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論文の内容の要旨

論文題 目 降雨減衰確率推定法の精度および適用性の向上に関す る研究

本論文は､1 0GHz帯程度以上の降雨減衰 の影響が無視 できない周波数帯 を用

いた無線通信 システムの回線設計にお いて必要 とな る降雨減衰確率推定法に

ついて､既存の ものは 1970年代 に取 りま とめ られ た ものに若干 の改善が加 え

られなが ら使用 され てきてお り､近年の多様化す る無線通信 システム-の適

用 を考 えた場合 に適合性 が十分 とは言 えない状況 にあ りうること､また最近

の ヒー トアイ ラン ド現象 に代表 され る気象条件 の変化によって雨の降 り方が

変 わって きてい る可能性 があることな ど考慮 し､近年の気象庁 降水量データ

を利用 し､ よ り精度 良 く､扱 い易い新たな降雨減衰確率推定法の確立 を 目指

した研 究について と りま とめた ものであ るC

第 1章では､研 究の背景 と本研 究の概要 をま とめてい る｡

第 2章では､本論文が対象 としてい る降雨減衰確率推定に関す る技術分野

の基本事項 ､専門用語の解説 を行い､第 3章以降で述べ られ る研究内香-の

理解 を高めるための導入部になってい るC

第 3章では､推 定法のデー ターベース とな る降雨量及び降雨減衰量測定実

験 の概要､すなわち､測定に用いた機材 (降雨量測 定､降雨減衰量測 定)及

び､測定実験構成 を述べてい るC

第 4章では､気象庁降水量データか ら 1分間降雨強度の累積確率分布 を精

度 よく求 める手法 を示 してい る｡気象庁が AMeDASな どの気象観楓装置によっ

て取得 されてい る降雨データは､空間密度的に も､測定期間的 にも非常 に膨

大な ものであるが､測 定法 の原理に起因す る制約 か ら､降雨減衰推定 にはそ

のままでは利用で きないことが知 られ ていた｡本論文では､ この間題 を､乱

数 を導入 した統計的換作 (均 し換作) によって解決 し､膨大なデー タの活用
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- の道 を開いて い る｡

第 5章 で は､降雨減 衰 の確 率分布モデル につ いて考察 してい る｡ 具体的 に

は､対数 正規分布 ､条件 付対数正規分布 ､ガ ンマ分布 ､M分布 を取 り上 げて､

実測デー タを用 いて検証 し､細矢 に よって提案 され た M分布 を､確率分布 の基

本 モデル とす るのが適切 で あ ることを述べてい る｡

第 6章 で は､降雨強度 分布 か ら､降雨減衰強度 分布 を推 定す るために必要

な降雨の空間相 関特性 の解 析 を実測デー タを用 いて行 ってい る｡

第 7章 では､気象庁 の降水 量デー タ (1分雨量､ 10分雨量､ 1時間雨量)

か ら､降雨減衰推 定に用 いる 1分間降雨強度に変換す る方法を示 し､その方法で

の変換精度 の評価 を行 ってい る｡

第 8章では､ これ まで の章 で述べて きた こ とをベー スに､M分布モデル に基

づ く降雨減衰推定法を提案 している｡また､従来の方法 との推 定精度 の比較評価

を行い､提案手法が,精度的 に優れていることを明 らかに している｡

第 9章では､従来 の降雨減衰推定法が､平年値 の特性 を与えるのであることに

対 して､年毎の統計値 の変化 を安全係数 として推 定法 に組み入れ る新たなコンセ

プ トを提案 し､その具体的な安全係数 の値 を､日本全国の降雨強度デー タについ

て調べ､与 えている｡

第 10章は､本論文の結論 をま とめている｡すなわち､気象庁 降雨デー タの乱数

補正秒単位均 し分配処理､及び新たな異積分時間降雨強度確率分布変換手法を用

い､最長 1976年 か らのAMeDASデータか ら1分間降雨強度 CDFを求 め､1150地点に

おける新たな降雨減衰確率推定法で用いるパ ラメー タの とりま とめができた こ

と､これ に基づ く推定法は､安全係数の概念が組み込まれていて､推定法によ り

得 られた降雨減衰確率が平均何年 間継続 して満た され るかを条件 として与える

ことができるもの となっていること､をま とめてい るO
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本論文 は､ 1 0GHz帯程度以上の降雨減衰の影響が無視できない周波数帯 を用

いた無線通信 システムの回線設計において必要 とな る降雨減衰確率推定法に

ついて､既存の ものは 1970年代 に取 りま とめ られた ものに若干 の改善が加 え ら

れなが ら使用 されて きてお り､近年の多様化す る無線通信 システム-の適用 を

考 えた場合 に適合性 が十分 とは言 えない状況にあ りうること､また最近の ヒー

トアイ ラン ド現象に代表 され る気象条件 の変化 に よって雨の降 り方が変 わっ

てきてい る可能性があることな ど考慮 し､近年 の気象庁 降水量デー タを利用

し､よ り精度 良く､扱い易い新たな降雨減衰確率推 定法の確立 を 目指 した研究

について とりま とめた ものである｡

第 1章では､研究の背景 と本研究の概要 をま とめてい る｡

第 2章では､本論文が対象 としている降雨減衰確 率推定に関す る技術分野の

基本事項､専門用語の解説 を行い､第 3章以降で述べ られ る研究内容- の種解

を高めるための導入部 になっている｡

第 3章では､推定法のデー ターベース とな る降雨量及び降雨減衰量測定実験

の概要､す なわち､測 定に用いた機材 (降雨量測 定､降雨減衰量軌定)及び､

測定実験構成 を述べてい る｡

第 4章では､気象庁 降水量データか ら 1分間降雨強度の累積確率分布 を精度

よく求 める手法 を示 してい る｡気象庁 が AMeDASな どの気象観測装置によって

取得 されている降雨データは､空間密度的 にも､測定期 間的にも非常に膨大な

ものであるが､測定法の原理 に起因す る制約 か ら､降雨減衰推 定にはそのまま

､では利用できない ことが知 られていた｡本論文で は､この間題 を､乱数 を導入

した統計的換作 (均 し換作)によって解決 し､膨大なデータの活用への道 を開
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いてい る｡

第 5章 で は､ 降 雨減 衰 の確 率分布 モ デ/レについ て考察 して い る｡ 具体 的 に

は､対数 正規 分布 ､条 件 付 対数 正規 分布 ､ガ ンマ 分布 ､M分布 を取 り上 げて､

実測 デ ー タ を用 い て検 証 し､細矢 に よって提 案 され た M分布 を､確 率 分布 の基

本 モデル とす るの が適 切 で あ る こ とを述 べ てい る0

第 6章 で は､ 降 雨強 度 分布 か ら､降 雨減 衰 強度 分布 を推 定す るた め に必要

な降雨 の空 間相 関特性 の解 析 を実測 デー タ を用 い て行 って い る.

第 7章 で は､気 象 庁 の 降水 量 デー タ (1分雨量､ 1 0分 雨量､ 1時間雨量)

か ら､降雨減衰推 定 に用 い る 1分 間降雨強度 に変換す る方法 を示 し､その方法で

の変換精度 の評価 を行 ってい る｡

第 8章では､ これ まで の章 で述 べて きた こ とをベ ー スに､M分布モデル に基

づ く降雨減衰推 定法 を提案 してい る｡また､従来 の方法 との推 定精度 の比較評価

を行 い､提案 手法が,精度的 に優れてい ることを明 らか に してい るD

第 9章では､従来 の降雨減衰推 定法が､平年値 の特性 を与 えるのであるこ とに

対 して､年毎の統計値 の変化 を安全係数 として推定法 に組み入れ る新たな コンセ

プ トを提案 し､その具体 的な安全係数 の値 を､日本全 国の降雨強度デー タについ

て調べ､与 えてい るD

第 10章は､本論文 の結論 をま とめてい る.す なわち､気象庁 降雨デー タの乱

数補正秒単位 均 し分配処理 ､及 び新たな具積分時間降雨強度確 率分布変換手法 を

用 い､最長 1976年 か らの AMeDASデー タか ら 1分間降雨強度 cDFを求 め､1 150地点

にお ける新たな降雨減衰確 率推定法で用い るパ ラメー タの とりま とめがで きた

こと､これ に基 づ く推 定法は､安全係数 の概念 が組み込 まれていて､推 定法によ

り得 られた降雨減衰確 率が平均何年 間継続 して満た され るかを条件 として与 え

ることがで きるもの となっているこ と､をま とめてい るD

上記 内容 をま とめた本論文 は博士 (工学)の学位 取得論文 として､十分 な価値

があるもの と認 めるD




