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国内外の確率的気象情報の利活用について
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1

はじめに

気象情報の中には、降水確率や季節予報のように確
率で表現される予報がある。不確実性を伴う気象予報
には、確率予報が非常に効果的である。しかし、今で
もこのような確率予報を間違って解釈されることが多
く、まだまだ有効に活用されているとは言い難い。こ
れは、諸外国でも同様に見受けられることである。こ
こでは、日本や海外（主に米国）の確率予報に関する
文献を概観し、確率予報の利活用について考察する1 。
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日本における確率予報の利用

日本では、1980 年に東京地方で降水確率予報が発
表され始め [1]、今では全国的にテレビやラジオ、新
聞等で報道されている。また、1996 年からは１か月予
報や３か月予報などの季節予報にも確率予報形式が導
入されており [2]、
「台風の暴風域に入る確率」も気象
庁のホームページ [3] で見ることができる。また 2008
年 3 月からは、7 日平均気温が「かなり高い」か「か
なり低い」となる確率が 30% を超えると予測された
場合に、「異常天候早期警戒情報」が発表されるよう
になった [4]。
日本における確率予報の利活用については、立平 [5]
が数多くの書籍や論文等で紹介し解説している。天気
予報の経済的な価値は、気象情報が社会の各方面にお
いて意思決定に利用されるにつれ評価され始めた。特
に高度な意思決定を定量的に行うために、気象情報の
不確実性を定量的に表現した確率予報の利用が、リス
ク・マネジメントの研究として試みられている。その
中で最も簡単で広く用いられているのが、コスト／ロ
ス・モデルである。これは、ある気象現象が起こるか
否かによって、対策を講じるか否かを判断するモデル
である。表 1 に示すように、対策に要する費用を C と
し、対策を取らなかったときに気象現象が起こって被
る損失を L とする。対策を取ったときは気象現象が起
きても起きなくても掛かる費用は C である。一方、対
策を取らなかったときに気象現象が起きれば損失 L で
あるが、気象現象が起きなければ損失は 0 である。気
象現象が発生する確率を p とすれば、p がコスト／ロ
ス比 C/L より大きい（p > C/L）ときに対策を講じ
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表 1: コスト／ロス・モデル

対策
対策

有
無

気象現象 有
（発生確率 p）
C
L

気象現象 無
（発生確率 1 − p）
C
0

るのが、よい判断となる。
主にコスト／ロス・モデルを用いたリスク・マネジ
メントや天気予報の価値評価の例として、冨山 [6] は
電力会社の需給運用業務を取り上げて気温の確率予報
を用いた意思決定を検討している。また、山田 [7] [8]
は天気予報の経済的な価値をコスト／ロス比や利益ス
キルスコアを用いて評価している。しかしいずれも、
予報精度の問題の他にもコスト／ロス比の不確実性が
加わるため、適用はある程度単純化したモデルに限ら
れている。また、中長期予報で用いられるアンサンブ
ル予報から求められる気温等の発生確率を売上や経常
利益の確率分布に変換して経営判断に利用する活用方
法 [9] や、金融工学的なリスク管理手法を取り込んで
天候リスクを確率分布として計量化する方法 [10] が
調査研究されている。さらに、天候リスクを取引する
「天候デリバティブ」なる金融商品も現れているが、企
業リスクの中で天候リスクだけを定量的に評価するこ
とは難しく [11]、ただ単にある設定条件（気温、降雪
量など）を超えた日数の多少で支払いが行われる取引
であったり、高度な金融工学的手法を構築 [12] してい
る一方で気温予測は単に過去統計からの推測であった
りして、日々発表される気象情報を本当に活用してい
るようには見えない。確率予報で発表される季節予報
を定量的に利用しようという試み [13] も始まっている
が、まだまだ研究段階であり、引き続き議論と検討が
必要とされている。
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海外における確率予報の利用

米国気象学会（American Meteorological Society :
AMS）は、学会の声明文（Information Statement）で
確率予報の利用促進を呼びかけている [14] [15]。しか
し、その声明文の中でも述べられているように、確率
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予報を間違って解釈されることがしばしば起こってい
る。米国では 1965 年に国立測候所（National Weather
Service : NWS）によって降水確率（Probability of
Precipitation : PoP）予報が開始されたが、1979 年
の Murphy et al. [16] のアンケート調査でも、大衆の
多くが降水確率を誤解していることが示されていた。
天気予報の経済的価値や気象情報による意思決定につ
いては、Katz and Murphy [17] によって多様な視点
から解説されているほか、コスト／ロス・モデルを用
いた意思決定が多くの論文（例えば、Thompson and
Brier [18]、Murphy [19]、Murphy and Winkler [20]
など）で紹介されている。また Wilks [21] は、気象情
報評価に必要な知識を体系的な教科書としてまとめて
いる。
最近、気象・気候予測の不確実性を定量化して伝
えることを提言する報告 [22] が、米国学術研究会議
（National Research Council : NRC）によってなされ
た。この報告書については日本気象学会誌「天気」で
も既に紹介されている [23] が、この報告書のために組
織された「気象・気候予測における不確実性の定量化
と伝達に関する委員会」によって 9 つの発見事項と勧
告が提示されている。それらには、ユーザーニーズを
よく知る民間気象事業者が予報の不確実性を効果的に
伝えるために、NWS や NOAA（米国海洋大気庁）が
予報プロダクトの改良や検証を進めることはもちろん、
民間気象事業者や研究機関とも協力して不確実情報を
伝えるために献身的な努力をすることを勧めている。
2009 年 9 月に米国気象学会（AMS）から、Weather,
Climate, and Society（WCAS）という学術雑誌が新
しく創刊された [24] [25]。この雑誌では気象・気候や
社会との関係というような学際的な研究分野を扱い、
意思決定や政策提言、気候変動や異常気象が人間に与
える影響、防災、そして天気予報の価値などの研究が
掲載される見込みである。気象情報の価値評価や確率
予報の効果的利用についての研究が、この雑誌を中心
に展開されることに期待したい。
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まとめと今後の課題

ここでは、確率予報に関する国内外の文献について
概観した。不確実性を伴う気象情報を効果的に伝達す
るにはどのようにしたらよいか、不確実性を考慮した
意思決定とはどのようなものかについては、まだまだ
研究の余地がありそうである。気象庁が昨年から発表
を開始し、確率情報が多く提供されている異常天候早
期警戒情報の利用 [26] についても、これからの研究課
題の一つであると考えられる。
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