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要旨 

 
航空機の安全な航行を妨げる主要因が乱気流であり、その被害額は年間数100万ドルにもなる。気象庁な

ど各国の予報機関が予測を試みているが、乱気流を精度よく予測するシステムはなく、これは乱気流の発生

メカニズムがわかっていないためと考えられる(Sharman et al., 2012)。そこで本研究では、メカニズム解明

に向けて、乱気流が発生する環境場を解明することを目的とした。まず、過去に乱気流が報告された地点の

周囲の風速と鉛直シアーを解析し、乱気流が発生した時の風の場を明らかにした。また、主成分分析を行

い、乱気流発生時の風速と鉛直シアーの特徴を示した。解析の結果、平均的にはジェット気流の南側にある

地点で、乱気流が発生しやすいことがわかった。南北風の鉛直シアーが波状の分布であり、乱気流の発生に

強く影響することが示唆された。これは、これまで分かっていなかった乱気流の発生しやすい平均的な環境

場を特定できた意味で非常に意義のある結果である。 
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1 背景 
航空機の安全な航行を妨げる要因の 1つが乱気

流である(Eichenbaum, 2000; Luke et al., 2019、図

１)。気象に関連した航空機の事故のうち約 65%が

乱気流によるものであり、そのほとんどが乗客と

乗務員がシートベルトを外している 10,000 ft 以

上で発生している(Sharman et al., 2006)。乱気流は

発生要因別に分けることができ、(1)山岳波による

もの・(2)雲に伴うもの(雲内乱気流や雲近傍乱気

流)・(3)晴れており、雲がない状況で発生するも

の(晴天乱気流)の三つに分類される(Lane et al., 
2012; Sharman et al., 2012)。様々な機関が乱気流

の予測を試みているが、発生位置・時間を精度よ

く予測できるシステムはない(Sharman et al., 
2006)。また、乱気流を回避するために燃料を余分
に消費してしまい、乱気流による事故と余分な燃
料費による損害の総額は、少なくとも業界で年間
数 100 万ドルにものぼる(Sharman et al., 2012)。 

乱気流の予測が困難である背景には、発生メカ

ニズム自体がわかっていないことが挙げられる。

現在、ジェット気流や上層の前線などが原因だと

言われているが、航空機に影響を与える乱気流

が、どのような気象場で生じているのかも明確で

ない(Wolff and Sharman, 2008)。その中でも特に

(3)晴天乱気流は予測が難しく、Kelvin-Helmholtz
不安定によって発生すると考えられているが、乱

気流発生箇所の環境場や発生時の気流の状態な

ど、未解明な点が多く残る(Dutton, 1971)。 

また、日本における乱気流などを対象にした航

空気象の研究はあまり盛んでない。そのため、日

本空域で発生する乱気流に関する特徴（例えば発

生しやすい場所や時間、季節、そして発生しやす

い風や気温の環境場など）がわかっていない。そ

れに対し、韓国では乱気流の季節的な特徴をまと

めるなど研究が進んでいる(例：Kim and Chun, 
2011)。 

本研究では、これまであまりやられていなかった

日本空域における乱気流の解析を行う。具体的には、

冬季に日本空域で発生した乱気流に注目し乱気流

が発生した地点の周辺の気象場を解析する。冬季に

注目した理由としては、乱気流の発生要因と考えら

れているジェット気流が強くなるためである。解析

期間において、乱気流が発生した地点の周囲の水平

風と水平風の鉛直シアーのコンポジット解析を行

い、風に関する変数の環境場を明らかにする。さら

に、得られた水平二次元の変数の全サンプルに関し

て主成分分析を行い、乱気流の発生に本当に影響の

ある風の環境場を明らかにする。 

 
図1：乱気流の模式図 



2 方法 
2.1 使用データ 
本研究では、パイロットによる乱気流の発生報告

(PIREP)とメソ客観解析データ(MANAL)の 2018 

年 1、2、3、10、11、12 月分を用いて解析を行っ

た。この期間で 4781 回の乱気流が報告された。な

お、雲内・晴天時の区別はしていない。そこで、

MANAL から乱気流発生地点を中心として 64×64

の格子を作り、その格子点上に風速と鉛直シアーを

対応させたデータを作成した。鉛直シアーとは水平

風の鉛直方向における変化量のことである。今回鉛

直シアーは等圧面の風の差から計算し、高度差は乱

気流発生高度から 1 km〜2 km ほどである。発生地

点・高度・時間はそれぞれ内挿した。水平解像度は

5 km となっており、解析範囲は乱気流の発生地点

を中心として周囲 320 km×320 km となっている。

データ作成の流れを模式図に示したのが図 2 であ

る。 

 
図2：今回作成したデータの模式図 

 

2.2 解析手法 

本研究では 3種類の方法で解析を行った。 

(a) 発生地点のプロット 

PIREP を用いて、巡航高度とされる 150 hPa から

350 hPa の間で報告された乱気流の発生地点を日本

地図上にプロットした。 

(b) コンポジット解析 

  コンポジット解析とは複数のサンプルを用いて

平均などを行い、対象とする現象の特徴を掴む解析

手法である。 

本研究では作成したデータを用いて、解析期間に

おける平均的な風の動きを解析した。 

(c)主成分分析 

  主成分分析とは、多次元のデータを圧縮して少な

い次元数にし、扱っているデータの外観を考えやす

くする手法である。データの分散が最大になるよう

に圧縮をし、第一主成分、第二主成分として圧縮し

たい次元数だけ出力される。それと同時に主成分ご

とに寄与率とデータの負荷量ベクトルが計算され

る。寄与率はその主成分が、元のデータに対してど

の程度影響を持っているかがわかる。第一主成分か

ら順に寄与率は小さくなっていく。負荷量ベクトル

は主成分における各データの重みである。負荷量ベ

クトルは-1 から 1までの間で計算され、絶対値が 1

に近いほどそのデータの影響度が高いと考えられ

る。また、符号で分類することができ、符号が同じ

データは関連性があると考えられる。主成分得点は、

対応する負荷量ベクトルとデータを掛け合わせ、総

和を計算したものである。主成分得点が負であれば

負の負荷量ベクトルのデータの影響を受けている

と読み取れる。このように、主成分分析ではその主

成分の寄与率と負荷量ベクトル、主成分得点を読み

取り、データの特徴を解析ことができる。 

  本研究では、今回作成したデータを用いてコンポ

ジット解析では読み取れなかった風の特徴を解析

した。 
 
3 結果 
 図3に解析期間でPIREPで報告された乱気流の発

生地点を日本地図上にプロットした。航空機によ

る観測であるため、空港周辺や航空機が通過する

空域のみにはなるが、海上や陸上など問わず広い

空域で乱気流が発生していることがわかった。ま

た、高度の分布を見ると海上で遭遇する乱気流の

方が陸上で遭遇する乱気流よりも低い高度で遭遇

しているのがわかった。 
図4に6ヶ月の全サンプルで、乱気流が報告され

た地点の周囲の平均の風速と鉛直シアーを解析し

た結果を示す。東西風は、北東側で強く風が吹い

ており南側が弱かったが、どの地点でも風速40 

m/s以上の強い風が観測された。南北風は、東側で

強く風が吹いており西側では弱く、風速の差は約2

倍もあった。東西風の鉛直シアーは北側で強く、

南側で弱かった。南北風の鉛直シアーは東側で強

く、南西側が弱かった。東西風と東西風の鉛直シ

アーが強い地点と弱い地点が対応している傾向が

みられ、南北風と南北風の鉛直シアーにおいても

同様の傾向がみられた。 

図5に6ヶ月の全サンプルで、乱気流が報告され

た地点の周囲の風速と鉛直シアーの標準偏差を解

析した結果を示す。平均の図(図4)と比較すると、

風が強い地点ほどばらつきが大きく、弱い地点ほ

どばらつきが小さいのがわかった。 

また、図6に6ヶ月の全サンプルで主成分分析を

した東西風u、南北風v、東西風の鉛直シアーΔuと
南北風の鉛直シアーΔvの負荷量ベクトルを示す。

主成分分析の結果、東西風と南北風は第一主成分

の寄与度が90 %以上となった。どちらも負荷量ベ

クトルの大きさが乱気流発生地点で最も大きく、

離れるほど小さくなっていた。東西風は左右に伸

びた楕円状の分布であるのに対し、南北風では北

東・南西方向に伸びた楕円状であった。しかし、

どちらも付加量ベクトルの最大値と最小値の差は

約0.0015と大きな差はなく、どの地点でも符号が

同じだった。東西風の鉛直シアーと南北風の鉛直

シアーは、第一主成分の寄与度が約70 %、第二主

成分は約15 %となった。また、第二主成分で主成

分得点を計算したところ、主成分得点が正になっ



た割合は東西風の鉛直シアーでは約43 %、南北風

の鉛直シアーでは約49 %となった。東西風の鉛直

シアーの第一主成分は、東西風の第一主成分と似

た分布をしているが、負荷量ベクトルの最大値が

少しだけ北東方向にずれていた。南北風の鉛直シ

アーの第一主成分は南北風の第一主成分と似た分

布をしていた。どちらの鉛直シアーも負荷量ベク

トルの最大値と最小値の差0.005〜0.007と風速よ

りも大きく、どの地点でも符号が同じだった。東

西風の鉛直シアーの第二主成分を見ると、南側も

しくは北側にいくほど負荷量ベクトルの絶対値が

大きくなっていた。南北風の鉛直シアーの第二主

成分を見ると、南東側もしくは北西側にいくほど

負荷量ベクトルの絶対値が大きくなっていた。ど

ちらも負荷量ベクトルの差は約0.04となってい

た。 

 
図3：解析期間で乱気流が発生した地点をプロットした結果 

青い点が350 hPaから250 hPaで乱気流の発生した地点。赤い点

が250 hPaから150 hPaで乱気流の発生した地点。 

 

 
図4：解析期間で気象場を解析した結果 

乱気流発生地点(0,0)を中心とした平均の風と鉛直シアー。 

(a)東西風,(b)南北風,(c)東西風の鉛直シアー,(d)南北風の鉛

直シアー。横軸は乱気流発生地点(0,0)からの緯線方向の距離

を、縦軸は乱気流発生地点(0,0)からの経線方向の距離を、そ

れぞれ km単位で表している。 

 

 
図5：解析期間で標準偏差の水平分布を解析した結果 

乱気流発生地点(0,0)を中心とした平均の風と鉛直シアー。(a)

東西風、(b)南北風、(c)東西風の鉛直シアー、(d)南北風の鉛

直シアー。横軸は乱気流発生地点(0,0)からの緯線方向の距離

を、縦軸は乱気流発生地点(0,0)からの経線方向の距離を、そ

れぞれ km単位で表している。 

 

 
図6：解析期間で主成分分析した結果 

乱気流発生地点(0,0)を中心とした風と鉛直シアー。(a)東西風

の第一主成分,(b)南北風の第一主成分,(c)東西風の鉛直シアー

の第一主成分,(d) 東西風の鉛直シアーの第二主成分,(e)南北

風の鉛直シアーの第一主成分,(f)南北風の鉛直シアーの第二主

成分。横軸は乱気流発生地点(0,0)からの緯線方向の距離を、

縦軸は乱気流発生地点(0,0)からの経線方向の距離を、それぞ

れ km単位で表している。 

 
4 考察 
コンポジット解析の結果から、東西風とその鉛直

シアーはどちらも北側が強く、南側が弱いというこ

とがわかった。南北風とその鉛直シアーはどちらも

乱気流発生地点を中央値として、東側が強く西側が

弱いことがわかった。しかし、標準偏差からサンプ

ルごとのばらつきが大きいと言える。つまり平均的

には、ジェット気流の南側にあり、東側と西側で南



北風の風速差が大きくなっている空域において北

向きの風が吹いている地点で、乱気流が発生しやす

いことが示唆される。また、乱気流発生地点におけ

る鉛直シアーの強さは、平均的には特に大きくない

こともわかった。風速と鉛直シアーの強弱の分布が

似ていることから、乱気流が発生している空域では、

風速が速いほど鉛直シアーも強くなると考えられ

る。 

主成分分析をした結果からは、東西風と南北風は

中心に近いほど風の影響を大きく受け、南北風は波

を描くように影響度が変化しているのがわかった。

しかし、どちらも負荷量ベクトルの大きな差はなく、

符号も全地点で同じであるため、乱気流が発生する

空域全体で強い風が吹いていることが必要だと考

えられる。また、東西風の鉛直シアーの第二主成分

の主成分得点から、正の割合が低かったことから北

側の鉛直シアーの影響を受けやすいと考えらえる。

南北風の鉛直シアーの第二主成分の主成分得点は

正負の割合がほぼ等しかったため、南北風の鉛直シ

アーは北東側・南西側どちらの影響が強いかは断言

できない。しかし、南東側もしくは北西側の風の影

響を強く受けることから、南北風の鉛直シアーの大

きさが波を描くような分布になることがわかり、前

線帯を表していると予想できる。このことから、南

北風の鉛直シアーと乱気流の発生に関連があると

考えられる。 
 
4 まとめ 
 本研究では、パイロットによる乱気流の報告デー

タ(PIREP)と気象データ(MANAL)を用いた解析を行

い、日本空域における2018 年の1、2、3、10、11、

12 月に発生した乱気流周辺の環境場の特徴を明ら

かにすることに成功した。この結果、日本空域で陸

上海上を問わず、航路上であれば乱気流に遭遇する

ことがわかった。コンポジット解析からは、乱気流

が発生する周囲には、東西風が速いことが前提にあ

ることがわかった。特に平均的には、ジェット気流

の南側で乱気流が発生することがわかった。しかし、

事例によって風の強さのばらつきが大きいことに

注意する必要がある。さらに主成分分析から、南北

風の鉛直シアーの第二主成分が前線帯のようなも

のを表しており、乱気流の発生と南北風の鉛直シア

ーに関連があると考えられる。 

 これらの結果は、これまで不確定であった、日本

空域において乱気流が発生しやすい環境場を特定

できたという点で、非常に意義のある結果であり、

国内学会で発表したと共に(伊藤・宮本 2020a,b)、国
際学会(American Meteorlogical Societyの年大会)でも

発表を行った(Ito and Miyamoto 2021)。今後は科学論

文としてまとめ国際誌に投稿する予定である。 
 今後はSCALE（Nishizawa et al. 2015; Sato et al. 2015）
という気象シミュレーションソフトを使用してシ

ミュレーションを行なう。シミュレーションの結果

は2021年5月に行われる国内学会で発表予定である

(伊藤・宮本 2021)。過去に発生した乱気流の代表

事例に注目しシミュレーションを行い、今回の考察

を裏付けていく。 
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