考になった」、全て「参考にならなかった」との回答の場合は「全て参考
にならなかった」、全て「利用していない（情報を見ていない）」との回答の場合は、「全て見ていない」に集計
している。   

※4 アンケートで、「体制を執るのが遅れた」、「人員の手配に支障があった」など、防災対応に支障があった旨をコメ
ントした警報発表市町村等の数を示す。  



いる方が参考になる」、「現象が始まってから気象

台からのコメントの更新や気象台メールが来なか

った」などが挙げられていた。 

 3.1.2 警報発表市町村等の回答結果概観 

自治体が防災体制を執るトリガーはそれぞれ異

なるが、警報発表としている場合が多い。このた

め、以下では自治体の実際の防災対応に気象台の

情報が参考になっているかを検証するため、警報

発表市町村等の回答のみで分析を行う。 

第 4図は、警報級の事前予想があった場合、注

意報級までであった場合、なかった場合に分類し、

それぞれの場合において防災気象情報等が参考に

なったかを集計したものである。事前にメインシ

ナリオまたはサブシナリオで警報を予想していた

場合、少なくともいずれかの防災気象情報等が「参

考になった」と回答した警報発表市町村等は

95.8％に上った。事前に注意報の可能性に言及し

ていた場合も 83.3％が「参考になった」と回答し

た。一方、事前予想のない事例については、「全て

参考にならなかった」の割合が高く、66.7％であ

った。 

事前に大雨［中］を発表していたにもかかわら

ず防災気象情報等が「参考にならなかった」とい

う回答が幾つか見られた。理由として、「範囲が府

下全域でありピンポイントで分からない」「警報発

表前にホットラインで問い合わせた際に警報への

言及がなかった」などがあった。 

警報発表・解除のタイミングについて、「適切」

または「不適切」とされた回答を集計したところ、

発表は「適切」が 21件、「不適切」が 35件であっ

たのに対し、解除は「適切」が 32件、「不適切」

が 16 件（表略）と、発表の方が「適切でない」の

割合が高かった。発表のタイミングが「適切でな

い」理由として、「大雨が収まったタイミングで警

報が発表されている」という意見が多く見られた。 

 今回の対象事例の中で、大雨［中］を発表して

おり、当該情報を「参考にしている」という意見

が多数であったにもかかわらず、自由意見におい

て「防災体制構築に支障があった」と回答した自

治体が複数あり、警報発表のタイミングも「不適

切」の割合が多い事例があった。以下に、詳しく

見てみることとする。 

 3.2 2022 年 8月 6 日事例概要 

 8 月 6 日 9 時の地上天気図を第 5 図に、9 時 00

分から12時30分までの30分毎の降水強度及び注

意報・警報の発表履歴を第 6図に示す。近畿地方

では南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で

大気の状態が不安定となり、大阪府では朝から断

第 5図 2022 年 8 月 6日 9時の地上天気図 

第 4図 設問 4「各防災気象情報が参考になったか」の回答について「事前の予想」が「警報級」、「注意報級」、「予
想なし」の場合に分けて示す。集計は、警報発表市町村等の回答のみで行っている。 



続的に雨が降り、発達した積乱雲の影響により局

地的に1時間に50mm以上の非常に激しい雨を解析

した。雨雲が急発達したことで、浸水の危険度が

急激に上昇した一方、強雨域は順調に動いたため、

危険度が高い状態は継続しなかった。危険度が上

昇するタイミングでは強雨域が既に抜けつつあっ

た自治体もあった。 

当該事例では、前日（5日）夕方時点で、6日終

日を対象とした大雨［中］を発表しており、気象

台メールにおいてもサブシナリオとして「6 日に

かけて警報を発表する可能性がある」旨を記述し、

送付していた。だが実際の経過については、警報

の発表は実況対応となり、十分なリードタイムの

確保はできない結果となった。最初の警報は大阪

市及び東大阪市に 9時 26分に発表、以後計 5市に

発表し、12 時 34 分に全て警報解除となった。雨

雲が停滞せず衰弱も早かったことから、警報継続

時間は短い自治体で 30分程度となった。 

3.3 2022 年 8月 6 日事例に見る生の声 

 アンケート結果では、回答のあった自治体の内、

警報発表のタイミングが「適切」は 0件、「不適切」

が 5件、警報解除のタイミングが「適切」は 1件、

「不適切」は 5件（表略）であった。これら「不

適切」の理由として、「大雨が収まったタイミング

での警報発表となり現実の状況と乖離がある。発

表のタイミングが遅い」「警報発表から注意報への

切り替えまで約 30分しかなく、その後注意報が解

除されたのが夜のはじめ頃だった。結果論だがそ

の間降雨もなく、解除が遅すぎる」という意見が

あがっていた。 

また、防災体制に支障が生じたとされたものに

は、「休日であり、警報発表から解除まで 1 時間未

満しかなかったため、参集要請途中での警報解除

となり、混乱が生じた。自治体としての対応が取

れない」という意見が複数見られた。 

一方で、上記のように防災体制構築に混乱があ

ったとしつつも、事前に発表された防災気象情報

等が参考になり、参集にあたっては支障が出なか

ったと回答した自治体も見られた。 

ただし、多く寄せられた意見からは、事前の情

報提供に加えて、リードタイムを確保した警報発

表が強く求められているということが分かった。

今回は大気不安定の事例を見てみたが、その他の

事例でも同様の傾向であった。 

 

 4. 結論・まとめ 

今回のアンケートでは、「利用者のニーズ」を把

握するため、自治体が感じている率直な意見や声

を拾い上げることを目的として行った。 

アンケートの結果から、防災気象情報等は、多

くの自治体が利用しており、情報収集や防災体制

構築の準備に役立っていることが確認できた。一

第 6図 2022 年 8 月 6日 9時 00 分から 12 時 30 分までの 30 分毎の降水強度（上側）、注意報・警報の発表履歴（下側） 



方で、これらの情報を利用していない自治体も少

数ではあるが見受けられ、その中でも利用してい

ない割合が最も高かったのは「気象台からのコメ

ント」であった。当該情報は、休日にも更新が行

われるため、防災体制を執る自治体にとってもメ

リットがあると気象台では考えているが、この結

果を踏まえると改善の余地がある。この改善とし

て、気象台メールの本文中に気象台からのコメン

トのリンク先を明示し、利用を促すことを行うよ

うにしたが、当該情報中に自治体が求める「いつ」

「どこで」「どの程度」の現象が予想されるかを記

載する等、これまで以上に解説内容を充実させる

ことが望まれる。また、気象台からのコメントに

対する意見として、「業務繁忙時に確認する時間が

取れない」「通知機能がなく、いつアップされるか

分からないため使いづらい」といったものがあり、

課題が残る結果となった。これについては、例え

ばインターネット防提のメール配信機能を利用し

て通知をすることで、プッシュ情報として提供で

きるため、今後のシステムの更新が望まれる。 

防災気象情報等が「参考になった」理由として、

「早期注意情報により心構えができた」「防災気象

情報等が体制構築、準備の参考となる」などがあ

った。逆に「参考にならなかった」、警報発表・解

除のタイミングが「不適切」など、防災気象情報

等の改善に繋げるべき意見のうち代表的なものと

しては、「大雨が収まったタイミングでの警報発表

となり現実の状況と乖離がある」「警報の継続時間

が短すぎて職員参集に混乱をきたす」「夜間帯の発

表だと職員の参集が困難」「早期注意情報の対象地

域が広域であり利用しにくい」というものがあり、

これらの意見は事前予想がなくリードタイムの確

保が出来なかった事例で特に多く見られた。この

課題については、予報技術のさらなる向上に取り

組むと共に、事前の防災支援の充実についても模

索していきたい。 

一度も回答のなかった実施団体や回答率が高く

ない事例もあったが、自由記述欄では多くの率直

な意見が寄せられ、特に警報の発表のタイミング

については防災体制の構築に影響が大きいとの声

が多かった。このことからも、事前の情報提供に

加えてリードタイムを確保した防災気象情報の発

表が望まれる。アンケート結果は予報現業にも随

時共有を行っており、また、警戒レベル 4 相当の

事例や台風事例については実施団体との振り返り

を実施し、その際にアンケートに記載された意見

や要望に対する回答を行っている。 

今回は、対象期間内で不安定降水の事例が多数

を占めており、低気圧や台風など、事前の予想が

比較的可能となる事例の場合には、今回と異なる

意見・要望が出ることが考えられる。 

今後は、気象防災支援技術検討会において、予

報技術面と解説面の両面から振り返りの議論が行

われ、地域防災支援の強化策のあり方及び、それ

に必要な予報技術の改善策の検討が行われる。そ

こで別の視点からニーズの掘り起こしが必要とな

れば、その検討会の内容を受けて、来年度のアン

ケートのあり方や実施内容について検討していき

たい。 



大阪管区内の陸域の浅い地震のマグニチュード分布について 

（ＰＦ法導入以降の決定状況と問題点） 

 

千葉紀奈、明田川保（大阪管区気象台地震火山課） 

 

 要旨 

 大阪管区気象台管轄領域内における陸域の浅い地震の処理結果を用いて、自動震源決定処理手法（PF

法）導入以降のマグニチュードの決定状況を調査した。その度数分布からは M0.5 近くまでほぼ漏れな

く地震を検知できており、地震活動の統計調査等に利用可能なマグニチュードの下限が大幅に改善して

いることがわかる。一方で、震源決定処理の方法が切り替わる業務上の閾値である規模の地震個数に明

らかな不足がみられる。それは、おそらく PF法による自動処理の M に対して、オペレータ処理による M

計算結果がばらつくことに起因するが、欠損の割合が大きいことから改善が必要である。 

 

 1. はじめに 

 気象庁では文部科学省と協力して気象庁、防災

科学技術研究所、大学等の関係機関の地震波形を

一元的に収集し、P相、S相の到達時刻や最大振幅

を読み取り震源決定処理を行っている（以下、こ

の処理によって生産された高精度の震源データを

一元化震源という）。一元化震源は 1997 年 10 月

の運用開始以降安定して生産されてきた。しかし、

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の

発生とその後の余震活動により処理が遅れ、震源

決定数の完全性を確保するマグニチュード（以下、

M と表記）下限を上げざるを得なくなった。その

後、オフライン処理で震源を補完し、従来のレベ

ルに戻すまでには 2年以上かかっている。 

 その後、このような事例に対しても Mの小さな

地震まで効率的に処理し、安定した活動監視がで

きるよう気象庁では自動震源決定処理手法（PF法）

を開発（溜渕他、2016）し、2016 年 4月 1日より

運用を開始した。その効果は 2週間後に発生した

平成 28 年（2016 年）熊本地震で早くも明らかに

なった（Tamaribuchi、2018）。 

 ところで、大阪管区気象台の管轄領域内（以下、

管区内という）には、海域には南海トラフ地震の

想定震源域があるが、日常的な地震活動は東北日

本に比べて極めて低調であり、ほとんど活動域と

呼べるものはない。また、内陸には山崎断層帯、

有馬－高槻断層帯など地震調査研究推進本部によ

り長期評価されている活断層が多数存在し、地震

活動域も大小様々に見られるが、それらも日常的

には微小地震活動がほとんどである。 

しかし、活断層の多い管区内においてそうした

地震活動を監視すべきことは当然であり、将来の

大地震の予知が困難であるとしても、その状況を

的確に把握し理解しておくことが重要である。そ

して、微小地震の震源は PF 法の導入以降、顕著に

その数を増やし、また 6年が経過してデータの蓄

積も進んでいる。 

 そこで、管区内の陸域の浅い地震処理結果を用

いて、PF 法の導入以降著しく増加している微小地

震の決定状況を、特に Mに着目して調査した。 

 

 2. 調査 

 本調査は、PF 法導入（2016 年 4 月 1 日）から

2022 年 7 月 31 日までの第 1 図に示すデータを主

に対象とする。陸域の浅い地震のみを抽出するに

あたり、内海については紀伊水道北部から安芸灘

までを含めた。東京管区との境界は福井県、岐阜

県、三重県であるが、滋賀・岐阜県境、滋賀・三

重県境については、震源データに割り当てられて

いる震央地名番号が県境で区切られていない部分

があるため、若干岐阜県と三重県側のデータを含

んでいる。また、震源の深さは 30km 以浅で、深部

低周波地震を含まない。 

 以下に、グーテンベルク・リヒター則（GR 則）



に基づく簡単な調査を行った結果を示す。 

 

 2.1 M 度数分布の状況 

 GR 則は、横軸に M、縦軸（対数軸）に地震個数

をとってプロットしたとき、１に近いある一定の

傾き（b 値）を持って直線状に分布する性質をい

う。それは 0.1 刻みの M毎の個数に対しても、そ

の M以上の積算個数に対しても同様に成り立つ。

この性質は少なくとも M0.0 程度まではどのよう

な活動にもおおよそ成り立つと考えられているが、

観測能力の限界により網羅的に震源を決められな

い M以下になると、直線から外れて上に凸の形を

とる。 

第 2図は、一元化震源の M 度数分布である。左

図は一元化開始から防災科学技術研究所の高感度

地震観測網（Hi-net）導入まで、中図は Hi-net 導

入から PF法導入まで、右図は PF法導入以降（第

1 図に示した震源データ）である。また、積算個

数に重なるように引いた直線は M の下限を 1.8 と

して最尤法をあてはめた結果を示す。左図では M

度数のピークとなる M が他に比べて大きい。Hi-

net 導入以降は、PF法導入前後（中図、右図）で

ほとんど状況は変わらないが、中図では M1.8 よ

り小さい M側で積算個数のプロットが緩やかに直

線の下側になっていく（徐々に数が不足している）

ようにも見える。その減り方はわずかであるが、

縦軸が対数軸で 10 の 4 乗から 5 乗程度に相当す

ることから、数としては少なくない。 

地震活動を監視したり統計処理したりする際に

は完全性の担保として GR 則を満たす下限 M 以上

のデータを用いるのが一般的である。そこで第 3

図に、第 2図で M1.8 とした最尤法をあてはめる M

下限値を移動させたときの b値の変化を示した。

図からは Hi-net の導入以降 M1.0 未満まで安定的

に検知できていることが見て取れるが、PF 法導入

前までは、下限 M が小さくなるにつれｂ値も徐々

に小さくなっていく。それに対し、PF法導入以降

は M0.5 程度まで一定の b値（0.9 前後）を維持し

ている。それは PF 法導入に

よって M が小さくなるにし

たがって少しずつ数が不足

する状況が改善され、完全

性の高いデータが得られて

いることを示している。 

なお、ここまであえて言

及してこなかったが、ここ

で第 2 図の右図をあらため

てみると、0.1 刻みの Mの個

数プロットにM1.7の顕著な

不足が認められる。同様な

第 1 図 本調査で用いた震源データの震央分布。M は

0.0 以上、深さは 30km 以浅である。 

第 3図 第 2図の M度数分布に M下限を変えて最尤法

をあてはめたときの b値の変化。緑：第 2図の左、橙：

同図の中、青：同図の右。 

M 下限値 

b 値 

第 2図 一元化震源の M度数分布（横軸：M、縦軸：地震数）。白丸は 0.1 刻みの M

毎の度数、青丸はその M以上の積算度数である。また、bは最尤法であてはめた直

線の傾きである。 左：1997 年 10 月 1 日（一元化開始）～2000 年 9 月 30 日、

中：2000 年 10 月 1 日（Hi-net 導入）～2016 年 3 月 31 日、右：2016 年 4 月 1 日

（PF 法導入）～2022 年 7 月 31 日 



ばらつきは規模の大きい側にもあるが、その個数

は 10 の 2 乗以下程度の増減に基づくのに対し、

M1.7 は 10 の 3 乗程度あり、相当数の地震が M1.7

だけ少ない。第 3 図の b 値にも M1.7 に落ち込み

がある。 

実は PF法導入以降の処理における M1.7 は特別

な規模であり、陸域の浅い地震に対して PF 法の

処理結果（以下、自動震源という）が M1.7 以上の

場合は自動震源を破棄し、オペレータがあらため

て地震波形を検測し直してより精度の高い震源に

置き換える作業を行う（以下、その震源を精査震

源、作業を精査検測という）。一方、M1.7 未満の

場合には、オペレータの確認を経てそのまま自動

震源を採用するか、問題があれば簡易的処理を施

し修正した震源を採用する。それら作業の流れを

第 4図に示す。第 4図からわかるように、M1.7 以

上のすべての地震が Mの修正対象になる。こうし

た作業は地震調査委員会からの要請（地震調査委

員会、2014）に基づき、同委員会等に対する精密

な震源処理結果の提供などを目的に行われ、一元

化震源の高い品質を保証するために行われている。 

 

 2.2 M1.7 前後の詳細 

第 1表は、第 2図の右図において下限を M0.7 に

して直線をあてはめ直した結果を期待数とした場

合に、実際に観測された 0.1 刻みの Mの地震個数

がどの程度あるかを示したものである。M 下限を

下げたのは、より小さい M まで適正にあてはめる

ためで、b値は 0.93 となった。 

M1.7 を中心に±0.5 の範囲をみると M1.7 だけ

期待数の 65%しかない。これは一見明らかな異常

にみえる。こうした結果をもたらす原因は、おそ

らく第 4 図に示した精査検測による Mが自動震源

の Mに一致せず、ばらつくことに起因する。 

一元化震源には、自動震源に A,簡易的処理によ

る震源に k（小文字）、精査震源に K（大文字）と

それぞれフラグを付してあるので、M1.0 から M1.7

における各フラグの割合を第 2表にまとめた。 

M1.5 以下をみると、ほぼ 9 割程度が Aで、Mが

修正されうる簡易的処理による k は高々1 割しか

ない。それは PF 法が非常に優れている証左であ

り、多くの自動震源が修正されずに登録されるこ

とを示している(第 4 図参照)。ただし、簡易的処

理に移行する判断の決め手は自動震源の P、S 相

の読み取り不良がほとんどであり、M に主として

関係する最大振幅の読み取り不良で移行すること

はごく稀である。 

一方、M1.6 は A の割合が 8 割弱と他より少な

く、K が 1 割以上ある。有感地震の場合は M に関

わらず精査検測をするため、第 2 表にその数を記

したが、それがわずかであることから、ここでの

K の多くは自動震源と精査震源の M の不一致に起

因するものであり、精査検測により M1.7（以上）

から下方修正されたことを示している。そして、

M1.6 以下の簡易的処理から M1.7 以上に上方修正

される事例は上述のとおりわずかであり、M1.6 以

下の Kが主として M1.7 の個数を減らす。 

K については、単純な下方修正とは考えにくい

M1.4 以下や有感地震を除外しても M1.5、1.6 が

M1.7 の 3 割以上あることが第 2 表からわかり、

M1.7 の欠損の割合と整合的である。なお、M1.8 以

第 1 表 第 2 図の右図について M0.7 を下限とするあ

てはめ直線を期待数としたときの、各 Mの地震観測数

と捕捉率。 
M 期待数 観測数 捕捉率 M 期待数 観測数 捕捉率

2.2 428.0 439 1.03 1.7 1244.2 812 0.65

2.1 529.8 483 0.91 1.6 1540.3 1655 1.07
2.0 655.9 652 0.99 1.5 1906.7 1788 0.94
1.9 811.9 772 0.95 1.4 2360.4 2280 0.97
1.8 1005.1 924 0.92 1.3 2922.0 2854 0.98

1.2 3617.2 3650 1.01

第 4 図 自動震源の M1.7 を閾値とする震源決定作業

の流れ。 

第2表 PF法導入以降に登録されたフラグごとの地震

個数と割合。Kフラグの（）の数は有感地震数。 

M A K k A(%) K(%) k(%)
1.0 5257 28 (0) 481 91.2 0.5 8.3
1.1 4111 22 (2) 411 90.5 0.5 9.0
1.2 3351 16 (1) 283 91.8 0.4 7.8
1.3 2561 28 (2) 265 89.7 1.0 9.3
1.4 2010 43 (5) 227 88.2 1.9 10.0
1.5 1543 60 (5) 185 86.3 3.4 10.3
1.6 1288 200 (14) 167 77.8 12.1 10.1
1.7 0 812 0 0.0 100.0 0.0



上にも同様な不一致はあるはずだが、M1.8 以上で

は上方修正、下方修正されたデータを互いにやり

取りする形になるため、顕在化しないのだろう。 

人為的な要因も考えられる。オペレータは精査

検測に移行する際、まずは適切な観測点分布を得

るために近傍少数の観測点で簡易的な震源を決め

るが、その段階で M1.6 以下になったらそのまま

終えているかもしれない。しかし、第 2表にみら

れる M1.6 以下の Kの存在がそれに否定的である。

M1.7 より小さくなってもオペレータが最後まで

規則通り作業していることを示唆するからである。

ただし、こうした不正登録で数を増やすと考えら

れるkについてAに対する比率を計算するとM1.6

は他に比べて若干多く、不正行為がないとも言い

切れない。いずれにしても全体としては M1.6 の k

が他より極端に多い事実はないことから、ここで

あえて取り上げるほどの影響はおそらくないだろ

う。 

以上から、GR則から期待される地震個数に見ら

れる M1.7 の 35%の欠損は、M1.7 を境に異なる方

法を導入しているための見かけ上のもので、自動

震源と精査震源の Mが完全に一致しないことに起

因する。そして、現状の方法を続ける限り不一致

を 0にすることはおそらく困難だろう。しかし、

その割合が無視できないほどに大きすぎる。 

精査検測ではノイズレベルを十分に超えた記録

の最大振幅のみを読み取るため、現状における最

良のデータであるとの前提に立てば、PF法による

最大振幅データを再確認する必要があるかもしれ

ない。その観点から考察を進める。 

精査検測と PF 法の処理とに適用される観測点

選別ロジックは同じであるが、M 計算に使われる

観測点数は異なる。精査検測では M計算には最大

40地点が使用される。一方、PF法では、内陸の場

合、現状では最大 32地点が使用されている。その

ため、同じ Mであっても M 計算に使われるデータ

数に系統的な差があり、それが影響しているのか

もしれない。そこで、M1.6 と M1.7 の精査震源と

M1.6 の自動震源について、検測値データから 1イ

ベントあたりの平均最大振幅データ数を求めた。

その結果は、M1.6 の A が 23.0、K が 22.7、M1.7

の K が 27.3 であった。M1.7 は A がないので比較

できないが、最大 32 地点であることと、Mが大き

くなれば最大振幅データ数も増えることを考えれ

ば、おそらく M1.7 の K と大差ないだろう。つま

り、データ数に系統的違いがあるわけではなく、

データの質的違いである。 

M 計算式は観測点における最大振幅の大きさと

距離減衰項からなり、後者は震央距離の対数で表

現されることが多い。気象庁では震央距離と震源

の深さの二次元テーブルを用いているが、考え方

は同じである。つまり、震央に近い観測点ほど最

大振幅が大きく震央位置の変化に敏感であるが、

大小の変化は震央を適切に囲むことで平均化によ

り相殺される。それに対し、遠方観測点は最大振

幅が小さくなることでノイズの影響を受けやすく、

また、震央位置の変化には鈍感であるが方位が偏

りやすい。そして、精査検測においては、最低で

もノイズの 2倍程度以上のシグナルを有している

データを採用し、また、観測点は震央に対して偏

らないように注意深く処理される。精査検測によ

る M計算には含まれにくいこうした S/N の良くな

い方位の偏ったデータが PF 法での M 計算に相対

的に多く含まれるのではないだろうか。 

 

 3. まとめ 

PF 法の導入から 6年が経過し、データの蓄積が

進んできたことから、震源決定数に著しい増加が

みられる管区内の陸域の浅い地震について、M の

決定状況に着目して調査した。 

M 度数分布からは、PF 法導入以降 GR 則を満た

す M下限がそれ以前のデータに比べて明瞭である。

すなわち、より小規模の地震まで検知漏れのない

良質なデータを蓄積できていることがわかった。 

一方、PF 法の処理から精査検測に切り替わる

M1.7 の地震個数に不足がみられる。その割合は無

視できないほどに大きく、現状では統計的な期待

数の 35%に達している。それは M1.7 を境に処理方

法を変えることによる見かけ上のもので、この方

法を続ける限り完全に解消することはおそらく困

難だろう。そして、その手続きは地震調査委員会

による要請を踏まえたものであり、現状において

必要な措置でもある。しかし、気象庁としての今

後を考えるならば、精査検測による M に PF 法に

よる Mを今のうちにできる限り近づけ、不一致の

割合を減らしておくことが、今後自動化を一層進

めるためにも必要と思われる。そのためにも PF法

による M 計算精度、特に最大振幅データの品質を



再確認すべきである。一元化震源は今後も永く生

産され続けることから、一般ユーザーに無用な誤

解を与えないためにも単に現状を改善する補正的

変更ではなく、長期的な安定を期待できる改善が

必要だろう。 
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ドップラーレーダーやライダーがとらえた山岳波 

 

岸本満（関西航空地方気象台） 

 

 要旨 

 関西国際空港において、2021 年 8 月 17 日の夜のはじめ頃に、ドップラーレーダーやライダーにより

シアーラインが検出された。このシアーラインの成因が和泉山脈による山岳波であったことがドップラ

ーレーダーやライダーにより可視化され確認できた。また、山岳波の形成には、風が山に直交すること

や山頂付近の上空が安定成層となっていることが重要であることも確認できた。 

 

 1. はじめに 

 関西国際空港では、航空機の離着陸に影響する

シアーライン（以下 SL）やマイクロバースト（以

下 MB）をドップラーレーダー（以下 DRAW）やライ

ダー（以下 LIDAR）により自動検出し管制官やパ

イロットに低層ウィンドシアー情報として提供し

ている。また、SL や MB が予想される時又は検出

された時はウィンドシアーに関する飛行場気象情

報を発表している。 

この自動検出された SLや MBのなかで、2021年

8月 17日に検出された SLや MBは、成因が関西国

際空港の南側に位置する和泉山脈の影響により発

生した山岳波であったことが DRAW や LIDAR によ

る可視化で確認できたので紹介する。 

* DRAWは、電波を用いて降水粒子からの反射・

散乱をもとに降水分布やドップラー効果を利用し

て風の状況を観測している。一方、LIDAR は電波

ではなく赤外光を利用し DRAW と同じ原理を用い

て大気中のエーロゾルの動きから風の状況を観測

している。赤外光は降水粒子中では急速に減衰す

るため降水時は観測できないが、降水時は DRAW、

晴天時は LIDARと使い分けることで空港の風の状

況の観測を常時可能としている。 

 

 2. SL・MBの成因となった山岳波 

2.1 地勢 

関西国際空港は大阪湾の南東部にあり陸から約

5km に位置する。南側には東西に連なる和泉山脈

が、その背後には紀伊山地がある。また、西には

淡路島があり、その間の南西方向には紀淡海峡が

ある（第 1図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

2.2 2021年 8月 17日の事例 

1020～1105UTCにかけて、滑走路周辺で SLや MB

が検出された。1030UTCの DRAWドップラー速度仰

角 0.7と 2.7deg（第 2図）及び 1031UTCの LIDAR

ドップラー速度仰角 0.7と 3.0deg（第 3図）では、

和泉山脈付近からレーダーサイト（以下サイト）

にかけて南風となっている。  

この南風は和泉山脈の北斜面で強く、サイトの

南 5km付近で弱く、サイト付近で再び強くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

                      

                        

                      

第 1図 地勢図 

出典：「地理院地図」URL https://maps.gsi.go.jp/   

第 2図 DRAWドップラー速度 2021年 8月 17日 1030UTC  

仰角 左：0.7deg 右：2.7deg、km/mはサイトからの距離/

ビーム高度、SLはシアーライン 
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* DRAWや LIDARは、寒色系がサイトに近づく風、

暖色系がサイトから遠ざかる風を表している。 

同時刻の DRAW ドップラー速度の南北断面図で

は、和泉山脈北斜面で強い南風が下降し、地表付

近で反射し上昇に転じ、サイトの 5km南付近が山

となり（この山の地表付近では南風が弱まり淀み

層となっている）再びサイトに向かって下降する

波が発生している（第 4図）。この波は、和泉山脈

により形成された山岳波であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この時の SL は、ドップラー速度が大きい和泉

山脈の北斜面とドップラー速度が小さいサイトか

ら南3～5kmとの間で検出されている（第2、3図）。    

また、SLは LIDARの速度幅の乱れの大きい線状

のエリアと対応がよい（第 5図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DRAW や LIDAR で、SL は線状で収束性の風の

急変域を、MBは発散性の風の急変域を検出してい

る。また、速度幅は、空間内のすべてのエーロゾ

ルの動きが一様なら 0となり、ガストを含むよう

な乱れた風の場合は大きくなる。 

 2.3 考察 

 山岳波は安定した大気中の気流が山岳強制上昇

させられて生じる振動が伝搬する内部重力波で、

山に対する風の直交成分と山頂付近の大気の安定

度が重要な因子であると言われている。そこで、

2021 年 8 月 17 日の事例及び比較事例として山岳

波が発生した 2022年 6月 23 日と、風が山に直交

したが山岳波が発生しなかった 2022年 9月 19日

について、風の直交成分や大気の安定度を調べた。 

 2.3.1 2021年 8月 17日の事例 

 2.3.1.1 地上気圧配置 

 太平洋高気圧が日本の南東海上から張り出し、

前線を伴った低気圧が日本海西部を北東進した

（第 6 図）。なお、山岳波が発生した時の地上風

は、おおむね 17015ktであった。 

 

 

 2.3.1.2 下層風 

山岳波が発生した時間帯とその前の発生しなか

った時間帯について、関西国際空港の南側の和泉

山脈の標高が 300～400mであることから、山頂付

近からその上空の高度 1000～3000ft（約 300～

900m）を、LIDARのドップラー速度仰角 3.0deg、

毎時大気解析（975・950・925hPa）、航空機自動観

測データ（以下 ACARS）、空港低層風情報（以下

ALWIN）を用いて比較した。 

* ALWINは DRAW・LIDAR・地上観測の風向風速を

用いた、1000ft 以下の着陸経路上の風向風速や

3000ft以下の空港代表風などに関する情報。 

LIDARのドップラー速度仰角 3.0degのビーム高

度が約 1500ftとなるサイトの南 10kmでは、山岳

波が発生している時は南風、山岳波が発生してい

ない時は南南西風であった（第 7図）。 
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風が強いエリア 風が強いエリア 

風が弱いエリア 

SL 

風が弱いエリア 

SL 

第 3図 LIDARドップラー速度 2021年 8月 17日 1031UTC

仰角 左：0.7deg 右：3.0deg、km/mはサイトからの距離/

ビーム高度、SLはシアーライン 

第 4図 DRAW断面図 2021年 8月 17日 1030UTC 

断面の走向は第 2図の南～北、点線矢印は山岳波 
第 6図 地上天気図 2021年 8月 17日 1200UTC  

第 5図 LIDAR 速度幅 2021年 8月 17日 1031UTC 

左：仰角 0.7deg 右：仰角 3.0deg、km/mはサイトか

らの距離/ビーム高度 
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ALWIN は、空港代表風の高度 1000ft において、

山岳波が発生している時の風向は 190°、山岳波

が発生していない時の風向は 200～210°であっ

た（図省略）。 

毎時大気解析では、関西国際空港の南側の 975・

950hPa の風は山岳波が発生している時は南風 25

～30kt、山岳波が発生していない時は南南西風 25

～30kt、925hPa はいずれも南南西風 30～35kt で

あった（第 8図、975と 925hPaの図は省略）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACARSでは、高度 1000～3000ftの風は、山岳波

が発生している時と発生していない時、いずれも

南～南南西風 20～30ktであった（第 9図）。 

山岳波が発生している時と発生していない時の

下層風向は南と南南西で大差はないが、和泉山脈

に直交する 180°に近い風向で山岳波が発生して

いる。 

2.3.1.3 下層大気の安定度 

大気の安定度を、山岳波が発生した時間帯とそ

の前の発生しなかった時間帯について、ACARS を

用いて調べた。 

山岳波が発生している時と発生していない時の

いずれも地上～約 1000ft まで中立、約 1000～

2000ft まで安定、2000～5000ft まで中立であっ

た。和泉山脈の山頂付近からその上空が安定であ

ることは、和泉山脈で強制上昇させられた空気が、

安定層で負の浮力を得ることになり、山岳波が形

成されやすい成層状態であったと考える（第 9図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 2022年 6月 23日の事例 

1125～1335UTCにかけて、滑走路周辺で SLや MB

が検出された。1221と 1231UTCの LIDARのドップ

ラー速度仰角 0.7deg では和泉山脈付近からサイ

トにかけて南風となっており、サイトの南 10km付

近で強く、サイトの南 5km付近で弱く、サイト付

近で再び強くなっている（第 10図）。この時間帯

は無降水で DRAWの断面図は得られないが 2021年

8月 17日の事例と同様に平面図ではドップラー速

度の強弱が南から交互にみられることから和泉山

脈により形成された山岳波と考えた。なお、SLは

サイトの南 8km付近のドップラー速度が大きいエ

リアから小さいエリアとなる境界で、MBはサイト

の南南西 5km付近のドップラー速度が小さいエリ

アから大きいエリアとなる境界で検出されている

（第 10図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10km/573m 10km/573m 

第 7図 LIDARドップラー速度 仰角 3.0deg 2021年 8月

17日 左：1030UTC(山岳波あり) 右：0805UTC(山岳波な

し)、矢印は風向、km/mはサイトからの距離/ビーム高度  

第 8図 毎時大気解析 950hPa 風(短矢羽 5kt・長矢羽 10kt)

と気温 2021年 8月 17日 左：1100UTC(山岳波あり) 

右:0800UTC(山岳波なし)  

第 9図 航空機自動観測データ(ACARS) 2021年 8月 17日

06～11UTC 実線は温位、風は短矢羽 5kt・長矢羽 10kt 

ACARSは大阪国際空港を中心に±0.2°以内のデータ  
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MB 
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風が弱いエリア 

第 10図 LIDARドップラー速度仰角 0.7deg 2021年 6月 23

日 左:1221UTC 右:1231UTC. km/mはサイトからの距離/ビー

ム高度、MBはマイクロバースト、SLはシアーライン 
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また、SLは 2021年 8月 17 日と同様に速度幅の

乱れの大きい線状のエリアと対応がよい（図省略）。 

* DRAW は 11 仰角、LIDAR は 3 仰角で観測して

いる。LIDAR は仰角数が少ないので断面図として

は利用できない。 

2.3.2.1 地上気圧配置 

高気圧が日本の東海上を南東進し、前線を伴っ

た低気圧が朝鮮半島付近を東北東進した。山岳波

が発生した時の地上風は、おおむね 180°10ktで

あった（第 11図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 下層風 

LIDARのドップラー速度仰角 3.0degでビーム高

度が約 1500ftとなるサイトの南 10kmでは、山岳

波が発生している時は南風、山岳波が発生してい

ない時は南南西風であった（第 12図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALWIN は、空港代表風の高度 1000ft において、

山岳波が発生している時の風向は 190°、山岳波

が発生していない時の風向は 200～210°であっ

た（図省略）。 

毎時大気解析では、関西国際空港の南側の 975・

950hPa の風は山岳波が発生している時は南風 20

～25kt、山岳波が発生していない時は南南西風 20

～25kt、925hPa はいずれも南南西風 20～25kt で

あった（第 13図、975と 925hPaの図は省略）。 

ACARSでは、高度 1000～3000ftの風は、山岳波

が発生している時と発生していない時、いずれも

南～南南西風 15～25ktであった（第 14図）。 

下層風向は山岳波が発生している時は南風、発

生していない時は南南西風で 2021年 8月 17日と

同様な結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 下層大気の安定度 

大気の安定度を、山岳波が発生した時間帯とそ

の前の発生しなかった時間帯について、ACARS を

用いて調べた。 

山岳波が発生している時としていない時、いず

れも地上～1000ftまで中立、1000～3000ftまで安

定、3000～5000ftまで中立であった。成層状態は、

和泉山脈の山頂付近から上空が安定で、その上空

が中立な成層となっており、2021 年 8 月 17 日と

同様な結果となった（第 14図）。 

2.3.3 2022年 9月 19日の事例 

0200～1100UTC頃にかけて、DRAWドップラー速

度仰角 2.7degは、和泉山脈付近からサイトにかけ

第 11図 地上天気図 2022年 6月 23日 1200UTC  

10km/573m 10km/573m 

第 12図 LIDARドップラー速度仰角 3.0deg 2021年 6月

23日 左：1231UTC(山岳波あり) 右 0801hPa(山岳波なし)

矢印は風向、km/mはサイトからの距離/ビーム高度 

第 13図 毎時大気解析 950hPa 風(短矢羽 5kt・長矢羽

10kt)と気温  2021年 6月 23日 左：1300UTC(山岳波あ

り) 右:0800UTC(山岳波なし) 

第 14図 航空機自動観測データ(ACARS) 2022年 6月 23日

08～13UTC、実線は温位、風は短矢羽 5kt・長矢羽 10kt 

ACARSは関西国際空港を中心に±0.5°以内のデータ  
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て山脈に直交する南風となっているが、強弱はな

く一様な強さで、SL や MB は検出されなかった。

また、DRAW断面図でも波は確認できず、山岳波は

発生していない。（第 15図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この時の LIDARの速度幅では乱れの大き

いエリアが一様に広がっている（強風時の特徴）

（第 16図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 地上気圧配置 

台風第 14 号が西日本を北東進した。地上では

170～180°25～30ktの強風となった（第 17図） 

 

 

 

 

 

2.3.3.2 下層風 

 

 

2.3.3.2 下層風 

0500UTCの LIDARのドップラー速度仰角 3.0deg

でビーム高度が約 1500ft となるサイトの南 10km

では南風、毎時大気解析の 975・950hPaでは南風

30～50kt、925hPa は南風 60kt（第 18 図、975 と

925hPa の図は省略）、この時間帯の ACARS1000～

3000ftは南風 20～40ktとなっている（第 19図）。

ALWINデータは取得できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3 下層大気の安定度 

この時間帯の成層状態は ACARSでみると、地上

付近～5000FTにかけて、中立となっており風が混

合している。このことから風向が山脈に直交して

も風速が強い場合には混合層が発達し山岳波が形

成できないと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.まとめ 

2021年 8月 17日に DRAWや LIDARで検出された

SL や MB は、成因が山岳波であることが DRAW や

LIDARで可視化されたことにより確認できた。 

この日と山岳波が発生した 2022年 6月 23日及

び下層風が和泉山脈に直交する南であったが山岳

波が発生しなかった 2022年 9月 19日の事例を用

いて山岳波の形成について調べた。結果、山岳波

20km/1006m 
10km/518m 

南 

北 

和泉山脈 高度 1000ｍ 

高度 3000ｍ 

北 南 

関西国際空港 

風の波がなく一様  
風の強弱がなく一様  

第 15図 DRAWドップラー速度 2022年 9月 19日 0430UTC 

左：平面図仰角 2.7deg、右：左図の南北断面図、km/mは

サイトからの距離/ビーム高度 

第 17図 地上天気図 2022年 9月 16日 0600UTC  

10km/573m 

第 18図 2022年 9月 19日 0500UTC 左：LIDARドップラ

ー速度仰角 3.0deg、km/mはサイトからの距離/ビーム高

度、矢印は風向、右:毎時大気解析 950hPa風(短矢羽

5kt・長矢羽 10kt・旗矢羽 50kt)と気温 

UTC 

ft 

304 

305 

306 

303 
中立層 

（混合層） 

山岳波は発生していない 

乱れが大きいエリア 

第 16図 LIDAR 速度幅 2022年 9月 19日 0500UTC 

左：仰角 0.7deg 右：仰角 3.0deg 

第 19図 航空機自動観測データ(ACARS) 2022年 9月 19日

02～06UTC、実線は温位、風は短矢羽 5kt・長矢羽 10kt 

旗矢羽 50kt  ACARSは関西国際空港を中心に±0.5°以内

のデータ  



の形成には①山脈に風向が直交すること②山頂付

近の成層が安定であることが重要で③下層風が強

いと山脈に直交する風向でも混合層が発達し山岳

波は発生しないことが確認できた。 

DRAWや LIDARのドップラー速度では、今回を含

め、これまでに山岳波やダウンバーストが可視化

できた。ドップラー速度は風の現象を可視化する

ことが可能であり、合わせて ACARSや ALWINで地

上～約 3000ft の気温や風データを用いて調査す

ることにより、詳細な構造が解析できると考える。 
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日本航空（株）及び全日本空輸（株）からの航

空機自動観測データを利用させていただきまし

た。厚く御礼申しあげます。 



注意報・警報の基準変更に伴う大雪フローチャートの改修 

 

飯田早苗、小林祥悟、田中滋司（彦根地方気象台） 

 

 要旨 

 滋賀県の大雪判断に利用しているフローチャートを大雪警報・注意報の 12 時間降雪量基準に対応さ

せ、かつ一層の警戒を呼びかける目安を追加する改修を行った。環境場から大雪の可能性を判定するた

め新たに若狭湾の海面水温を利用したところ、大雪警報・注意報の現象は概ね捕捉でき、空振りも抑え

られたが、一層の警戒の呼びかけに対しては空振りが多く見逃しもあって、さらなる改良が求められる。 

 

 1. はじめに 

 予報現業において大雪注意報・警報の判断に利

用している「滋賀県大雪基本パターン適用フロー

チャート」（第 1 図、以下現 FC）は、大雪警報・

注意報が 24 時間降雪量基準であった頃に作成さ

れたため、12時間降雪量基準に対応させるべく改

修を行った。また、令和 3年 12 月には深刻な交通

障害をもたらした大雪が発生し、大雪警報の一段

上となる大雪の予測が求められているため、その

目安についても検討を行った。ただし、850hPa 風

向風速による領域判定は注意報・警報の基準変更

に関わらないため変更しない。 

 

 2. 調査の概要 

 使用した実況積雪データはアメダスや部外観測

所（滋賀県、滋賀国道事務所、近畿地方整備局、

水管理・国土保全局）で、3 時間毎（0 時、3 時、

6時・・・）の積雪深差から 3時間降雪量（以下、

S3）を算出した。また大雪を判断する環境場とし

て、現 FC と同じ小浜（第 2 図の赤×）のメソ解析

値（解析時刻は 0～21 時の 3時間毎）と、新たに

若狭湾付近の海面水温（日毎、第 2図の赤四角）

を使用した。 

 実況の S3 がどの程度の降雪量に当たるか判断

するため、大雪警報・注意報基準と一層の警戒（以

下、厳重警戒）を呼びかける目安の概ね 1/4 以上

を 3 時間降雪量の目安（以下、S3 目安、第 1 表）

とした。 

第 1表 S3 目安 

S3(センチ) 注意報級 警報級 厳重警戒

北部/山地 8以上 13以上 18以上

北部/平地 5以上 10以上 13以上

南部/山地 7以上 10以上 13以上

南部/平地 3以上 8以上 10以上

第 1図 滋賀県大雪基本パターン適用フローチャート 

予報技術マニュアル「滋賀県大雪基本パターン適用フ

ローチャート」（Ver.2017.01））より 

滋賀県大雪基本パターン適用フローチャート

①冬型気圧配置となり滋賀県に降雪が予想される

②500hPa5220～5400m付近のJet対応正渦度帯が滋賀県付近を指向
③850hPa風向がW～N
★以下GPVを用いて判定

ア 500hPa気温 -33℃以下
または

600hPa気温 -27℃以下

イ 700hPa気温 -21℃以下

ウ 850hPa気温 -6℃以下

エ 600hPa湿数 6℃以下

上記ア～エのうち3つ以上該当
※領域（E2～K3）については850hPa風速による判定あ
り（風速＜10m/sの場合、注警報級としない）

オ 700hPa気温 -18℃以下

ウ 850hPa気温 -6℃以下

カ 700hPa湿数 6℃以下

上記オ、ウ、カのうち2つ以上該当

※領域（E2～K3）については850hPa風速による判定あり（風速＜
10m/sの場合、注警報級としない）

該当コマでS3≧10cmの可能性
4コマ程度なら大雪警報発表を検討

ただしメソβ擾乱が滋賀県を通過する場合2コマ程
度で終わる可能性が高い。

該当コマでS3≧3cmの可能性
6～7コマ程度なら大雪注意報発表を検討

実況

監視

量
的
予
想

注意報
領域予想

警報領域予想

滋賀県の大雪基本パターン(改良版)

Yes

Yes

Yes

No

No

No

A

B

D1 D2E1 C

F1 F2 E2 G

J I H

K3 K2 K1

850hPa風向  により領域判定をする

基本パターン
領域名称

A
長浜山地：

中河内

B
湖北山地：

長浜・米原

C
湖北平地：

長浜・米原

D1
近江西部山

地：高島

D2
近江西部山

地：高島

E1
近江西部平

地：高島

F1※
大津市北部
山地：高島・

大津北部

F2※
大津市北部
平地：高島・

大津北部

G※
湖東山地：彦
根・多賀・愛

荘

E2※
湖東平地：

湖東全市

H※
東近江山地：

東近江・日野

I※
東近江平地：
東近江全市・

野洲

J※
近江南部：
近江南部全

市

K1※
甲賀山地：

甲賀

K2※
甲賀平地：

甲賀・湖南

K3※
南部山地：
大津・栗東・

甲賀・湖南

注意報基準 30 30 20 30 30 20 30 20 30 20 30 10 10 10 10 10

警報基準 60 60 50 60 60 50 60 50 50 40 50 30 30 30 30 30

対象市町
or

「市町村をま
とめた地域」

長浜市
長浜市
米原市

長浜市
米原市

高島市 高島市 高島市
高島市
大津市

高島市
大津市

彦根市

多賀町
愛荘町

「湖東」
東近江市
日野町

「東近江」
野洲市

「近江南部」 甲賀市
甲賀市
湖南市

大津市
栗東市
甲賀市

湖南市

W
270～279
W～WNW
280～292
WNW～NW
293～315
NW～NNW
316～337
NNW～N
338～360
【H24年度滋賀県気象研究会「2011年度寒候期の大雪事例調査（大雪1）、大雪事例の統計的調査（大雪2）」、H25年度全予検資料、H28年度滋賀県気象研究会「ワークシートの検証」参照】
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注意、警戒を要する期間

注意報、警報の期間の決定には
GDCのS3、S24の値も参考にする。

第 2図 2021 年 12 月 18 日の海面水温 

赤四角は若狭湾付近の海面水温（℃）、赤×は小浜 



 2.1 抽出事例 

 2020 年度、2021 年度冬季において冬型の気圧配

置となり、かつ 12時間降雪量 20センチ以上を観

測した事例について、実況の S3から北部、南部の

山地、平地の各領域の最大値を求め、S3目安をも

とに 3時間毎に注意報級、警報級、厳重警戒の階

級に分けた。ただし、対象時間帯の前後各 2コマ

（6 時間、以下、3 時間毎の時間帯を 1 コマとす

る）に同じ階級の降雪がなかった場合は、1 段下

げ、つまり厳重警戒は警報級に、警報級は注意報

級、注意報級は注意報未満とし、継続時間が短い

場合（2 コマ以下）はさらに 1 段下げた。以上の

処理を行い、注意報級以上の事例を抽出した。 

 2.2 調査方法 

 コマ毎の階級とメソ解析値（925hPa～600hPa の

湿数、気温）との対応を調査する。 

環境場については、現 FC では主に各層の気温

に一定の閾値を使用していた。しかし、気温が同

じでも時期によって相対的な寒気の強さに違いが

ある。そこで、下層の温度場として 850hPa 気温を

調べるだけではなく、温かい海面から大気中に取

り込まれる水蒸気量の影響を見るため、850hPa 気

温と海面水温との差について、上空寒気による安

定度として 850hPa と 700hPa 又は 600hPa との気

温差についても調査した。また現 FC と同様に湿

潤層の厚さについても調べた。ここで、メソ解析

値は 3時間コマを挟んだ 2データの最大値もしく

は最小値とした（例えば未明コマに対しては 0時

と 3時のメソ解析値の最大値もしくは最小値）。 

 

 3. 調査結果 

 厳重警戒 12 コマ、警報級 33 コマ、注意報級 111

コマの合計 156 コマを対象に、メソ解析値との対

応を調査した。 

 3.1 湿潤層の厚さ 

湿潤層の厚さについて、注意報級以上はいずれ

も 925hPa、850hPa とも湿数の最小値は 6℃以下

（以下、湿潤）であった（図略）。第 3図によると、

700hPa 湿数の最小値（以下、700TTD）は注意報級

の 6コマを除き、その他の注意報級以上はすべて

湿潤であった。また 600hPa 湿数の最小値（以下、

600TTD）は注意報級のうち湿潤であったのが 28％

だったのに対し、警報級以上は 79％が湿潤であっ

た。つまり、湿潤層の厚さについては現 FCの閾値

を変更する必要はなかった。 

 3.2 安定度 

安定度について、850hPa と 700hPa 又は 600hPa

の気温差の最大値（以下、ΔT(850-700)、ΔT(850-

600)）（第 4図）を見ると、ΔT(850-700)は注意報

級の 5コマを除き、その他の注意報級以上はすべ

て 9℃以上であったが、注意報級と警報級以上で

閾値を変更するほどの差はなかった。これに対し、

ΔT(850-600)は注意報級と区別でき、警報級以上

はすべて 15℃以上、さらに厳重警戒については 1

コマを除いて 18℃以上とさらに大きかった。ちな

みに 850hPa と 500hPa の気温差も確認したが、注

意報級と警報級以上に特段の差は見られなかった

（図略）。 

 3.3 850hPa 気温と海面水温との差 

第 5図によると、850hPa 気温と海面水温との差

第 3図 700TTD と 600TTD 

 第 4 図 ΔT(850-700)と ΔT(850-600) 

第 5 図 ΔT(SST-850)と 925T 



の最大値（以下、ΔT(SST-850)）は、注意報級以

上のコマは 18℃以上、警報級以上はほぼ 21℃以

上だった。厳重警戒については、12月事例は 24℃

以上だが、2月事例は約 22℃と時期により差が出

た。 

 3.4 下層温度場 

ΔT(SST-850)が約 22℃だった 2月の厳重警戒 3

コマは、特に北部の平地で大雪となった事例で、

地上気温は湖岸沿いの平地でも日中は氷点下とな

っていた（図略）。925hPa 気温の最小値（以下、

925T）を確認したところ、約-5℃の寒気が入って

おり、十分な降水があれば平地でも氷点下となり

降雪量が増えることが見込まれる気温であった。 

また、850hPa 気温の最小値（以下 850T）は、注

意報級以上が-6℃以下、警報級以上が-7℃以下と、

閾値に差をつけるほどではなかった（図略）。 

 

4.  大雪フローチャートの改修 

4.1 大雪フローチャートの提案 

前項の調査結果より、注意報級以上、警報級以

上、厳重警戒の各閾値をまとめ（第 2表）、大雪フ

ローチャート案（第 6図、FC案）を作成した。こ

の FC 案に示す通り、使用するモデルの不確実性

を考慮し、注意報級と警報級については条件のう

ち 1つ非該当であればサブシナリオとして、サブ

注意報、警報級［中］を検討することとした。ま

た、厳重警戒の条件②については、海面水温の高

い時期を対象にΔT(SST-850)を a条件、海面水温

の低下する厳冬期を捕捉するため 925T を b 条件

に設定した。 

FC 案を運用する際は、調査の段階で S3 を基準

の概ね 1/4 以上としており、継続時間が短い現象

は注意報・警報基準に達しないため、3～4コマ以

上継続した場合に注意報・警報の発表を検討する。 

4.2 大雪フローチャートの検証（メソ解析値） 

2020 年度、2021 年度冬季の抽出事例について、

FC 案によるメソ解析値を使用した判定と実況を

コマ単位で比較・検証した結果が第 3表である。 

FC 案判定による「厳重警戒」46コマのうち実況

で厳重警戒となったのは 8コマと空振りが 8割以

上となっており、FC 案の「厳重警戒」判定の利用

は慎重になる必要がある。「厳重警戒」と「警報級」

判定を合わせた警報超過率は 0.50 と警報級［高］

とするには適中率がやや低いが、コマ毎の判定で

はなく、1～2日程度の事例毎で見ると、FC 案判定

「警報級」以上は 9事例あって、そのうち 8事例

は実況 S3 によると警報級事例であり、事例単位

での適中率は高い。 

また、FC案判定「警報級［中］」の警報超過率は

0.22 で、すべての警報級事例を捕捉できているた

め、警報級［中］の目安としては適切である。 

FC 案判定「警報級［中］」と「注意報級」を合わ

第 2表 大雪の条件 
項目 注意報級 警報級 厳重警戒

TTD≦6℃湿潤層 925～700hPa

ΔT(850-700)

ΔT(850-600) ----- ≧15℃ ≧18℃

850T

925T ----- ----- ≦M5℃

ΔT(SST-850) ≧18℃ ≧21℃ ≧24℃

925～600hPa

≦M6℃

≧9℃

第 6図 大雪フローチャート案 

第 3表 FC 案検証結果（メソ解析値） 

※1 厳重警戒、警報級判定を合計した捕捉率、※2厳重警戒、警報級、警報級［中］判定を合計した捕捉

率、※3 厳重警戒、警報級、警報級［中］、注意報級判定を合計した捕捉率、※4 厳重警戒、警報級、警報

級［中］、注意報級、サブ注意報判定を合計した捕捉率 

超過率 捕捉率 捕捉率 捕捉率
厳重警戒 8 17 18 3 46 0.17 0.67 0.54 0.56 --

警報級 3 7 11 3 24 0.13 -- 0.42 0.78※1 --

警報級[中] 1 9 17 18 45 0.02 -- 1.00※2 0.60 0.58※2

注意報級 0 0 57 41 98 0.00 -- -- 0.58 0.95※3

サブ注意報 0 0 4 19 23 0.00 -- -- 0.97※4

なし 0 0 4 -- -- -- -- -- -- --
合計 12 33 111 -- -- -- -- -- -- --

0.00 0.17

--
--

0.50
0.93

0.88

0.22
0.59

0.00

合計
厳重警戒 警報級以上 注意報級以上

超過率 超過率
　　　  実況
 予想

厳重警戒 警報級 注意報級 なし



せた注意報超過率は 0.59、FC 案判定「注意報級」

以上における捕捉率も 0.95 と概ね注意報級以上

を捕捉できている。FC案判定「サブ注意報級」で

も捕捉できず見逃しとなった注意報級 4コマのう

ち 3 コマについては、隣接コマで継続して FC 案

判定「注意報級」となっており、問題ないと思わ

れる。 

4.3 大雪フローチャートの検証（メソモデル） 

2020 年度、2021 年度冬季の抽出事例についてメ

ソモデル（以下、MSM）による FC案の検証を行っ

た。抽出事例を 1 日単位で厳重警戒、警報級、注

意報級に分ける。例えば、1 コマでも警報級があ

れば警報事例日とし、厳重警戒事例 5日、警報級

事例 9日、注意報級事例 23日、合計 37 事例日に

ついて検証した。 

事例日前日の 00UTC 初期値（例えば事例日が 2

日であれば 1 日 00UTC 初期値）の MSM を FC 案で

判定し、事例日に 1コマでも FC案判定「警報級」

があれば、その日は警報判定日とする。 

事例日毎に FC 案の判定結果と比較・検証した

ところ（第 4 表）、「厳重警戒」判定の空振りは 7

割以上と高く、2事例日の見逃し（いずれも FC 案

判定「警報級[中]」）もあったが、うち 1 事例日

（2021/12/17）は 1コマ遅れの翌日未明コマから

FC案判定「厳重警戒」となっており、時間的な誤

差があった。しかし「厳重警戒」と「警報」判定

を合わせた警報級超過率は 0.83 と高い。さらに

「警報級[中]」判定を合わせた警報級以上の捕捉

率は 0.93 で、警報見逃しとなった 1 事例日

（2021/12/25）も 1コマ遅れの翌日未明コマから

FC案判定「警報級[中]」となっており、FC案は警

報級を判断するには適当である。 

注意報級事例については、大雪となった事例を

抽出し検証しているため超過率は掲載していない

が、その中で「サブ注意報」判定でも補足できな

かった事例日（2022/1/1）があった。 

4.4 大雪フローチャートの修正 

前項で見逃しとなった注意報級事例（2022/1/1）

は、ΔT(850-700)が閾値未満で、湿潤層も 700hPa

までの発達はなかったため FC 案判定「なし」とな

ったが、ΔT(SST-850)は厳重警戒閾値の 24℃以上

となっており、800hPa までは湿潤となっていた。 

そこで、「サブ注意報」条件の追加を検討するた

め、実況 S3は注意報級だが MSM による FC案判定

は「なし」であった 17コマを抽出した。 

いずれも 700TTD が 6℃以上、ΔT(850-700)が

9℃以下と、湿潤層と安定度の注意報級の条件は満

たしていないが、800hPa までは湿潤で、850T は-

6℃以下だった。また、13コマは 925T が厳重警戒

の-5℃以下、15 コマは ΔT(SST-850)が警報級の

21℃以上と、1 コマを除いて、両方もしくはいず

れかを満たしていた。 

以上より、注意報級の現象を捕捉するため、① 

925,850,800hPa 湿数≦6℃②850T≦-6℃③Δ

T(SST-850)≧21℃または925T≦-5℃の3条件を満

たせば「サブ注意報」とするフローを追加する（第

7図、以下新 FC）ことで、注意報級見逃し事例を

「サブ注意報」判定で捕捉することができる。 

 

 5. 大雪フローチャートの利用例 

 2021 年 12 月 26 日から 27 日にかけての厳重警

戒事例を対象に、MSM による新 FC判定を利用した

場合の予報判断や気象防災支援について検討し、

実況との比較を行った。 

5.1 事例の概要 

日本付近は強い冬型の気圧配置となり、滋賀県

第 7図 新大雪フローチャート 

第 4表 FC 案検証結果（メソモデル） 

※1※2は第 3 表と同じ 

超過率 捕捉率 捕捉率

厳重警戒 3 6 2 11 0.27 0.60 0.82 0.64

警報級 0 1 0 1 0.00 -- 1.00 0.71※1

警報級[中] 2 1 6 9 0.22 -- 0.93※2

注意報級 0 1 14 15 0.00 -- --

サブ注意報 0 0 0 0 -- -- --

なし 0 0 1 1 -- -- --

合計 5 9 23 37 -- -- --

厳重警戒　　　  実況
 予想

厳重警戒 警報級 注意報級 合計
警報級以上

超過率

0.83

--

0.33

0.07

--

--



では北部や東近江を中心に記録的な大雪となった。

26日 11 時 15分発表の「大雪に関する滋賀県気象

情報」では大雪に一層の警戒を呼びかけた。彦根

では 27 日 5 時までの 24 時間降雪量が 68 センチ

となり観測史上 1 位を記録した。 

5.2 25 日 5 時予報時点の判断 

24 日 12UTC 初期値の MSM による新 FC 判定（第

5表）によると、25日夕方から「注意報級」「警報

級［中]」判定が継続しており、25 日夕方からメ

インシナリオを大雪注意報とする。 

25 日夜遅くからは「警報級［中］」判定が継続

し、今津（北部の平地）の降雪量地点ガイダンス

（第 6 表、以下、地点 GDC）によると MSM は S12

で 26 日昼前には警報超過を予想しているが、全

球モデル（以下、GSM）では半日程度遅く、JPCZ が

若狭湾付近に接近するとみられる（図略）26日夜

以降に警報に近い値を予想している。このため、

モデル間の差による不確実性を考慮し、警報の前

倒しは一旦見送って、25 日夜遅くから 26 日朝に

かけて早期注意情報［中］とし、「警報級」以上判

定の 26日昼前からメインシナリオを大雪警報（早

期注意情報［高］）とする。 

また、26日昼過ぎからは「厳重警戒」判定が継

続しているものの、MSM 降雪量ガイダンス（格子

形式）の S12（第 8図）は北部の山地でも約 40 セ

ンチと警報未満の予想であるため、大雪に一層の

警戒を呼びかける情報の発表は見送るが、地域防

災支援として、防災関係機関へは 26 日午後から

厳重警戒の降雪となる可能性があることを解説す

る。 

5.3 判定結果と実況の比較 

本事例では、25 日夜遅くから 27 日昼過ぎにか

けて警報級の降雪となり、特に 26 日明け方から

27 日朝にかけては北部の平地で厳重警戒の降雪

が断続的に続いた（第 7表）。 

MSM地点 GDCや MSMによる新FC判定により警報

級の降雪が早まる可能性は示唆されていたため、

実況からサブシナリオへの移行の判断はしやすい。

第 6表 今津の降雪量地点ガイダンス（GSM24 日 12UTC、MSM24 日 12UTC 初期値） 

単位：センチ、S6：6 時間降雪量、S12:12 時間降雪量、S24:24 時間降雪量 

第 8図 27 日 00 時までの

12 時間降雪量ガイダンス

（MSM24 日 12UTC 初期値） 

第 7表 25 日夕方から 27 日にかけての実況 S3 と階級 

日付

時刻(時) 15-18 18-21 21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

北部山地 5 9 10 11 13 11 14 13 10 10 14 14 14 12 17 10 10 6 5

北部平地 0 3 10 12 16 15 11 14 11 11 14 12 18 15 8 12 4 7 3

南部山地 0 0 0 0 4 4 5 9 10 11 8 10 7 6 0 0 0 0 2

南部平地 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

階級 注意報 警報 警報 厳重警戒厳重警戒 警報 厳重警戒 警報 警報 厳重警戒 警報 厳重警戒厳重警戒 警報 警報 注意報 注意報

25日 26日 27日

厳重警戒 警報級 注意報級

第 5表 MSM（24 日 12UTC 初期値）による新 FC 判定結果 

9-12時 12-15時 15-18時 18-21時 21-24時 0-3時 3-6時 6-9時 9-12時 12-15時 15-18時 18-21時 21-24時

湿潤層 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

安定度 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ●

下層温度場 × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ●

ΔT(SST-850) 〇 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MSM判定結果 サブ注 サブ注 注意報 注意報 中 中 中 中 警報 厳重警戒 厳重警戒 厳重警戒 厳重警戒

時間帯
25日 26日

湿潤層 安定度 下層温度場 ΔT(SST-850) 判定結果

925,850,800TTD≦6℃：△

925,850,800,700TTD≦6℃：○

925,850,800,700,600TTD≦6℃：◎

ΔT(850-700)≧9℃：○

かつΔT(850-600)≧15℃：◎

かつΔT(850-600)≧18℃：●

850T≦M6℃：◎

かつ925T≦M5℃：●

ΔT(SST-850)≧18℃：○

ΔT(SST-850)≧21℃：◎

ΔT(SST-850)≧24℃：●

サブ注：サブ注意報

注意報：注意報級

中：警報級［中］

警報：警報級



例えば、実況で 25 日夜遅くから警報級の降雪に

なったことから、26日未明には大雪警報を前倒し

で発表、また、26 日明け方から厳重警戒の降雪と

なったことから、26日 6時頃に一層の警戒を呼び

かける情報を発表するという判断が可能となる。 

 メソ解析値による判定は、25日夜遅くから概ね

「警報級」以上判定となっており、新 FCは警報級

事例に対し概ね適切と言える。しかし、24日 12UTC

初期値の MSMによる判定は 600TTD が閾値未満（図

略）のため「警報級［中］」判定となっており、そ

の後の 25日 00UTC 初期値や 25日 12UTC 初期値で

も同様であった（図略）。つまり MSM では対流雲の

発達が十分でなく、実況より抑えられていたと推

測される。 

今後、どのような条件のときに MSMの予想より

対流雲が発達し警報級となるか、追加調査が必要

である。 

 

 6. まとめ 

 新 FC は MSM による予想段階においても警報級、

注意報級については概ね捕捉できていた。しかし、

厳重警戒判定は空振りとなる可能性が高く、また

警報級［中］でしか捕捉できず見逃しとなった事

例もあって、メインシナリオとして使用するのは

難しい。しかし、滋賀県では大雪が見込まれる場

合に高速道路や国道の通行止めなどが行われるた

め、サブシナリオとして持っておくことは気象台

が解説などの支援を行う上でも重要である。 

 予報現業においてガイダンスは量的予想の主軸

となるものであるが、降雪量ガイダンスだけでな

く、本調査で示した新 FC からその環境場を確認

し、大雪注意報・警報や、さらに一段上となる「厳

重警戒」の判断の一助となるよう、今後も検証と

改良を重ねる必要がある。 

 また、新 FC をもとに新たに作成する判定ソフ

トによって大雪の条件を星取表として見える化し、

警報級の可能性の高まりなどを防災関係機関向け

の解説に利用する予定である。 
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間人地域気象観測所における風の特性調査 

 

齋藤弘樹、森田修、友廣和成、山本実奈子、安達智、山根宏之（京都地方気象台）、 

打越充（大阪管区気象台） 

 

 要旨 

 間人地域気象観測所の風向風速計設置高が約 3m 高くなったことによる風の特性の変化と特徴を調査

した。時別値では、風向の変化に比べ、風速の強まりが顕著で、風速 10m/s 以上の風に限ると、観測頻

度が多くなり、西北西の風が顕著に増加した。日最大風速では、観測開始以降の極値 60 位までに入る

頻度が大幅に増加した。強風事例調査から、期間中に観測された最大風速は、毎時大気解析による付近

の海上風に比べ 2m/s 程度弱かった。 

 

 1. はじめに 

 間人地域気象観測所（以下、間人）は、京都府

北部の丹後半島に位置する京丹後市間人にあり

(第 1図)、海岸線近くに設置されている。西側か

ら北側にかけて日本海に面しているため、西より

や北よりの強風が吹きやすい特徴があるが、近年、

最大風速の大きい値が観測されることが多くなっ

た。特に 2016年 8月 25日のパンザマスト更新に

より風向風速計の設置高が高くなって以降、その

傾向が大きいと思われる。強風について加藤裕美

子ほか(2018)によると、設置高変更後の京都府北

部で観測される暴風は、丹後半島の沿岸部でのみ

吹いており、また、最大風速は 975hPaのメソ解析

値との相関が良いと報告されている。 

 パンザマスト更新後、約 6年が経過し、データ

が蓄積されたことから間人の風の特徴を調査した

ので報告する。 

 

 2. 調査内容 

 2.1 設置環境及び調査資料 

 間人は 1977年 2月 28日から現在の場所で観測

を行っている。パンザマスト更新後は、風向風速

計感部の設置高が 7.9m から 11.2m と、3.3ｍ(ビ

ル 1階分)高くなった。このことにより、感部が南

西側に位置する丘より高くなり、更新前に同程度

の高さであった西北西側に位置する樹木の高さを

超えた。 

 設置高の変更により、間人の風の特性がどのよ

うに変化したのかを把握するため、以下に示す三

つの調査を行った。 

一つ目は、更新前後の期間を選定し比較を行っ

た。比較調査には、更新が行われた 2016年を境と

して、2011年～2015年の 5年間と 2017年～2021

年の 5年間についての風向風速の時別値（以下そ

れぞれ、更新前 5年、更新後 5年）を用いた。こ

のため、更新のあった 2016 年は調査対象から除

いている。 

二つ目は、最大風速の経年変化について調査し

た。日最大風速を用い、観測開始の 1977 年から

2022年 5月までの極値から 60位までの観測値（以

下、極値 60位）を使用した。強風となる頻度は月

により異なっており、頻度の低い月では、風速が

小さくかつ同じ値になることが多いことから、累

年での調査では、風速の下限をある程度強めて行

うことにし、60位までを扱うこととした。累年で

の風速の極値は 26.0m/s、60位の値は 16.3m/sで

 
第 1図 間人地域気象観測所の地図 
・左地図の白丸は調査に用いた 5km格子点、黒丸は北か
ら順に間人地域気象観測所、宮津地域気象観測所、舞
鶴特別地域気象観測所。 

・右図は京都府における間人（黒丸）の位置関係を示し、
赤枠内を左図にて拡大。 

 



 

 

ある。風速が同じ値の場合は、観測日が新しいも

のを上位とし、それぞれ月毎及び累年で抽出した。

各月の極値 60 位は、60 番目と同じ風速の値が複

数となる月もあるため、同じ値は含めている。こ

のため、月ごとに極値 60位の個数は異なる。 

三つ目は、最近の強風事例を用いて間人及び周

辺での地上から下層風について調査した。強風事

例調査には、間人の時別値と日最大風速、間人及

び周辺海上の地上から 850hPa までの各層の毎時

大気解析を用いた。 

 2.2 更新前後の観測データから見た特徴 

更新前 5年と更新後 5年を比較した。 

まず、風向頻度に着目すると大きな変化は見ら

れなかった。（第 2図）。一方、風速に着目すると、

更新後は全体的に強まっていることが分かった

（第 3図）。  

 また、更新前後に関わらず、風向頻度では南東

から南南東の風が多いが（第 2図）、風速 10m/s以

上の風に限定すると、更新後は西から北西の風が

多く、特に西北西の風の増加が顕著な特徴である。

（第 4図）。 

更新後は、間人で 10m/s以上で西北西の風が顕

著に増加しているが、付近でも同様な傾向が見ら

れるのか、宮津地域気象観測所（以下、宮津）と

舞鶴特別地域気象観測所（以下、舞鶴）で同じよ

うに更新前・後 5年の頻度を調査した。風速の閾

値を 10m/sとすると、宮津と舞鶴では観測頻度が

大幅に少なくなり傾向がつかめないことから、間

人の変更前 5年の風速 10m/s以上の総数の 450個

に近い値となるように、宮津は風速 6m/s（510個）、

舞鶴は 8m/s（679個）とした（第 5図）。総数につ

いて、間人では更新後5年は3.8倍に増加したが、

宮津、舞鶴はともにやや減少していた。風向につ

いては、舞鶴は特徴に大きな変化はなく、宮津は

西北西の風が最も多い傾向は変わらないが、北西

の風が若干増加している。また、宮津で東北東の

風が減少し南東の風が若干増加しているなどが確

認できるが、両観測所とも間人ほどの変化は見ら

れなかった。このことから、パンザマスト更新後

の間人は、風の特徴が変化したと推察する。 

次に、月毎における時間別に最も多く観測され

た風向を示す（第 1表）。更新前後どちらにおいて

も、夜間は南東から南南東の風が卓越し、日中は

4月～10月にかけて東北東の風が卓越している。

これは海陸風によると考えられる。また、11月～

3 月にかけて日中は西よりの風が吹きやすくなっ

ている。一方更新後の特徴として、陸風から海風

に変わる時間帯に西南西の風が卓越するようにな

った点と、11月～2月にかけて日中は西南西と西

北西の風が卓越する時間が増えた点が挙げられる。 

 

 
第 2図 時別値の風配図  

・青線が更新前 5年、橙線が更新後 5年 
・16方位の観測回数を示す。 

WSW

 

第 3図 風速の階級別観測回数 

■:更新前 5年 ■:更新後 5年 

・縦軸の観測回数は対数目盛である。 

 
第 4図 風速 10m/s以上の風配図 

・左が更新前 5 年(総数 450)、右が更新後 5 年
(総数 1756) 

・16方位の観測回数を示す。 
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更に、風向別における風速の階級別観測回数を

比較すると、東から南南西での強風はほとんど観

測されず、その他の風向では更新後に強風を観測

した回数が増加している(第 6図) 。 

加えて、季節別に風速の階級別観測回数を比較

すると、10m/s 以上を観測した回数は、夏季に少

なく、冬季に特に多くなっている。これは冬型の

気圧配置の特徴である海上からの強風による影響

を受けやすいものと考えられる(第 7図)。 

2.3 極値 60位から見た特徴 

2.3.1 1977年から 2022年の極値 60位の比較 

日最大風速の極値 60 位について、パンザマス

ト更新前と更新後で事例の数を比較した（第 8図）。 

累年の更新前と更新後のそれぞれ総日数の割合

は第 8図の右端の棒グラフに示すとおりで、更新

後の 2016年 8月から 2022年 5月までの経過日数

は全体の 10%ほどしかないが、更新後が極値 60位

に占める割合は 60％を超え、特に 1月、2月、12

月で占める割合が高かった。 

 2.3.2 極値 60位を 2009年から 2022年の期間

に限定した比較 

日最大風速の起時については、観測機器の更新

などにより統計方法に変更がある。現在の「任意

の時分の極値」で、風速の最小単位が 0.1m/sとな

った 2009年 2月から 2022年 5月の期間に限定し

て極値60位に含まれる個数を比較した（第9図）。 

2.3.1 と同様に、更新後の経過日数は、限定し

た期間全体では 40%程度である。累年の極値 60位

では、この期間に観測された 41事例のうち 38事

例が更新後に観測されており、更新後が占める割

合は、90%を超えている。 

月別でも、更新後が占める割合は、ほとんどで

60%以上を占め、特に 1月、2月は 80%以上となり

最大風速の大きな値を観測することが増加した。

2011-2015年 風配図 

 
風速 10m/s以上観測時   風速 6m/s以上観測時   風速 8m/s以上観測時 

2017-2022年 風配図 

 
風速 10m/s以上観測時   風速 6m/s以上観測時   風速 8m/s以上観測時 

 
第 5図 間人、宮津、舞鶴の更新前と更新後の期間の風配図 

・上段が更新前 5年、下段は更新後 5年 
・観測所における個数を変更前の間人 10m/s以上の観測数（450）に近い個数となるように風速の閾値を
宮津は 6m/s以上、舞鶴は 8m/s以上とした。 



 

 

最大風速の大きな値を観測することが増えていた。 

 

第 6図 風向別風速の階級別観測回数 

■:更新前 5年 ■:更新後 5年 

・16方位別の階級別観測回数を示す。縦軸は対数目盛である。 



 

 

 2.3.3 累年極値 60位の気象要因及び月別特徴 

累年の極値 60 位について気象要因を調査した

（第 10図）。「気圧の傾きが急」が 24事例と最も

多かった。この要因は、明瞭なじょう乱の影響(寒

冷前線の通過や低気圧の接近、通過)でない場合で

あり、なかでも低気圧が発達しながら日本海を進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 7図 季節別風速の階級別観測回数 

■:更新前 5年 ■:更新後 5年 

・季節別の階級別観測回数を示す。縦軸の観測回数は対数目盛である。 
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第 1表 月・時別最多風向 上段:更新前 5年 下段:更新後 5年 

月毎における時間別に最も多く観測された風向を示す。 

 

 



 

 

み気圧傾度が大きくなる場合が多かった。ま

た、「冬型の気圧配置」が継続する中での強風

が 14 事例と 3 番目に多かった。2 つの気象要

因は寒候期に現れやすく、合わせると 38 事例

で全体の 6 割以上となる。風向は、「気圧の傾

きが急」となる場合は西の風が多くを占める

が、「冬型の気圧配置」の場合は西、西北西、北

西の 3方向からの強風であった。 

2 番目に多かった事例は「台風」の 19 事例

で、暖候期の現象であった。風向は、台風の位

置によるため、海上からの強風が吹く西南西か

ら北を通り東まで、幅広い風向が観測されてい

た。 

これら 3 つの気象要因による強風が極値 60

位のほとんどを占めている。このため、風向は

西の風が最も多くなっている。 

月別の割合（第 11 図）では、多い方から 1

月、12 月、10 月で、強風の発生する月に偏り

があり、秋から冬にかけて多い。その中で、11

月は極値 60 位に入る強風を観測していないのは

意外である。強風となる気象要因が現れにくいた

めと思われるが、今後の調査が必要である。また、

5 月から 8 月にかけては、強風が観測される頻度

が小さく、7月は極値 60位に入る事例がなかった。 

2.4 強風事例から見た特徴 

 間人の観測開始以降、風速 18m/sを超える日最

大風速を観測した事例日は 25 日で、更新後は 18

日あった。その中から、過去 2年間の西南西から

の北西の風の 6事例を選定し、事例ごとに間人の

毎時の風速が 10m/s以上の強風の特徴について調

査した（第 2表）。各事例は、通年で極値 5位から

25位に入り、全て西風を観測した。 

 実況値は、間人の時別値および日最大風速を用

いた。毎時大気解析は、第 1図に示す間人ポイン

トの地上から 850hPaまでの各層（地上、1000hPa、

975hPa、950hPa、925hPa、850hPa）の値（以下、

GPV）と、間人の西方海上 5km 格子の 3 地点（以

下、海上 3点）の間人ポイントと同じ層の GPVを

平均した値を使用した。この中で、海上 3点の地

上の値は丹後半島付近の海上風とみなした。 

 
 

第 8 図 観測開始から 2022 年 5 月における各月および
全年の極値 60 位のパンザマスト更新前後の出現と総日
数（右端）の割合 
・各月のグラフは、変更前（青）と変更後（橙）の個数
を、右端の棒グラフは、観測開始から変更日（青）と
変更後の期間（橙）の通算日数を示す。 

・棒グラフの上部の数値は合計を示しており、60位の風
速が前後と同値となる場合は、同じ値を含めた総数で、
合計は月により異なる。 

 

 
 

第 9 図 2009 年 2 月から 2022 年 5 月における各月およ
び全年の極値 60 位のパンザマスト更新前後の出現と総
日数（右端）の割合 
・各月のグラフは、変更前（青）と変更後（橙）の個数
を、右端の棒グラフは、2009年 2月から変更日（青）
と変更後の期間（橙）の通算日数を示す。 

・棒グラフの上部の数値は、極値 60 位のうち 2009 年 2
月から 2022 年 5 月に限定した期間の個数を示してお
り、月毎に個数は異なる。 

 

 

第 10図 累年極値 60位の気象要因と主な気象要因別の風向 

・円グラフは、それぞれの気象要因が占める割合を示
す。 

・グラフからの引き出し線による表は、それぞれの気
象要因で観測された最大風速の風向を示す。 

 

第 11図 累年極値 60位の月別割合 

・帯グラフは各月の割合を示し、7 月と 11 月は極値
60位の観測がない。 

 



 

 

 まず、間人が周辺の海上の下層風とどの程度相

関があるのかを確認するため、間人と海上 3点の

GPV を比べた。それぞれ同じ気圧面は高い相関が

見られ、850hPa から 975hPa では相関係数はほぼ

同じで変化がないが、地形による風速の弱まりが

反映される 1000hPaと地上は、やや相関係数が低

下している。間人の地上と海上 3点の各層との風

速差は、850hPa から 975hPa は 10m/s 前後あった

が、1000hPaではやや差が縮小、地上で 5m/s程度

だった（第 3表）。 

次に、間人の毎時のアメダス実況と間人ポイン

トの各層の毎時大気解析を比較した。相関係数は、

1000hPa では大きな差がないが、975hPa から

850hPaでは相関が下がっている。風速差は、地上

及び 1000hPa は 1m/s 程度だが、975hPa 以上の上

空では 6m/sから 8m/sあり、風速差が大きい（第

4表）。 

 更に、事例毎に間人のアメダス実況値と海上 3

点の地上 GPVを比較した（第 5表）。毎時の値で比

較すると、3m/s から 6m/s 弱海上 3 点が強く、平

均は 4.6m/sだった。実際に観測される風速は、強

弱を伴い変動するため、事例毎に日最大風速と海

上 3点の地上 GPVの最大値を比較した（第 5表の

右欄）。風速差は、事例を平均すると 1.8m/s海上

3 点が強く、風速差は小さかった。また、間人の

海上 3点に対する風速は、平均して 0.92倍で、間

人では、海上風（=海上 3点）に対し、約 9割の最

大風速が観測されていたことがわかった。 

 

 3. まとめ 

 調査結果から、更新前 5年と更新後 5年では、

夜間は南東または南南東の風、日中は北東または

第 2表 強風事例の一覧 

・事例ごとの各項目の値を示す。右欄の「おおむね風速 10m/s以上の継続期間」は、間人で毎時の値がおお

むね 10m/s以上となった期間で、事例 4は、途中で風速が弱まった期間がある。 

 

第 3表 間人の各層 GPV及び間人アメダス毎時と海上 3点の各層 GPVとの比較 
・毎正時値による間人ポイントと海上 3点の GPVの相関係数を示す。 
・表の下 2段は、間人ポイントの地上 GPV及び間人のアメダス毎時の観測値と海上 3点の各層との相関係数と
差（間人地上 GPVまたは間人アメダス毎時－海上 3点の各層の値で単位は[m/s]）を示す。 

 

第 4表 間人アメダス毎時と間人 GPV各層との比較 
・毎正時値を用いた相関及び差（間人アメダス毎時－間人 GPV各層[m/s]）を示す。 

差は事例毎に平均している。 

 



 

 

東北東の風が吹きやすい特徴の変化はあまりなか

ったが、更新後 5年は西南西の風の頻度が大きく

増加した。また、10m/s以上の風になると、観測回

数が大幅に増加し、更新前 5年にはほとんど観測

されていない西南西と西北西の風の頻度が大きく

増加した。 

極値 60 位に入る強風の調査からも、更新後は

上位に入る回数が大きく増加した。期間を 2009年

2月以降に限定すると、累年では極値 60 位中に含

まれる個数 41 に対し、更新後は 38 個で 93%を占

めていた。また、西よりの風の吹く気象条件とな

る寒候期で顕著だった。 

強風の観測頻度が更新後に大幅に増えた理由に

ついては、設置高が高くなり観測環境が改善され

たことと、海上から吹き上がる風を捉えやすくな

ったことが考えられるので、これらの因果関係を

調査して整理しておく必要がある。 

 西南西から北西の風向に限定した最大風速

18m/s以上を観測した事例は、1000hPaの気圧面と

相関が高く、それよりも高い高度では大きな差が

あった。また、観測された最大風速は周辺の海上

風より 2m/s 程度弱く、海上風の約 9 割であるこ

とがわかった。 

 月別及び時別の風の特性調査結果は、予報業務

や解説業務に活用する予定である。 

今後、強風事例については、海上風との比較を

他の事例でも行うとともに、更新前の事例と比較

する必要がある。また、今回の調査で間人の最大

風速は、海上風に対して約 9割だった結果から、

数値予報のモデル値を利用し、最大風の見積りを

検討したい。 

また、北部に発表される暴風警報の頻度と強風

による災害との関連調査を行う必要がある。 

 

参考文献 

加藤裕美子,北榮貴順,山本陽子(2018)：京都府北

部の寒候期の暴風事例の調査について.平成 30年

度京都府気象研究会誌 

 

出典 

「地理院地図」URL https://maps.gsi.go.jp/、色

別標高図に観測点等を追記して作成 

 

  

第 5表 間人アメダス毎時と海上 3点の地上 GPVとの比較 
・左欄は事例毎の毎正時値による風速差の平

均、右欄は事例毎の最大風速と海上 3点の地上

GPVの期間最大値との風速差の平均（差は間人

アメダス毎時－海上 3点の地上 GPVで単位は

[m/s]）と倍率（間人のアメダス毎時÷海上 3

点の地上 GPV）。 

 

 



近畿地方における南西風系の降水パターン 

 

向井直人、宮原大輝（神戸地方気象台） 

 

 要旨 

 近畿地方では、各地方気象台で南西風系の大雨予報則がまとめられているが、統一された知見はなく

それぞれ独自の大雨判断基準が存在する。本調査では、南西風系時に大阪湾以北で発生する線状強雨域

の発生領域に着目し、風向との関係性について特徴を調べた。その結果、線状強雨域の走向は神戸が暖

気移流場にある場合の神戸の 700hPa 風向と相関が高く、概ね一致することがわかった。また、500m 風

向別に線状強雨域の発生領域や発生始点の特徴を見出すことができた。 

 

 1. はじめに 

 神戸地方気象台では、南西風系時の大雨を予測

するために大雨基本パターンが作成されており、

適宜現業で利用されている。また、近畿地方の他

官署においてもそれぞれの地方気象台で独自の南

西風系の大雨予報則が整備されている。 

 しかし、南西風系の場合、近畿地方の広範囲（特

に兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県）にまたがっ

て線状の降水域が発生することが多く、統一した

知見をまとめておく必要があると考える。 

線状降水帯に関しては淀川チャネルを始めとし

て先行研究も多く行われており、各官署で知見も

蓄積されているため、本調査では詳細な降水メカ

ニズムについては解析せず、降水域の走向や領域

に絞って解析を行う。 

  

 2. 本論 

 先行研究内で、700hPa の風向と対流雲の走向の

対応が良いことがしばしば報告されている（山本

ほか（2014））。また、小山ほか（2013）では大阪

府で線状降水帯が発生しやすい条件を、PC 統合環

境による数値計算を用いて求めており、1000m 以

下の風と 700hPa 風のシアーベクトルが西北西か

ら北西の時と結論づけている。 

一方、神戸の大雨基本パターンにおいても、

700hPa の風が南南西～西風で 20kt 以上の時とい

う条件が入っており、700hPa の風が大雨の予想を

行う上で重要であることがわかる。さらに、下層

の風向によっても大雨発生領域が変わることも過

去の調査から指摘されており（平成 15年度 全国

予報技術検討会資料）、700hPa から下層の風と大

雨の発生領域の関係を調査することが、近畿地方

の知見統一に欠かせないと考える。 

本調査では、南西風系時に現れる線状の降水域

を調査対象とし、その降水域を線状強雨域と呼ぶ。

気象情報等で用いる「線状降水帯」と区別するた

めに本調査ではこのように命名した。 

線状強雨域は、3 時間積算解析雨量（以下「3h

雨量」）において、45 ミリ以上の領域が含まれ、

かつ概ね線状と見られる（数値的な定義はしない）

降水域を主観的に抽出した。 

 2.1 線状強雨域の調査対象 

 調査期間を2016年8月から2021年12月とする。

神戸と友ヶ島の GPV（700hPa、850hPa、500m）を

使用し（位置は第 1 図）、700hPa の風が南～西

（180°～270°）10m/s 以上で線状強雨域が発生

した日を事例日とした。ただし、同日に別の場所

で線状強雨域が発生した場合は別事例として統計

をとっている。線状強雨域の発生場所は、大阪湾

以北とし、内陸での発生も事例に含める。以上の

条件で抽出した事例は 32事例あった。 

 2.2 線状強雨域の走向と風向の関係 

線状強雨域の走向は、3h 雨量 40 ミリ以上の領

域（第 1図で黄緑色）や 3h雨量 80ミリ以上の領

域（第 1 図でオレンジ色）などから主観的に決め

た（第 1図の黒太線）。角度については、走向の東

端と x軸を合わせ、それらのなす角度を測ったが、

この角度を風向と合わせるために 270 から引いた

値を走向の角度と定義した。 

風向については、3h雨量の分布で線状強雨域が



認められた時間の前 6 時間以内のメソ解析値 GPV

（700hPa、850hPa、500m）を用いた。 

神戸と友ヶ島の各高度の風向と線状強雨域の走

向の関係は第 2図のようになった。また、それぞ

れの相関係数と RMSE を第 1表に示す。 

 2.3 線状強雨域の発生領域と風向の関係 

 線状強雨域の発生領域は、下層風向に依存する

ことが先行研究から示唆されているため、本調査

では 500m 風向別に線状強雨域の発生領域を分け

た。また 2.2 の結果を受け神戸の GPV を用いた。

結果は第 3図の通り。線状強雨域の発生領域は大

阪湾から近畿中部、北部にかけて広範囲に渡って

いるが、特に風向が 180°～240°の時に、京阪神

に伸びる線状強雨域が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1表 線状強雨域の走向と 700hPa、850hPa、500m 風向

の相関係数と RMSE。上段が神戸、下段が友ヶ島。 

神戸 700hPa 850hPa 500m 
相関係数 0.78  0.69  0.49  

RMSE 9.2  16.2  29.3  
 

友ヶ島 700hPa 850hPa 500m 
相関係数 0.61 0.64  0.46  

RMSE 11.5  16.7  25.1  
 

第 1 図 3h 雨量の分布と線状強雨域の走向（この場合

は走向を 244°とする） 

第 2図 線状強雨域の走向（横軸）と 700hPa、850hPa、500m 風向の散布図。直線は y=x で線状強雨域の走向と各高度の風

向が一致する場合。上段が神戸地点、下段が友ヶ島地点。 

第 3図 線状強雨域の長軸を直線で表示。線の長さは 3h

雨量 40 ミリ以上の領域から決定。線種は 500m 風向で分け

ており、青色点線は 180°未満、水色一点鎖線は 180°以

上 210°未満、赤色線は 210°以上 240°未満、茶色点線

は 240°以上の場合。 



2.4 考察 

2.4.1 線状強雨域の走向 

 2.2 の結果から、線状強雨域の走向は神戸での

700hPa 風向と強い正の相関があることがわかっ

た。この結果は、先行研究での指摘とも矛盾がな

く、南西風系による大雨の特徴を一つ一般化した

と言える。 

友ヶ島よりも神戸の風向の相関が強かった理由

は、第 3 図の分布からもわかるように線状強雨域

は京阪神での発生が最も多くなっており、神戸が

より線状強雨域に近い地点であったことが考えら

れる。また、多数の事例で線状強雨域の南側に神

戸が位置し、全事例の神戸 GPV の風向分布を確認

すると、上空ほど西風成分が強い暖気移流の場で

あることがわかった（第 4 図）。ここから、大阪湾

以北で線状強雨域が発生する場合は、神戸まで暖

気移流になっていることが条件として必要である

ことがわかった。 

次に、他の高度に比べて何故 700hPa 風向の相関

が強かったのかを 2021 年 8月 14 日の事例を用い

て考察する。まず線状強雨域の走向を各高度の風、

ストームの移動ベクトルと比較し確認する。第 5

図に 9時の神戸のホドグラフを示す。この時発生

した線状強雨域の走向（第 1図参照）は、700hPa

～400hPa 風向に近くなっている。一方、ストーム

の移動ベクトル（Bunkers et al.(2000)）からは

ややずれている。他の事例を見てもこのストーム

の移動ベクトルとずれている事例が多く見られ、

本調査で扱った線状強雨域は、ストームの移動ベ

クトルよりも 700hPa 風向と相関が強いと推測で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4図 500m 風向（横軸）と 700hPa 風向（青丸点）（縦

軸）、850hPa 風向（赤四角）（縦軸）の分布。赤線より

上は暖気移流、下は寒気移流を表す。 

暖気移流 

寒気移流 

第 5 図 2021 年 8 月 14 日 9 時の神戸のホドグラフ。

赤色ベクトルは 950hPa 風、青色ベクトルは 700hPa 風、

紫色ベクトルは 950hPa 風と 700hPa 風のシアーベクト

ル、黒色ベクトルは第 1図で示した線状強雨域の走向

（ベクトルの大きさに意味はない）、桃色ベクトルは

ストームの移動ベクトル（Bunkers et al.(2000)）。 

第 6図 2021年 8月 14日 9時のレーダー降水強度（左

上）と cm（右上）。下図は右上図の赤色四角内を拡大

した図。 

拡大 



ストームの移動ベクトルの他に、積乱雲の移動

に関連があると思われるレーダー指数である雨水

の重心高度 cm を確認する。第 6 図にレーダー降水

強度と cm を示す。cm は降水がない場合は高度が

上がる傾向があるため、強雨が降っている領域で

確認する。強雨になっている領域では周辺よりも

cmが下がり 3km 前後となっている。この値が積乱

雲中の雨水の重心高度とみなせるが、この重心高

度が 700hPa の高度に一致するために、700hPa 風

向により積乱雲が流されて線状化したと考えられ

る。cmについては事例や調査領域によりばらつき

が大きく本調査では統計的な調査は行っていない。

線状強雨域の走向との関連性については今後の課

題とする。 

2.4.2 線状強雨域の発生領域と地形 

 2.3 の結果から、線状強雨域の発生領域に関し

て、一部例外はあるが以下の特徴があることがわ

かった。 

500m 風向が 

・180°未満：紀伊水道から淡路島周辺 

・180°以上 210°未満：播磨南東部から阪神 

・210°以上 240°未満：北大阪 

・240°以上：大阪市、東部大阪から和泉山脈 

一方、2.2 の結果を利用すれば、700hPa の風向

と線状強雨域の発生始点さえ把握できればどのあ

たりに線状強雨域が広がるか簡易的に予想するこ

とができる。ここで、線状強雨域の発生始点につ

いて確認する。第 3図で示した線状強雨域の長軸

を、発生始点を強調した表示にし、地形図も重ね

て第 7図に図示した。この図から、線状強雨域の

発生始点は、500m 風向が 180°以上 210°未満の

時（第 7 図の水色丸）には六甲山地の南端に、210°

以上 240°未満の時（第 7 図の赤丸）には北摂山

地の南端に集中していることがわかった。ここか

ら、これらの下層風系時には地形の影響を大きく

受けていることがわかる。全事例の神戸における

500m から自由対流高度までの距離（DLFC）（第 8

図）を見ても、300m 未満が 63%（20/32）あり、特

に発生始点を六甲山地と北摂山地に限定するとす

べての事例で DLFC が 400m 未満となっていた。 

2.4.3 線状強雨域の走向とシアーベクトル 

 小山ほか（2013）で述べられていた、大阪府で

線状降水帯が発生するときのシアーベクトルの向

きが、本調査における線状強雨域発生時でも適用 

できるのか確認した。線状強雨域の走向と 500m

と 700hPa のシアーベクトル、850hPa と 700hPa の

シアーベクトルの関係を第 9図に示した。シアー

ベクトルの角度は風の角度に合わせた（例：西か

ら東へのシアーベクトルは角度を 270°とした）。

小山ほか（2013）では、1000m 以下の風と 700hPa

風のシアーベクトルが西北西から北西（292.5°

～315°）の時に大阪府で線状降水帯が発生しや

すいとしていたが、第 9図を見るとそのような傾

向はみられず、ばらつきが比較的小さい 500m と

700hPa のシアーベクトルでも、210°～320°と角

度に大きくばらつきがあった。また、線状強雨域

の走向と500mと700hPaのシアーベクトルの角度、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7図 標高別に色分けをした地形図に第 3図の直線

を矢印で示し、発生始点を丸で強調した。丸の色は第

3図の色分けと同じ。地形図は地理院地図から作成。 

第 8図 500m から自由対流高度までの距離（DLFC）（横

軸）と事例数（縦軸）。赤色は六甲山地と北摂山地の南

端が発生始点となった事例。青色はそれ以外の事例。 



850hPa と 700hPa のシアーベクトルの角度の相関

係数はそれぞれ-0.03、0.03 と全く相関関係は認

められなかった。 

小山ほか（2013）の調査では大阪府で発生した

線状降水帯に限られ、さらに 1000m 以下の風向も

230°で固定していたため、調査範囲も広く下層

風向の幅も大きかった今回の事例には適用出来な

かったと考えられる。 

2.4.4 線状強雨域と前線 

 ここでは具体的な事例を用いて、線状強雨域と

前線の位置関係について確認する。 

 まず、2021 年 8 月 14 日の事例では、停滞前線

が西日本に停滞し近畿中部から北部にかけて東西

にのびていた（第 10 図）。線状強雨域は北摂から

滋賀県にかけて発生していた。前線に対応する

950hPa でのシアーの位置を見ると、線状強雨域付

近に位置しており、シアーの走向も線状強雨域の

走向と一致していた（第 11 図右）。また 700hPa

の風向と線状強雨域の走向も一致していた（第 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図左）。この事例は前線の走向と 700hPa の風向が

一致している事例であり、線状強雨域は前線上で

発生していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例日 走向 700hPa

風向 

850hPa

風向 

500m 

風向 

2021/8/14 244° 241° 233° 212° 

2016/10/9 245° 241° 234° 221° 

第 13図 2016年 10月 9日 3時のレーダー降水強度と

700hPa 風（左）、950hPa 風（右）。風は毎時風解析。青

点線はシアーの位置。 

 

第 11図 2021年 8月 14日 9時のレーダー降水強度と

700hPa 風（左）、950hPa 風（右）。風は毎時風解析。 

青点線はシアーの位置。 

 第 12 図 ASAS の拡大図。 

2016年 10月 9日 3時 2016年 10月 9日 9時 

 第 2表 線状強雨域の走向と 700hPa、850hPa、500m 風向 

2021年 8月 14日 9時 

 第 10 図 ASAS の拡大図。 

2021 年 8 月 14 日 15 時 

第 9図 線状強雨域の走向（横軸）とシアーベクトル

の角度（縦軸）（上段は 500m 風と 700hPa 風のシアーベ

クトルの角度、下段は 850hPa 風と 700hPa 風のシアー

ベクトルの角度） 



次に 2016 年 10 月 9日の事例では、寒冷前線が

近畿地方を南下する場であった（第 12 図）。線状

強雨域は、前線に対応する 950hPa のシアーの暖気

側で北摂から滋賀県南部にかけて発生していた

（第 13図右）。また 700hPa の風向と線状強雨域の

走向は一致していた（第 13図左）。この事例は前

線の走向と 700hPa の風向が一致せず、前線の暖域

側で 700hPa の風向に沿って線状強雨域が発生し

ていた。 

 この 2 事例から線状強雨域の発生領域は、前線

の位置や傾きには完全に依存していないことがわ

かる。また、この２事例について線状強雨域の走

向や北摂付近から発生している状況が類似してお

り、それぞれの 700hPa、850hPa、500m の風向を見

てみると、第 2 表のようになっていた。ここから、

類似の線状強雨域が発生する場合には、各層の風

向もほぼ同様の状況になると推測できる。シアー

の位置や冷気層等を全く考慮せずに風向のみで判

断できれば、大雨の領域判断の客観手法として簡

便かつ有効な手法となるため、前述の推測に基づ

きツール作成を試みた。次章でツールについて述

べる。 

 

 3. 類似判定ツール 

 2.4.4 の考察を踏まえて、神戸 GPV の 700hPa、

850hPa、500m 風向が前後 5°以内で一致すれば、

類似した線状強雨域が発生するという仮定をし、

予測値から想定される過去の類似事例を抽出する

ツールを作成した。本調査で用いた 32事例の風向

をデータベース化し、神戸GPVの700hPa、850hPa、

500m 風向の予想値を用いる。 

 例として、2022年 7月19日の事例で確認する。

7 月 19日は、日本海の低気圧から寒冷前線が対馬

海峡にかけてのびており、近畿地方は暖域内であ

った（第 14図上段）。また 3h 雨量は第 14 図下の

ようになった。降水のピークは 6時頃と 12時頃の

2 回あった。ツールを 7月 18日 12z イニシャルで

判定させると、MSM の予想値で、19日 6時に 2020

年 7 月 11 日の事例、19 日 9 時に 2016 年 10 月 9

日の事例が類似として判定された。それぞれの 3h

雨量は第 15図の通り。線状強雨域の広がり方は似

ており類似事例の抽出に成功した。ただし、今年

の事例で適切に判定されない事例もあったため、

即時利用はせず、今後の事例により評価を随時行

っていく。また、過去事例の追加も行いながらツ

ールの精度を高めて予報作業での利用を目指す。 

 

4. 結論・まとめ 

 大阪湾以北の近畿地方で線状に発生する降水域

の特徴を調べるために、線状強雨域の走向と

700hPa、850hPa、500m の風向の関係を調べた結果、

神戸の 700hPa 風向と線状強雨域の走向に強い相

関があることがわかった。これにより、神戸が暖

気移流場にある場合に、700hPa の風向だけで線状

強雨域の走向が概ね予想できるという南西風系に

よる大雨の特徴を一つ結論づけることができた。  

また、500m 風向別による線状強雨域の発生領域

を調べたところ、おおまかに 

・180°未満：紀伊水道から淡路島周辺 

・180°以上 210°未満：播磨南東部から阪神 

・210°以上 240°未満：北大阪 

・240°以上：大阪市、東部大阪から和泉山脈 

という結果が得られた。さらに線状強雨域の発生

始点に着目すると、500m 風向が 180°以上 210°

未満の時には六甲山地の南端、210°以上 240°未

満の時には北摂山地の南端が始点となっているこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 図 ASAS（上段）と 3h雨量（下段） 

第 15 図 類似事例の 3h 雨量 

2022 年 7 月 19 日 15 時 2022年 7月 19日 9時 

2022年 7月 19日 6時 2022 年 7 月 19 日 13 時 

2020年 7月 11日 6時 2016 年 10 月 9 日 5時 30 分 



とが多かった。これによりこれらの下層風系時に

は地形の影響を大きく受けて線状強雨域が発生し

ていることがわかった。 

 3 章では、神戸 GPV の 700hPa、850hPa、500m 風

向が似た状況であれば、類似した線状強雨域が発

生すると仮定して、風向のみを用いて線状強雨域

が発生した過去の類似事例を検索するツールを作

成した。評価は今後の事例により行っていくが、

過去事例の追加も行いながらツールの精度を高め

て予報作業での利用を目指す。 
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令和 4年台風第 14 号による兵庫県南部の高潮について 

 

楠田 和博、上枝 よしの、有吉 正幸、高須 健太（神戸地方気象台） 

 

 要旨 

 神戸地方気象台では台風第 14 号により兵庫県南部沿岸で記録的な高潮になると予想され危機感を持

って対応したが、予想より潮位は高くならなかった。その原因として高潮モデルでは、実況の風向風速

に違いがみられ、予想より潮位は上がらなかった。また、過去の同様な経路を通過した台風では見られ

ない特徴的な潮位偏差の変動が見られたが、その発生要因は不明であった。 

 気象台では南部沿岸の市町にアンケートを行い、播磨灘の市町は、気象台からの情報は避難情報発令

の検討材料となっていたことや、大阪湾沿岸の市と気象台が持つ高潮に対する危機感の違いが分かった。 

 

 1. はじめに 

 令和 4 年台風第 14 号（以下、Ｔ14 号という）

の接近で南部沿岸部では台風の最接近と満潮時刻

が重なることから、最接近の数日前から高潮によ

る被害が懸念された。特に、播磨灘では既往最大

潮位を超える可能性があり、神戸地方気象台では、

南部の沿岸市町に首長、担当者のホットラインで

高潮に厳重な警戒を呼び掛けるなど行った。 

 しかし、実況では、当初予想したほど潮位は上

がらなかった。 

 今回の事例をまとめ、今後の台風による高潮の

予想の一助とするため調査を行った。 

 

 2. 高潮資料 

 気象庁所管の検潮所の潮位および潮位偏差デー

タは気象庁ＨＰに掲載している毎時データを使用

した。兵庫県所管の検潮所について兵庫県より 1

時間ごとの平滑値のデータを提供していただき使

用した。兵庫県南部の検潮所配置図を第 1 図に示

す。 

  

 3. 台風第 14 号の概要 

 Ｔ14 号は 9 月 14 日に日本の南海上で発生し勢

力を強めながら北上した。17 日には中心気圧が

910ｈPa、最大風速は 55ｍ/ｓと大型で猛烈な台風

となった。その後、18 日 18 時ごろに鹿児島県に

上陸し、九州を北上、福岡県付近から北東に進路

を変え、日本海を進んだ。20日に東北地方の東海

上で温帯低気圧に変わった（第 2図）。 

第 2図 T14 号台風経路図（西日本付近） 

第 1図 兵庫県南部の検潮所配置図 

    黒字：兵庫県所管の検潮所 

    赤字：気象庁所管の検潮所 

（出展：「地理院地図」URL https://maps.gsi.go.jp/,

に地点名を追記して作成） 



兵庫県に最接近となった 19日 21 時頃には中心

気圧は 980ｈPa、最大風速は 30ｍ/ｓとなってい

た。 

 4． 高潮の実況 

 神戸検潮所データを見ると、19 日 19 時頃の満

潮時刻に高潮のピークを迎えている。潮位は

134cm で高潮注意報基準を超えた程度で、当初の

予想よりは低い潮位となった（第 3図）。潮位偏差

は 19日 12 時と 16時に最大潮位偏差 64cm を観測

した。 

兵庫県県所管の南部の検潮所でも同様の傾向だ

が、大阪湾の検潮所より、播磨灘の検潮所が総じ

て高い潮位となった。潮位偏差で見ると、各地と

もに19日12時～15時の間で潮位偏差のピークを

迎えている。潮位同様に大阪湾の検潮所より播磨

灘にある検潮所の潮位偏差が大きくなっており、

潮位偏差が 80cm を超え、相生検潮所では、100cm

を超えている（第 4図）。 

 今回の事例では、特徴的な潮位の変動が見られ

た。潮位偏差のピークを迎える 19日 12 時～15時 

のおよそ 12 時間前にも潮位偏差のピークが見ら

れ、その前の 12 時間前にも潮位偏差のピークが

第 3図 T14 号による神戸検潮所の潮位（9月 18 日～19 日 左：潮位 右：潮位偏差）茶色線は満潮時刻 

第 4図 兵庫県所管の検潮所データ（9月 18 日～10 日） 上段：潮位 下段：潮位偏差 



見られる。このような変動は、今回の台風と同様

のコースを通った 2004 年台風第 16号、台風第 18

号では見られなかった。 

 

 5. 高潮モデルと潮位予想 

 台風最接近の 4 日前の 15 日朝の時点でＴ14 号

は九州を北上した後山陰沿岸を進む予想となって

おり、14日 18UTC 初期値のアジア域高潮モデルで

は播磨灘で+80cm 程度の潮位偏差を予想していた。

また、潮位偏差が満潮時刻と重なった場合、姫路

（飾磨）では 180cm の潮位となり、高潮警報基準

に到達するため、メインシナリオとして偏差+80cm、

最高潮位 180 ㎝を見込んだ。また、Ｔ14号と似た

コースを通過した平成 16年台風第 16号では、姫

路では既往最大の潮位を観測しており、その時の

潮位偏差が約 130cm であったため、偏差+130cm、

最高潮位 230ｃｍの既往最大級をサブシナリオと

した。 

 台風最接近 2 日前の 17 日朝には台風の中心気

圧が 910hPa までに発達した。アジア域モデル（16

日 18UTC 初期値）では前日より播磨灘の潮位偏差

予想が+100cm 以上となったため、偏差+130cm、最

高潮位 230cm をメインシナリオとし、台風説明会

においても強調した（第 5 図）。 

 18 日には高潮モデルの予想時間内となったが、

MSM の風外力予想で偏差+100～80cm 程度、台風ボ

ーガスの風外力（中心コース）予想で偏差+150～

120cm 程度（18日 06UTC 初期値～19日 06UTC 初期

値）であった。 

 実況は、風が MSM の予想程度で経過し、最大偏

差は約 90cm であったが、これはハインドキャス

トの潮位変動とほぼ整合している。なお、ハイン

ドキャストにおいても、今回の事例で見られた特

徴的な潮位編の変動は表現できていなかった（第
第 5図 19 日 22 時アジア域高潮モデル 

    （16 日 18UTC 初期値 FT=67） 

第 6図 ハインドキャストと潮位実況（姫路） 9 月 17 日 9時～9月 21 日 9時 

上段：潮位 中段：ハインドキャストと実況の差 下段：潮位偏差 

赤：潮位実況 青：ハインドキャスト 



6 図）。 

6. 2004 年台風第 16号との比較 

 近年、兵庫県で高潮により大きな被害をもたら

せた台風として 2018 年台風第 21 号と 2004 年台

風第 16号（以下、Ｔ16号という）があげられる。

本稿では今事例の台風と似たコースを通過したＴ

16号と比較を行った。 

6.1 台風の経路及び勢力の比較 

Ｔ16 号の台風経路を見ると九州の南海上から

北上し、鹿児島県に上陸し九州を縦断した。山口

県に再上陸し北東に進み鳥取沖の日本海に達し北

東に進んだ。Ｔ14 号と近い経路で進んだが、Ｔ16

号のほうが兵庫県に近い経路を取った（第 7図）。 

6.2 神戸に最接近時の台風の勢力 

最接近時の台風の勢力で比較すると台風の中心

気圧はＴ16 号が 970hPa と T14 号より 10hPa より

中心気圧が低いが、神戸の最低気圧（海面）で比

較すると 4hPa の差しかなく、大きな違いはなか

った。最大風速は 30m/s と同じ風速であった。 

6.3 瀬戸内海周辺の風向風速 

T14 号と T16 号で最大潮位偏差が発生した時刻

で比較すると、Ｔ16号では、兵庫県内の瀬戸内海

の沿岸部では南寄りの暴風となり、アメダス明石、

アメダス家島では 30ｍ/ｓを超える猛烈な風とな

った。岡山県の沿岸部では西寄りの強風となって

いた。 

一方、Ｔ14号でも兵庫県内の沿岸部では南寄り

で 20ｍ/ｓを超える暴風となっているがＴ16号ほ

どの風速とはなっていない。岡山県沿岸部はＴ16

号とは逆の東寄りの風となっていた（第 8 図）。 

6.4 T16 号の潮位 

神戸検潮所では、2004 年 30 日 21 時 24 分に最

高潮位 177cm を観測し、30 日 23 時 42 分に最大潮

位偏差 134cm を観測している。この潮位偏差は、

潮位の高かった岡山、宇野検潮所等と同等の偏差

であった。（第 9図）。県所管の姫路検潮所では、

30日 23 時 50 分に 238cm を観測し、30日 23 時 50

分に 157cm の最大潮位偏差を観測している。この

潮位は姫路検潮所の最高潮位の極値となっている。 

なお、T14 号の潮位偏差で見られたような概ね

12 時間ごとに潮位偏差にピークが現れるような

潮位偏差の変動は見られない。 

（T16 号に関する潮位記録は「災害時自然気象報

告書 2004 年第 2号」による。） 

 

第 7図 T16 号経路図（西日本付近） 

第 8図 最大潮位偏差が出た時間の風向風速（左：2022 年 9 月 19 日 13 時 右：2004 年 8 月 31 日 0時） 



7. 考察 

 7.1 高潮モデル 

 T14 号では、台風進路予想が安定していたため、

アジア高潮モデル、高潮モデルともにイニシャル

変わりは比較的小さかったが、17 日朝に台風が予

想以上に発達したため、偏差の予想が 20 ㎝程度

高まった。高潮モデルの予想時間となって以降は、

MSM の風外力予想においては安定して精度の高い

第 9図 T16 号の潮位（2004 年 8 月 30 日～31 日） 上段：潮位 下段：潮位偏差 

第 10 図 高潮モデル（姫路）（19 日 00UTC 初期値） 

左：潮位（赤横線：高潮警報基準、橙色横線：高潮注意報基準） 右：潮位偏差 

第 11 図 高潮モデル 19 日 15 時予想（19 日 00UTC 初期値）  

     左：MSM 右：台風ボーガス（センター） 



予想をしていた。台風ボーガスの風外力予想では、

一貫してかなり高めの予想をしていた。これは、

台風が陸上や日本海側を進む場合に瀬戸内海沿岸

で見られる特徴であり、この特徴は T14 号でも顕

著であった。また、潮位偏差の予想は、MSM は概

ね実況に近い予想となっているが、台風ボーガス

では満潮時刻付近に潮位偏差のピークを予想して

おり、これも、台風ボーガスの予想が大きく外れ

た要因となった（第 10図）。また、高潮モデルで

は瀬戸内では南西の強風を予想していたが、実況

では最大潮位偏差を観測した時刻、瀬戸内は東寄

りの風となっており、このことも、高潮モデルの

予想と実況の潮位の乖離につながったと思われる

（第 11図）。 

7.2 T14 号による潮位について 

T14 号による潮位は、結果的に高潮警報基準に

迫るものの警報基準を超えた検潮所は無かった。  

今回の事例では、T16 号と比較して、各地の潮位

偏差は大きくなかった。これは、T14 号は T16 号

より神戸から離れた経路をとり、紀伊水道付近の

南風は弱く、播磨灘では、東寄りの風となって、

兵庫県南部で吹き寄せ効果があまり効かなかった

ことが、T16 号より潮位偏差が小さくなった原因

の一つと考えられる。また、T14 号では潮位偏差

の最大が各地で観測された時刻は各地の満潮時刻

の 4～6 時間前とズレていたことが警報基準を超

えなかったことにつながった。相生検潮所では潮

位偏差は 100cm を超えており、満潮時刻と潮位偏

差のピークが重なっていれば、潮位は 200cm を超

えていた可能性もあった。 

7.3 特徴的な潮位偏差の変動について 

今事例では、潮位偏差に特徴的な変動が見られ

た。約 11～12 時間ごとに潮位偏差のピークが見

られた。この変動が顕著に表れている高松検潮所

のデータを第 12図に示す。この変動は 15日ごろ

から見られ、台風の接近とともに変動が大きくな

り、台風通過後には見られなくなった。この潮位

変動は、今事例と同様の経路を通過した T16 号で

は見られず（第 12図）、同様の経路を通過した平

成 16 年台風第 18 号でも見られなかった（図略）。  

第 12 図 高松検潮所潮位偏差（9月 14 日～20 日） 

第 13 図 高松検潮所潮位偏差（2004 年 8 月 26 日～31 日） 



この潮位偏差の変動は、宇和海から瀬戸内海の

播磨灘付近の広い範囲で見られた（第 14図）。こ

の変動は、台風が通過後、見られなくなっている

ことから台風が要因の一つと考えられるが、同様

のコースを通った事例ではこの変動は見られず、

発生原因についてはわからなかった。 

 

 8. 神戸地方気象台による地域防災支援 

  8.1 オンライン気象解説（台風説明会含む） 

 神戸地方気象台では、16 日、17 日、18 日にオ

ンラインにより兵庫県、県内各市町、国関係機関、

公共交通機関等に向けて、T14 号に係る説明を行

った。17日は台風説明会として行い、大雨、洪水、

暴風、波浪に警戒するとともに、この台風により

高潮警報の発表の可能性は高く、播磨灘では既往

最高潮位に迫る潮位となるおそれがあり厳重な警

戒を呼び掛けた。 

 8.2 首長、担当者（管理職）ホットライン 

 神戸地方気象台では、T16 号の例もあり、高潮

には危機感を持っていた。兵庫県南部沿岸市町に

は、19日昼前に管理職によるホットラインにより

担当者レベルに警戒を呼び掛け、その後、台長か

ら首長へホットラインを行い、大雨、暴風のほか

高潮に対し厳重な警戒を呼び掛けた。 

 なお、19日夕方になり予想したほど潮位が上が

らないとみられたことから、ホットラインを行っ

た各市町に首長・担当者ホットラインによりフォ

ローを行った。 

 8.3 兵庫県南部沿岸部の各市町へアンケー 

トを実施 

 神戸地方気象台では、T14 号でホットライン等

を行った兵庫県南部沿岸の各市町に Microsoft 

Forms を用いてアンケートを実施した。この結果

について天野（2022）が報告しているが、本稿で

も簡単に紹介する。 

 播磨灘沿岸の市町では事前に避難指示を発令は

１市町、高齢者等避難を発令は 6 市町となってい

たが、大阪湾沿岸の市では避難情報の発令は無か

った。アンケートから播磨灘沿岸の市町では、T16

号により大きな被害を被った経験があり、気象台

からのホットラインによる助言も発令判断の検討

材料となっていた。このことが避難情報の発表に

つながったと思われる。 

 一方、大阪湾沿岸の市では、沿岸堤防の整備が

進み、市が独自で決めている避難情報発令の基準

は高潮警報基準よりはるかに高い基準を設定して

おり、気象台と各市の高潮に対する危機感の持ち

方に乖離が見られた。 

 

 9. まとめ 

 T14 号は T16 号と同様の勢力、経路を取る予想

があり、神戸地方気象台では危機感を持って自治

体等へ防災支援を行った。 

 結果的には、予想ほどの高潮にはならなかった。 

その原因として、高潮ガイダンスは高い潮位予想

であったが、風の予想が実況と違ったため実況ほ

ど高くならなかった。ただし、MSM を風外力とす

る高潮モデルは比較的良い予想をしていた。また、

満潮時刻と潮位偏差のピークが 4 から 6時間ずれ

ていたことも潮位が予想ほど上がらなかった要因

となった。 

また、T16 号との比較では、T14 号は、T16 号と

比較して勢力は弱く、兵庫県を離れて通過した。

そのことが要因となって、紀伊水道からの南寄り

の風は弱く、T16 号では岡山県沿岸では西寄りの

強風が吹いたが、T14 号では東寄りの風となった。

このことが、T16 号ほどの潮位偏差が起こらなっ

たと考えられる。 

T14 号と同様の経路を通った台風では見られな

い特徴的な潮位偏差の変動が見られたが、その要

因はわからなかった。 

第 14 図 瀬戸内付近の各検潮所の潮位変動 

   赤星：高松検潮所と似た潮位変動の検潮所 

   黄丸：高松検潮所と似ていない潮位変動の検潮所 



T14 号による高潮では神戸地方気象台では危機

感を持って、兵庫県南部沿岸部の市町へ支援を行

った。アンケートによれば、播磨灘沿岸の市町で

はホットラインは避難情報発令の一助となったが、

大阪湾沿岸の市では、避難情報発令にはつながら

なかった。これは、防潮堤の整備が進み、高潮警

報基準より市が独自で設定している避難情報発令

の基準がはるかに高くなっていることが考えられ

る。このアンケート結果を踏まえ、今後のホット

ライン等の支援方法について検討したい。 
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令和 4 年 8月 17 日に発生した突風について 

 

坂元賢治、古田佐代子、下川和己、杉岡成彦、向井祐二（奈良地方気象台） 

 

 要旨 

 奈良県奈良市で 8 月 17 日に発生した突風について発生時の特徴をまとめた。17 日は日本海の前線に

向かって暖かく湿った空気が流れ込む場で過去の竜巻発生事例時(櫻井他,2008)に比べCAPEは大きかっ

た。突風は環境場の暖気移流と降水に伴う冷気外出流の収束線上で発生した竜巻と推定される。発生場

所付近ではドップラー速度の正負の対が高度を下げながら観測され、発生時刻頃には地表付近で観測さ

れていた。竜巻は発生しやすいとされるメソサイクロン後方の収束線上(益子,2017)で発生していた。 

 

 1. はじめに 

 令和 4 年 8 月 17 日 11 時 25 分頃、奈良県奈良

市水間町付近で突風が発生し、農作業小屋、ビニ

ールハウスの損壊などの被害があった。突風の発

生した水間町は奈良地方気象台から東に 10km 程

度の距離にあり、奈良市東部の大和高原に位置し

ている（第 1図左）。突風の発生した時刻には付近

を発達した積乱雲が通過しており、LIDEN では多

数の発雷を観測していた(第 2図)。このため、奈

良地方気象台は気象庁機動調査班（JMA-MOT）を派

遣して現地調査を実施し、目撃情報などから突風

をもたらした現象を竜巻と推定した（奈良地方気

象台（2022））。本調査では竜巻注意情報などの情

報発表に資するために突風発生時の環境場や突風

関連指数等の特徴についてまとめた。 

  

2. 竜巻の概要 

 第 1図左は観測地点と被害の発生した水間町の

位置、第 1図右は現地調査で得られた被害地点分

布図である。被害は幅約 80m、長さ約 0.2km の範

囲（図中赤枠）で確認され、北北東に移動する漏

斗雲および渦の目撃証言が複数あり、草が様々な

方向に倒伏していたことから竜巻による突風であ

ると推定した。また、農作業小屋の屋根の広いは

く離や園芸施設の被覆材（ビニル）のはく離があ

ったことから、風速約 35m/s、JEF0 に該当すると

推定した（奈良地方気象台(2022)）。竜巻は反時計

回りに回転しているとの目撃証言があった。  

17 日は竜巻発生確度ナウキャストによる発生

確度 2の報知はなかったが、16日夕方に突風と落

雷に関する気象情報、当日は雷注意報を発表して

竜巻への注意を呼び掛けていた。 

 

第 1図 観測地点（左）と被害地点拡大図(右：赤枠は被害報告のあった範囲) 

           出典：「地理院地図」URL http://maps.gsi.go.jp） 

 



 3. 環境場の特徴 

 第 3 図は 8 月 17 日 09 時の 500hPa 天気図であ

る。5880m の高度線と風で求めたトラフの位置を

茶二重線で示す。対馬海峡付近にトラフがあり、

奈良県は西谷で西南西風の場であった。第 4図に

09時の地上天気図を示す。千島近海にある低気圧

から日本海に前線が伸びており、奈良県は太平洋

高気圧から前線に向かって暖かく湿った空気が流

れ込む暖気移流の場であった。第 5 図に 17 日 09

時の潮岬の高層観測の図を示す。800hPa より下層

では湿潤で 850hPa の湿数は 2.5℃であった。自由

対流高度（LFC）は 920hPa と比較的低く、ショワ

ルター指数（SSI）も-0.42 と負の値、対流抑制項

（CIN）も-0.51 J/kg と値が小さく対流の発生し

やすい不安定な状況であった。対流有効位置エネ

ルギー（CAPE）は 1751J/kg と中程度に不安定な場

で過去の発生事例(櫻井,2008)に比べて大きい値

であった。 

一方、400～800hPa では比較的乾燥しており、

700hPa の湿数は 15℃であった。このため、潮岬で

は K-index は 24.4 とそれほど大きな値ではなか

った。風向は 250hPa 以下で西～西南西風が観測さ

れていた。 

 

 4. 局地解析と観測時系列 

 第 6 図上図に奈良付近の 11 時 00 分、11 時 30

分、12 時 00 分の 5 分間降水強度とメソサイクロ

ンの発生位置（図中〇印）、第 6図下図に 5分間降

水強度と等温線、等圧線、風向風速を示す。10 時

40 分頃（図略）から 12 時前にかけて紀伊水道か

らの南西～西よりの風による暖気移流と降水に伴

う北西～北よりの冷気外出流の収束線が兵庫県南

部から奈良県北部を通過し、収束線上でメソサイ

クロンが断続的に検出されていた。また、11時に

は暖気移流の先端にあたる奈良県北部でメソ低気

圧が解析されていた。この収束線は 11 時頃～12

時前にかけて奈良県北部を通過した。図 7 に奈良

と針での降水、気温、風向風速の時系列を示す。

奈良では 11時 10 分、針では 11時 50 分に風向が

北よりに変化し風が強まっている。気温も 2～3度

下降しており、収束線の通過と対応している。奈

良では降水の強まりに先立って北西の風が強まっ

ており、この北西風が降水に伴う冷気外出流であ

ることを裏付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 8月 17日 11時 25分のレーダー合成降

水強度（左）及び過去 3時間の LIDEN 履歴（右） 

 

第 3図 500hPa解析図(2022年 8月 17日 09時) 

第4図 地上天気図(2022年 8月 17日 09時) 

 

 

第 5図 潮岬エマグラム（2022 年 8 月 17 日 09 時) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. レーダー画像 

 第 8 図の上段に奈良付近の 11 時 10 分、30 分、

50分の5分間降水強度とそれぞれの時刻における

被害地点付近の緯度に沿った（図中線分 A-B）レ

ーダー反射強度の高度断面図を示す。第 8 図下段

には仰角 0.3 度のドップラーレーダー速度と高度

断面図を示す。奈良県北部に収束線に対応した線

状のエコーが伸びており、エコーの通過とともに

針の風向が南から北に変わっている。反射強度断

面図では反射強度の強い領域はおおむね 5 ㎞以下

で観測されていた。被害の発生した時刻前後では

東西 2つの対流セル（①、②）が形成されており、

11 時 25 分頃には被害発生地点を東側のセル②が

通過していたとみられる。11 時 10 分時点では奈

良は①と②の間に位置し、北西の冷気外出流を観

測していたため、②のセルはこの冷気外出流によ

って強められたとみられる。ドップラー速度では

11時10分と30分にセル②の近くで大阪レーダー

のビーム方向と概ね直交する正の速度（暖色）と

負の速度（寒色）の対が観測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 7 図 10 分間降水量、気温、平均風向・風

速の時系列（上段は奈良、下段は針） 

 

第 6図 11 時 00 分、11 時 30 分、12 時 00 分の 5分降水強度とメソサイクロン実況（上図）、 

同時刻の 5分降水強度(陰影)と等圧線(黒線)、等温線(彩色線)、風向風速(矢羽根)、収束線（赤色太破線）（下図） 

 奈良 

 針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 時 10 分には速度の対の高度は高度 1km 付近で

観測されていたが、竜巻発生時刻に近い 30 分に

は高度は低下して地表付近でも観測されていた。 

 

 5. まとめ 

 令和 4 年 8 月 17 日に奈良市水間町で発生した

突風について発生時の環境場などの特徴を調べた。 

17 日は日本海の前線に向かって暖かく湿った

空気が流れ込む場で過去の事例(櫻井他,2008)に

比べ CAPE の値は大きかった。突風は紀伊水道か

らの暖気移流と降水に伴う冷気外出流の収束線上

に発生した竜巻と推定される。ドップラーレーダ

ー速度では突風の発生時刻付近に正の速度と負の

速度の対が観測されており、突風発生時刻には観

測される高度が低下し、地表付近でも観測されて

いた。益子(2017)によるとメソサイクロン直下や

環境場の暖気移流と下降流によるメソサイクロン

後方の収束線で竜巻は発生しやすいとされており

（第 9 図）、今回の竜巻もメソサイクロン後方の

収束線上で発生していた。 
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第 8図 5 分降水強度とレーダー反射強度の高度断面図（上図） 

ドップラー速度と高度断面図（下図、★：大阪レーダー、破線は大阪レーダーのビーム方向） 

上段に 11 時 10 分、30 分、50 分の 5分間降水強度と線分 A-B に沿ったレーダー反射強度の高度断面図、

下段に仰角 0.3 度ドップラー速度の平面図と線分 A-B に沿ったドップラー速度の高度断面図を示す 

第 9 図 スーパーセルの地上付近の構造、★は竜

巻が発生しやすい場所（益子(2017)より引用） 



令和 4年に発生した線状降水帯検出に類する大雨事例 

 

卯川知希、大﨑晋太郎、中谷智彦、神例孝典、谷條薫一（和歌山地方気象台） 

 

 要旨 

令和 4年 8月 14 日及び 9月 9 日は、「顕著な大雨に関する気象情報」を発表する 4条件の内、雨量に

関する 3 条件を満たす大雨となったが、前日から警報級の大雨は予想できていなかった。両事例の事例

解析を行い、大雨となった要因を調査した。 

その結果、8月 14 日は風速シアーや地形の影響で、海上から水蒸気が補給されるバックビルディング

型の線状降水帯が発生したことにより、9 月 9 日は大気不安定と強い鉛直シアーの存在する環境下で、

発達した積乱雲が長時間停滞したことにより、予想を大幅に上回る大雨となったことがわかった。 

 

1. はじめに 

令和 4（2022）年 8 月 14 日及び 9月 9日は、和

歌山県南部を中心に大雨となり、令和 3年 6月か

ら運用が始まった「顕著な大雨に関する気象情報」

を発表（線状降水帯検出）する 4 条件のうち雨量

に関する 3 条件を満たす時間帯があった。 

両事例は、前日夕方の時点で警報級の大雨とな

る予想ではなかったにもかかわらず、線状降水帯

検出に類する大雨となったことから、事例解析を

行い、その要因を調査した。 

 

2. 8 月 14 日の事例 

8 月 14 日は、南部を中心に日界頃から激しい雨

や非常に激しい雨となり、新宮・東牟婁では記録

的短時間大雨情報が発表されるなど、局地的に猛

烈な雨となった。この大雨により南部の 6 市町（7

地域）には土砂災害警戒情報が発表され、串本町

や田辺市本宮の一部地域には避難指示が発令され

た。田辺市本宮や那智勝浦町では床上浸水、床下

浸水が報告されている（和歌山県による）。 

14 日 05 時 20 分から 07時 50 分（以後、明記し

ない限り JST 表記とする）にかけて線状降水帯検

出の雨量条件を満たした（第 1図）。06 時 40 分に

危険度の基準に最も近づき、線状降水帯検出まで、

洪水危険度レベル 4の格子があと 1つ、又は土砂

危険度のレベル 5 までの到達割合があと 12%まで

迫り、「顕著な大雨に関する気象情報」が発表され

てもおかしくない状況であった。 

まず、13 日夜遅くから 14 日明け方にかけて、

みなべ町付近から東へ伸びる強雨域が発生し停滞

した（第 2図左。以後、北側の降水域という）。こ

れにより、14日未明から明け方にかけては、田辺

市中辺路、田辺市本宮、新宮市を中心に猛烈な雨

が解析された。次に、強雨域は次第に南側でも発

生するようになり、特に 14 日 3時過ぎから、すさ

み町付近から東へ伸びる強雨域が発生し、6 時過

ぎまで停滞した（第 2図右。以後、南側の降水域

という）。これにより、那智勝浦町、古座川町で猛

烈な雨が解析された。南側の降水域は継続時間が

長く、多くは海上であるが 3時間降水量が 100 ミ

リ以上の領域も広がった。 

紀伊水道外域（紀中及び田辺・西牟婁の西方沖）

で発生し、東進してくる降水エコーや北側と南側

第 1図 8 月 14 日 06 時 40 分における 3時間降水量（左

上）、洪水危険度（右上）、土砂危険度（左下）、土壌雨

量指数のレベル 5までの充足率（右下） 

左上図中赤枠は、危険度等の分布の領域を示す。 



の降水域の中間でも強い降水エコーが観測された

が、長時間停滞することはなかった。線状の降水

域は北側、南側とも海岸線からやや内陸で発生し

た。また、第 2図と同時刻のレーダー積算雨水量

の前 10分差を見ると、正（赤）と負（青）が東へ

向かって交互に等間隔に並んでおり、降水エコー

が次々と発生し、東へ移動していったことがわか

る（第 3図）。 

2.1 総観場の特徴 

日本の南を北上してきた台風第 8 号は、熊野灘

付近で進路を東よりに変え、東海道沖を東に進ん

だ。台風は 13 日夜遅くには房総半島付近に達し

たが、和歌山県では太平洋高気圧の縁に沿う形で、

950hPa で相当温位 360K の高暖湿気が西回りで流

入していた（第 4 図、第 5 図左）。また、13日 21

時の潮岬の高層観測では、500m 高度の相当温位が

362.4K、500m 高度からの自由対流高度までの高さ

（以後、DLFC）は 667.3m（海上から約 1,167m）で

あった。 

500hPa では、ほぼゾーナルな流れの中、13日 21

日には 5880m 付近の浅いトラフ（正渦帯）が対馬

海峡に解析され（第 5図右）、不明瞭になりながら

14日朝に紀伊半島を通過した。 

2.2 メソスケール場の特徴 

MSM 解析値によると、北側の降水域が発達した

14日 00 時の紀伊水道外域では、950hPa は南西風

20kt で相当温位 357K 以上の高暖湿気が流入し、

水蒸気フラックスは 200g/m2/s 以上であった。ま

た、潮岬付近では、南西風 25kt、相当温位が 360K

で、水蒸気フラックスは 250g/m2/s 以上であった

（第 6図左）。 

南側の降水域が発達した 14日 06 時には、紀伊

水道外域では、相当温位が 351K 以下と相対的に

低くなり、風は西風 10kt 程度と弱まった。このた

め水蒸気フラックスも 100～150g/m2/s まで減少

した。北側の降水域が衰弱する一方、潮岬付近で

は西南西 20kt 程度と下層風がやや弱まったが、

相当温位は引き続き 360K あり、水蒸気フラック

スは 200g/m2/s 以上であった（第 6 図右）。 

13 日夜は、紀中や南部の内陸は DLFC が低く（第

7 図左）、標高 300m 以下の地域（第 8 図右、カラ

ーが白の地域）でも 500m 以下の所があった。北側

と南側の降水域は第 7図右図に赤丸で示した地域

で発生しており、沿岸部から内陸に進んで標高

300m に差しかかる所と一致する。海上から陸地へ

の下層風が地表との摩擦で減速することによる風

速シアーや地形の影響により赤丸で示した付近で

第 5図 GSM 解析値（8月 13日 21 時） 

950hPa の相当温位（左図）及び 500hPa の渦度（右図）。 

第 4図 速報天気図（8月 13日 21 時） 

第 2図 レーダー降水強度 

8 月 13 日 23 時 50 分（左図）及び 8 月 14 日 05 時 50

分（右図）。 

第 3図 レーダー鉛直積算雨水量の前 10 分差分 

時刻は第 3図と同様。 



自由対流高度に達するような上昇流が発生したと

考えられる。 

また、美浜のウィンドプロファイラの受信強度

と風の高度時間断面（第 8 図）によると、13日 23

時過ぎに 1,500m 付近の風向が南西から西北西に

変わり、500m 付近も南西から西南西にやや西より

に変わった。その後北側の降水帯が発達している

ことから、水蒸気の流れが北へ抜けにくくなり紀

中や南部で収束しやすくなったと考える。 

2.3 大雨発生のメカニズム（8 月 14日） 

 台風が房総半島付近へ達した後、太平洋高

気圧を回る下層の高暖湿気が流入し、和歌

山県南部の沿岸域で DLFC が低くなる。 

 陸域での下層風速の速度シアーや地形の

影響により上昇流が発生し対流雲が発生

する。 

 500hPaでは5880mの浅いトラフ（正渦度帯）

が接近し、積乱雲の発達を促す。 

 風向の鉛直変化が小さく、海上から水蒸気

が補給されることで、バックビルディング

型の線状降水帯が形成される。 

 下層風の変化により、北側への水蒸気の輸

送が弱まり、南側で降水域が発達する。 

 

3. 9 月 9 日の事例 

9 月 9 日は、新宮・東牟婁で未明から降水が強

まり、明け方にかけて非常に激しい雨や猛烈な雨

となった。03 時 10 分には勝浦（那智勝浦町、県

雨量計）では 1時間雨量 111 ミリが観測された。

新宮市、那智勝浦町、太地町に土砂災害警戒情報

が発表されたが、この大雨による大きな被害は報

告されておらず、避難指示等も発令されていない。 

この事例では、9 日 02 時 40 分～02 時 50 分、

03 時 10 分に線状降水帯検出の雨量条件を満たし

た。03 時 10 分に危険度の条件に最も近づき、線

状降水帯検出まで、洪水危険度レベル 4の格子が

あと 2つ、又は土砂危険度のレベル 5までの到達

割合があと 31%であった（第 9図）。 

8日21時頃まで熊野灘で降水エコーが散在的に

発生していた。発達・衰弱を繰り返しながらゆっ

くり西進し、次第に発達の程度が強くなった。23

時頃から降水エコーがまとまり、かなり発達する

ようになった。全体としてはゆっくり西進するが、

降水エコーの動きは複雑で、新宮・東牟婁の沖合

のまとまった降水エコーが分裂し、北西、西、南

西へ発散するように移動する様子が見られた。西

進した降水エコーは、新宮・東牟婁の沿岸部に到

達した後、沿岸部に停滞し、さらに発達した。降

水エコーを時系列に概観すると、積乱雲の世代交

第 7図 MSM 解析値による DLFC（左図）及び紀伊半島の

地形図（右図） 

DLFC は 8 月 13 日 21 時の解析。左図中赤丸印は、線状

の降水域の発生位置を示す。また、図中✕印は美浜ウィ

ンドプロファイラの位置を示す。 

出典：「地理院地図」URL https://maps.gsi.go.jp/、色

別標高図を一部加工。 

第 8 図 美浜ウィンドプロファイラによる高度時間断面 

8 月 13 日 18 時から 14 日 06 時。カラーは受信強度を示

す。ウィンドプロファイラの位置は第 7 図中✕印で示す。 

✕

第 6図 MSM 解析値による 950hPa の水蒸気フラックス、

相当温位及び風向風速 

8 月 14 日 00 時（左図）、14 日 06 時（右図） 



代も見られるものの、一つの積乱雲のように見え

る強い降水エコーが、沖合から沿岸部にかけて 1

時間以上留まり続ける特徴があった（第 10図）。

その後、3 時頃からは次第に衰退していった。那

智勝浦町では 3 時 20 分までの 1 時間で約 100 ミ

リの猛烈な雨を解析した（第 10 図中⑥の降水エ

コー）。 

3.1 総観場の特徴 

フィリピンの東には台風第 12 号、オホーツク

海に発達した低気圧があり、日本付近は相対的な

気圧の谷となっていた。東日本から西日本は日本

の南の低圧部と黄海の高気圧の間で北東風が卓越

する場となっていた（第 11図）。 

500hPa では、対馬海峡の 5880m 付近にマイナス

9℃の寒気を伴うトラフが解析でき、その前面の福

岡、松江、輪島では南西風であったが、日本の南

の高気圧性循環や関東の東の寒冷渦の影響で、潮

岬では北西風であった（第 12 図）。また、潮岬の

8 日 21時と 9日 09 時の高層観測では、500hPa の

気温が約マイナス 6℃で、850hPa との気温差は約

25℃となり、大気の状態が不安定となっていた。

潮岬の 500hPa の気温は、福岡や松江より低く、寒

冷渦の寒気の影響を受けていたと考えられる。 

3.2 メソスケール場の特徴 

9 月 8 日は、東海道沖から熊野灘にかけて東風

が卓越しており、21時頃から熊野灘で水蒸気フラ

ックスが強まった。9 日 03 時の 500m 高度メソ解

析では、熊野灘に北東と東北東の風向シアーが解

析できる（第 13図左、図中青破線で示す）。この

第 9 図 9 月 9 日 03 時 10 分における 3 時間降水量（左

上）、洪水危険度（右上）、土砂危険度（左下）、土壌雨

量指数のレベル 5までの充足率（右下） 

左上図中赤枠は、危険度等の分布の領域を示す。 

第 10 図 降水ナウキャスト（受信強度） 

9 月 8 日 23 時 00 分から 9 日 04 時 00 分まで 20 分間隔（時系列は右から左）。主な降水エコーに①から⑥までの

番号を振り、動きを矢印で表示。 

① ② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

③ 

② 

④ 



シアーの南側では相当温位が 348K 以上で DLFC が

500m 以下と低い。一方、シアーの北側では DLFC が

2000m 以上と高く、積乱雲の発生しにくい状況で

あった（第 13 図右）。 

紀伊半島付近では、地上から上空に向かって、

風向が時計回りに変化しており、下層風が比較的

強い沿岸海域では SREH 値が高い。積乱雲が発達

した新宮・東牟婁の東岸海域では特に SREH 値が

高く、局地的に 400m2/s2以上も見られた（第 14図）。

積乱雲の移動の目安となる 700hPa の風は南風で

あるが 5m/s 程度と弱く、相対的に強い下層の風

の影響で西へ移動したと考える。 

三重県側や南海上の降水エコーはそれぞれ北東、

南西へ移動しているが、那智勝浦町付近の降水エ

コー（第 15図左、図中赤丸で示す）はほとんど停

滞していた。名古屋レーダーのドップラー速度（当

該地域はレーダーから約 200km 離れており、仰角

0.2°は高度約 3㎞の観測となる）の分布では、当

該エコーの西側ではレーダーから離れる向きに、

東側では近づく向きのドップラー速度を観測して

おり、積乱雲の低気圧性の回転が示唆される（第

15図右。図中矢印を参照）。SREH 値が大きく、回

転を伴うことで単独の積乱雲の寿命が長くなった

と考えられる。 

那智勝浦町から三重県尾鷲市付近にかけて、海

岸から約 6km 内陸に海岸線に並行に山地地形があ

り、標高は高い所で 900～1000m である（第 16図

中、一点鎖線で示す）。この山地より内陸側へは強

い降水エコーは入っていない。山地付近で発達す

る降水エコーもあったが、1 時間降水量約 100 ミ

第 12 図 500hPa 高層天気図（8月 13 日 21 時） 

第 11 図 速報天気図（9月 9日 03 時） 

第 14 図 MSM500m 高度解析値（9月 9日 03 時） 

SREH（左図）及びホドグラフ（右図）。ホドグラフの

地点は左図中✕印で示す。 

第 13 図 MSM 解析値（9月 9日 03 時） 

500m 高度の水蒸気フラックス、相当温位及び風向風速

（左図）、500m 高度からの自由対流高度（右図） 

第 15 図 9 日 03 時 00 分のレーダー降水強度（左図）及

び名古屋レーダードップラー速度（右図） 

レーダー画像の仰角は 0.2°で、距離 200km で高度約

3km を観測する。 



リを解析した降水エコーは海上で発達し、沿岸部

に停滞している。山地地形の影響で発達したので

はないと考えるが、沿岸部では地形の摩擦で陸域

の下層風が弱められており、積乱雲は移動速度が

遅くなって停滞したと考えられる。 

3.3 大雨発生のメカニズム（9 月 9 日の事例） 

 下層の東風が強まり、もともとあった風向

シアーが強化され、シアー南側の自由対流

高度の低い領域で積乱雲が発達する。 

 寒冷渦の影響で上空にマイナス６℃の寒

気があり、積乱雲の発達を促す。 

 積乱雲は、中層の風が弱く、下層の風が相

対的に強いことから西へ流される。陸地で

は山地地形の影響で下層風が弱まること

で移動速度が遅くなり、那智勝浦町付近で

は各層の風のバランスからほぼ停滞した

可能性がある。 

 風の鉛直シアーが積乱雲の発達・維持に理

想的な時計回りの分布となっており、発達

した積乱雲が沖合から沿岸部に 1時間以上

衰弱することなく停滞する。 

 

4. 予測 

4.1 8 月 14 日の事例 

前日 03UTC 初期値の MSM の予想と MSM 解析値を

比較すると、500hPa の相当温位や水蒸気フラック

ス、DLFC や平衡高度、可降水量は大きな違いはな

く、大雨のポテンシャルはおおむね予想できてい

た（詳細は省略）。 

南西風系の大雨に関するワークシートとして、

「大雨基本パターン判定ツール（南西風系）」と「早

期注意情報［中］付加判定ツール（南西風系）」の

２つを運用している。前者は 850hPa 及び 950hPa

の風向風速が基準に満たず、大雨の判定とならな

かった。また、後者は 500m 高度や、950hPa、850hPa、

700hPa の水蒸気フラックスの値が基準未満とな

り、風速が弱いことが要因と考えられる。なお、

後者には風向の具体的な基準はない（おおむね南

西風）。 

また、今年度から提供開始された大雨発生確率

ガイダンスでは、13日 00z 以降、FT09-21 では 30%

未満。「線状降水帯発生可能性」判断に用いない

FT06 まででは最大 33％であった。 

これまでの知見では風速が弱く大雨の可能性は

高くないという判定であったが、バックビルディ

ング型の線状降水帯が発生したことで、前日の降

水量予想を大幅に上回る大雨となったと考える。 

4.2 9 月 9 日の事例 

8 月 14 日の事例と同様に、前日 03UTC 初期値の

MSM は大雨のポテンシャルをおおむね予想できて

いた（詳細は省略）。 

南東風系の大雨に関するワークシートとして、

「大雨基本パターン判定ツール（南東風系）」を運

用している。このワークシートでは、8 日夜遅く

から 9 日未明に注意報級、9 日明け方には警報級

の判定となったが、GSM/MSM の R1-GDC が 20 ミリ

程度ということもあり、大雨の［中］以上の付加

は見送っていた。また、適用条件となる総観場も

やや異なっていた（第 17図）。 

大雨発生確率ガイダンスは、8 日 00UTC 以降、

FT09-21 では 10%程度、「線状降水帯発生可能性」

判断に用いない～FT06 では最大 14％であり、事

前の大雨の予想は難しかった。 

また、9 日 0 時頃には、海上で予想より降水エ

第 16 図 新宮・東牟婁付近の地形図 

出典：「地理院地図」URL https://maps.gsi.go.jp/、色

別標高図を一部加工。 

第 17 図 大雨基本パターン判定ツール（南東風系）にお

ける総観場の適用条件 

ワークシートの適応条件（左図）及び 9月 9日 3時の

速報天気図に各適応条件に対応する要素を追記。青枠は

左図の範囲を示す（右図）。 
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コーの発達が見られたが、動きが複雑で急速に発

達したため、陸上に達するかどうか、降水強度を

維持するのかどうかの判断が難しい事例であった。 

 

5 まとめ 

令和 4 年 8 月 14 日と 9 月 9 日の大雨事例につ

いて調査した。両事例とも下層の相当温位や可降

水量等の予想では大雨のポテンシャルがあったも

のの、降水量ガイダンスや既存ワークシートでは、

現象が始まるまで警報級の大雨の予想ができなか

った。 

現象のスケールから GSM や MSM で直接予想する

ことは難しく、前日 17 時予報時に適切に大雨の

早期注意情報［中］以上の判断ができるよう、ワ

ークシートの改善が必要と考える。 

「大雨基本パターン判定ツール（南西風系）」の

判定には、美浜ウィンドプロファイラ付近の GPV

を用いている。8月 14日の事例では、この付近は

下層風が弱まり、相対的に低い相当温位が入った。

複数地点の GPV を判定に用いることで、南部の大

雨の可能性を適切に評価し、複数地点の風向から、

大雨となる地域の特定も改善できるのではないか

と考えている。 

9月9日の南東風系の事例では、沿岸部でのSREH

値の極大が特徴的であった。他に SREH が大きい

環境場で、積乱雲が急速に発達し、停滞する事例

がいくつかあれば、「大雨基本パターン判定ツール

（南東風系）」の改善にも活かせられるのではない

かと考えている。 


