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あらまし 近年，計算機の発達に伴い，科学分野では蓄積された科学的データに対して，計算機を用いた解析が行わ

れている．科学分野の一つである気象学においても，数値予報や数値シミュレーションなどの研究が行われている．

この気象学において重要なものの一つに気圧配置がある．気圧配置には様々なものがあり，文献 [1]においてそれらは

15種類に分類されている．気象学研究者が研究する際に，西高東低冬型や南高北低夏型などの，ある特徴をもつ気圧

配置の事例を多数必要とすることがある．膨大な量の過去の事例のデータが蓄積されているが，各データがそれぞれ

必要な気圧配置であるかを判別するには，目視以外の手法は存在しないのが現状である．本稿では，この気圧配置の

一つである西高東低冬型をデータマイニングの手法を用いて自動分類することを提案する．本研究手法では，Support

Vector Machine(SVM)を利用し，実験の結果，最良で 0.869の F-measureで分類可能であることがわかった．
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Abstract In the research of meteorology, pressure patterns are very important. There are many kinds of pressure

patterns and they are classified into 15 patterns by a standard text [1]. When a meteorology researcher needs the

data that has a specific pressure pattern, for example ”Low in West and High in East” or ”High in South and Low

in North”, they have to see huge data by their own eyes in order to judge the data has the specific pressure pattern.

To deal with this problem, we propose an automatic classification method by using Support Vector Machine. The

result of experiments showed that our method obtained 0.869 F-measure.
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1. 序 論

近年，計算機の機能が発達し，大量のデータの解析が可能と

なった．これに伴い，科学分野において蓄積された科学的デー

タ資源を有効に活用し，様々な科学的検証が行われている．科

学分野の一つである気象学においても，計算機を用いたデータ

解析により，数値予報や数値シミュレーションなどが行われて

いる．

気象学において，重要なものの一つに気圧配置がある．気象

学では，周囲よりも気圧が高いところを高気圧，周囲よりも気

圧が低いところを低気圧と定義している．この高気圧と低気圧

の分布状況を示すものが気圧配置である．日本付近の気圧配置



図 1 西高東低冬型の気圧図

で有名なものとしては，西高東低冬型や南高北低夏型などがあ

る．西高東低冬型は，西に高気圧，東に低気圧がある気圧配置

のことを示し，冬によく見られるものである．また，南高北低

夏型は，南に高気圧，北に低気圧がある気圧配置のことを示し，

夏によく見られるものである．気圧配置はこれらの他にも様々

なものがあり，文献 [1]においてそれらは 15種類に分類されて

いる．

気象学研究者が研究する際に，西高東低冬型や南高北低夏型

などの，ある特徴をもつ気圧配置の事例を多数必要とするこ

とがある．このとき，数十年分の過去のデータの中から必要な

データを探すことになる．不幸なことに，必要なデータを探す

うえで各データがそれぞれ必要とする気圧配置であるかを判別

するには，目視以外の手法は存在しないのが現状である．その

ため，必要とするデータの数が多いほど，この目視による判別

という作業は過酷なものとなる．

そこで，人間の目視でしかなされていない分類を機械により

自動化することを目指し，本研究では，特徴的な気圧配置の一

つである西高東低冬型の自動分類手法の開発を研究課題と設定

する．図 1に西高東低冬型の気圧図を示す．

気象データには JRA-25 [2]データを用い，対象期間を 1981～

2000年とする．研究手法としては，機械学習手法である Sup-

port Vector Machine(SVM)を用いて，数種類の学習データに

よる分類を提案する．また，SVMの計算には，SVMのライブ

ラリである LIBSVM [3]を用いる．

本稿の構成は次の通りである．まず，2節で本研究の課題と

対象データについて説明し，3節で研究手法について述べる．4

節で実験とその評価を説明し，最後に 5節で本稿をまとめる．

2. 課題と研究対象データ

2. 1 課 題

本研究では分類対象の気圧配置を西高東低冬型とする．そし

て，膨大な気象データを，同配置を有する気象データと，それ

以外の気象データの 2種類へと自動的に分類する．つまり，本

研究では研究課題を下記のように定式化する．

(研究課題) 膨大量の気象データを下記 2クラスに自動的に分

類すること

（ 1） 西高東低冬型気圧配置を有する気象データのクラス

（ 2） 西高東低冬型気圧配置を有さない気象データのクラス

2. 2 対象データ

気象データには GRIBデータ形式である JRA-25 [2]データ

を用いる．この JRA-25 [2]とは，日本の気象庁 [4]と電力中央

研究所 [5]で約 25年 (実際には 1979～2004年の 26年間)の長

期再解析 (過去にさかのぼったデータ，一定の同化システムによ

るデータ同化)を行ったものである．JRA-25 [2]データは，筑

波大学計算科学研究センター [6] によりアーカイブされており，

6時間毎のデータを取得可能である．本研究では，JRA-25 [2]

の anl pというデータカテゴリーのデータを用いる．

また，JRA-25 [2]データの形式はGRIB(GRId Binary)と呼

ばれる．GRIB形式は大量の格子点データの高圧縮パッケージ

法としてWMO(The World Meteorological Organization) [7]

が 1985年に提唱したものである．GRIBの他に有名なデータ

形式として NetCDF があるが，その実現方法は全く異なって

おり扱うデータに制限が多い．そのため本研究では GRIB形式

のデータを用いる．

本研究では日本時間で 9時の日ごとのデータを対象とし，気

圧データ (単位：[Pa])のみを利用する．上記の JRA-25 [2]デー

タは，気圧以外にも気温，風速，降水量などの多種のデータを

含む．そこで，各データから気圧データのみを抜き出すために

wgrib [8]と呼ばれるプログラムを使用する．この wgrib [8]プ

ログラムを用いることで，GRIB形式のデータをバイナリ形式

に変換することができ，数値データの抽出が可能となる．ただ

し，GRIB形式からバイナリ形式にする際に，気圧データを抽

出するには”PRMSL”という要素の指定が必要である．この要

素は，海面更生気圧 (単位：[Pa])を表す．

これにより，南北 1.25度・東西 1.25度メッシュにおける各

格子点の気圧の数値データを抜き出した．ここで，抜き出した

数値データは全球データである．この全球データから，日本周

辺の地域である北緯 15～60度・東経 105～175度 (37× 57＝

2109点)の数値データを対象データとした．

3. 研 究 手 法

SVMと，SVMに与える学習データの生成手法，次元削減手

法について述べる．

3. 1 Support Vector Machine (SVM)

機械学習とは，与えられたサンプルデータを分析し，有用な

規則やルール，判断基準などを抽出する手法である．そのなか

の一つである SVMは，2クラスの分類を行う機械学習手法で

ある．

SVMは，与えられたサンプルデータの中の，サポートベク

トル (識別境界近傍に位置するサンプルデータ) と識別境界と

の距離であるマージンを最大化するように識別超平面を構築し

クラス分類を行う．このサンプルデータの集合が，SVMの学

習データとなる．図 2は SVMのクラス分類を示す．図 2にお

いて，識別境界の両側の線上の点がサポートベクトルである．

図 2 のような線形分離が難しい際には，非線形分離が行わ

れる．これは，カーネルトリックという手法によって入力空間



図 2 SVM のクラス分類

をより高次の特徴空間に写像し，そこで線形分離を行うことで

分離を容易化することを意味する．このカーネルトリックで用

いられる非線形カーネルは複数あるが，本研究では，代表的な

カーネルの一つである RBFカーネルを用いた．

以下に，線形 (linear)カーネルと RBFカーネルのカーネル

関数を示す．

linear(x, y) = xT・y

rbf(x, y) = exp(−δ× | x − y |2)

x，y はベクトルを表し，RBFカーネルの δ はパラメータを

表す．RBF カーネルを用いる際には，パラメータ δ に任意の

値を与えることが必要である．

本研究で用いる気圧データ 1 枚のデータ点数は縦 37 ×横

57＝ 2109点である．SVMで学習・分類試験を行う際は，この

データを 1× 2109＝ 2109点とみなし，2109次元のベクトル

として扱う．この 2109次元のベクトルを用いて，西高東低冬

型クラスとその他クラスの 2クラスに分類する．以下に，SVM

の実行手順を示す．

（ 1） 特徴ベクトルとクラスの組の集合を学習データとする．

（ 2） SVMにより，(1)の学習データから分類器 (識別関数)

を生成する．

（ 3） 生成した分類器を用いて，テストデータを分類する．

3. 2 学習データの生成手法

本研究において学習データの生成には，1981～1990年のデー

タを用いる．SVMによる分類は，学習データによって結果が

決まるため，数種類の学習データを与えることで，それぞれ異

なる分類結果が得られると考えられる．そこで，SVMの学習

に用いる学習データを 4種類の方法で生成し，それぞれの学習

データによる SVMの分類結果の比較を行う．

まず，SVMで西高東低冬型の分類を行ううえで，各データ

が正例 (西高東低冬型である)と負例 (西高東低冬型でない)の

どちらに属するかを示すデータが必要となるが，本研究では，

このデータを文献 [1]から得た．文献 [1]では基本的な気圧配置

を 15種類（注1）に分類している．また，15種類のどの型にも属

（注1）：西高東低冬型，気圧の谷型 a～d，移動性高気圧 a～d，前線型 a～b，南

高北低夏型，台風型

表 1 4 種類の学習データ

学習データ 正例 負例

A αとβ γ

B α γ

C αとβ γから 6～8 月を除いたもの

D αとβ 6～8 月

さないものを移行型もしくは複合型としており，これらは 15

種類のうちの複数の型を持つ．本研究では，文献 [1]における

分類について以下のように定める．

　　α ： 「西高東低冬型」に分類されているもの

　　β ： 「西高東低冬型」と他の型から形成される移行型・

複合型に分類されているもの

　　γ ： αとβに含まれないもの

これに基づいて，表 1に 4種類の学習データを示す．

• 学習データ A

1981～1990年のすべてのデータを用いたときの分類結果を調

べるために，この手法ではすべてのデータから学習データを生

成する．

　正例：αとβ

　負例：γ

• 学習データ B

本研究で用いる正例の中にはβに属するデータが多数ある．学

習データの正例の中の移行型・複合型が分類結果に与える影響

を調べるために，この手法では正例に含まれる移行型・複合型

を除いた学習データを生成する．

　正例：α

　負例：γ

• 学習データ C

文献 [1]によると，学習データとして用いている 1981～1990年

の 6～8月のデータにおいて，西高東低冬型に分類されている

ものはない．この 3ヶ月間のデータが分類結果に与える影響を

調べるために，すべてのデータから 6～8月を除いた学習デー

タを生成する．

　正例：αとβ

　負例：γから 6～8月のデータを除いたもの

• 学習データ D

6～8月以外の負例が分類結果に与える影響を調べるために，こ

れらのデータを除いて学習データを生成する．即ち，この手法

では負例はすべて 6～8月のデータとなる．

　正例：αとβ

　負例：6～8月

3. 3 次 元 削 減

数値データの格子点数は 37× 57=2109点であり，2109次元

という高次元のベクトル演算を行う．ここで，格子点数を減ら

し，次元を削減することが SVMの分類精度にどのように影響

するかを検証するために，数値データの次元を削減して分類を

行う．この次元削減とは，格子点の集合ごとに平均値を導出し，

導出した平均値の集合を新たな数値データとするものである．

表 2に次元削減のアルゴリズムを，図 3に次元削減の例を示



表 2 次元削減アルゴリズム

入力：格子点データ　 [縦 a]×[横 b]

出力：次元削減された格子点データ　 [縦 (a − 1)/4] × [横 (b − 1)/4]

1. 格子点データから縦 5 ×横 5 の 25 点の格子点集合を

{(a − 1)/4} × {(b − 1)/4} 個生成する
ただし，上下左右で隣合う格子点集合がそれぞれ互いに

5 点を共有するように集合を生成するとする

2. 各格子点集合で 25 点の平均値を導出する

3. 各格子点集合で導出した平均値を新たな格子点データと

する

図 3 次 元 削 減

す．図 3は縦 13×横 13の格子点を縦 3×横 3の格子点に変換

している．まず，左上の格子点集合のように，5× 5＝ 25点の

格子点集合を複数生成し，すべての格子点がいずれかの格子点

集合に含まれるようにする．ただし，図 3のように，上下左右

で隣合う格子点集合はそれぞれ互いに 1辺の 5点を共有すると

する．各格子点集合ごとに平均値を導出し，その平均値の集合

が新たな格子点集合となる．

対象データである格子点の数値データ点は 37× 57＝ 2109

点である．これを 9× 14＝ 126点に格子点数を削減する．新

たに作られた 126点の数値データを学習データ・テストデータ

として利用する．また，2109点のデータと同様に，3.2節で生

成した学習データを用いて SVMによる分類を行い，精度を比

較・検証する．

4. 実 験

本研究手法で行った実験とその結果について述べる．

4. 1 実 験 手 法

JRA-25 [2]の 1981～1990年のデータを学習データ，1991～

2000 年のデータをテストデータとして用いて分類試験を行っ

た．テストデータは 10年間 (1991～2000年)の 3653日であり，

そのうち正例は 760日，負例は 2893日である．

3.2節で述べた 4種類の学習データを用いて，2種類の実験，

計 8通りの実験を行った．

　実験 1 ： 2109点の学習データ・テストデータを用いる．

　実験 2 ： 3.3節の次元削減後の 126点の学習データ・テス

トデータを用いる．

SVMのカーネルは線形と非線形の 2通りで分類試験を行い，

非線形カーネルには RBF カーネルを用いた．RBF カーネル

のパラメータは，適当に数値を設定して分類を行い，最も精度

のよかったものを用いた．また，SVMの計算には LIBSVM [3]

表 3 分類結果の正誤評価

SVM の分類結果 文献 [1] の分類 正誤

西高東低冬型 α or β (西高東低冬型) TP(Ture Positive)

西高東低冬型 γ (その他) FP(False Positive)

その他 α or β (西高東低冬型) FN(False Negative)

その他 γ (その他) TN(True Negative)

を用いた．以下に，SVMによる分類の手順を示す．

（ 1） SVMにより，1981～1990年のデータを用いて生成し

た学習データ (A～D) から分類器 (識別関数)を生成する．

（ 2） 生成した分類器を用いて，テストデータ (1991～2000

年)を分類する．

（ 3） SVM による分類結果と文献 [1] の分類を比較・検証

する．

4. 2 分類の正誤評価

表 3に分類結果の正誤評価を示す．テストデータは，文献 [1]

においてαかβであれば西高東低冬型，γであればその他であ

るとする．SVMによる分類結果が，この文献 [1]の分類と同じ

であれば正解 (TPと TN)とし，異なれば不正解 (FPと FN)

とする．

本実験における精度の比較・検証には，適合率を意味する

precision，再現率を意味する recall，適合率と再現率の調和平

均を意味する F-measureを用いた．また，FPと FNの数の比

較・検証を行った．表 3を用いて，precision，recall，F-measure

の計算式を以下に示す．

precision(西高東低冬型) =
TP

TP + FP

recall(西高東低冬型) =
TP

TP + FN

F−measure(西高東低冬型) =
2TP

(TP + FP) + (TP + FN)

precision(その他) =
TN

TN + FN

recall(その他) =
TN

TN + FP

F−measure(その他) =
2TN

(TN + FN) + (TN + FP)

4. 3 予想される結果

4種類の学習データにおいて，予想される結果を示す．

• 学習データ A

1981～1900年のデータをすべて用いて学習データを生成する

ため，この結果が以下の結果との比較の基準となる．

• 学習データ B

正例がαのみであるため，学習データ A と比べて西高東低冬

型に分類される条件が厳しくなると考えられる．これより，FP

が少なくなり，FNが多くなると予想される．

• 学習データ C

西高東低冬型の分類を行ううえで，季節が正反対である時期の

6～8 月のデータが分類の精度に与える影響は低いと考えられ

る．これより，学習データ Aを用いたときとほぼ同じ結果が予

想される．



図 4 実験 1 に関する結果　 (S：西高東低冬型)

図 5 実験 2 に関する結果　 (S：西高東低冬型)

• 学習データ D

西高東低冬型に近いデータがほとんど西高東低冬型に分類され

るため，多くのデータが西高東低冬型に分類されると考えられ

る．これより，FPが増え，FNは少なくなると予想される．

4. 4 実 験 結 果

実験結果を図 4～7に示す．

　図 4 ： 実験 1 の各手法における precision と recall，F-

measureの結果を示す．

　図 5 ： 実験 2 の各手法における precision と recall，F-

measureの結果を示す．

　図 6 ： 実験 1の各手法における FPと FNの発生数を示す．

　図 7 ： 実験 2の各手法における FPと FNの発生数を示す．

図 4，5の S，¬ Sは，それぞれ本研究における西高東低冬

型，その他を表す．つまり，文献 [1]で「西高東低冬型」と，「西

高東低冬型」と他の型から形成される移行型・複合型に分類さ

れているものが S であり，それ以外の全てのデータが¬ S で

ある．

4. 4. 1 実験 1に関する結果

• 学習データ A

F-measure(S) において最も高い数値が得られた．全体と比べ

ると平均的に高い結果となった．

• 学習データ B

precision(S)において最も高い数値が得られたが，recall(S)が

最も低い結果だった．学習データ A と比べて FP が少なくな

り，FNが多く発生した．

• 学習データ C

学習データ Aと比べて，線形カーネルでは全体的に劣ったが，

非線形カーネルでは全体的にかなり近い数値が得られた．



図 6 実験 1 の FP と FN

図 7 実験 2 の FP と FN

• 学習データ D

recall(S) と precision(¬ S) において 1.000 の結果が得られた

が，precision(S) と F-measure(S) において最も低い結果だっ

た．FNの発生が 0件だったことは予想以上の結果だった．

4. 4. 2 実験 2に関する結果

実験 1と比べて，全体的に高い精度が得られた．

• 学習データ A

線形カーネル，非線形カーネルともに実験 1以上の結果が出た．

非線形カーネルを用いた場合，F-measure(S) については最も

高い結果となった．

• 学習データ B

非線形カーネルの precision(S)以外で実験 1以上の結果が得ら

れた．

• 学習データ C

学習データ Aと比べて，線形カーネルでは少し差が出たが，非

線形カーネルではかなり近い数値が得られた．また，実験 1と

比べて，線形カーネルの precision(S)と recall(¬ S) 以外はす

べて実験 1以上の結果だった．

• 学習データ D

線形カーネル，非線形カーネルともに実験 1以上の結果が出た．

4. 5 考 察

まず，SVMを用いることで，最良で 0.869 の F-mesure(S)

で西高東低冬型の分類が可能であることがわかった．また，各

学習データについては全体的に予想通りの結果となった．

学習データ Aと学習データ Cの間で精度の差がほとんど出

なかったことから，6～8月のデータの学習データにおける重要

度は低いと考えられる．これにより，学習データを大幅に削減

できると思われる．

学習データ Bで，FPが学習データ Aと比べて大きく減少し

たことから，移行型・複合型を学習データに含めることが，誤

検出の原因の一つであると考えられる．しかし，学習データか

ら移行型・複合型を除いた場合，FNが大幅に増加してしまうこ

とは避けられない．この手法は，真に西高東低冬型であるデー

タをすべて網羅することよりも，西高東低冬型であると分類さ

れたものの正確性を重視するときに効果があると考えられる．

学習データ Dで，FPがとても多く発生したが，FNが発生



しなかった．これは重要なことである．なぜなら，もしこの自

動分類において，真に西高東低冬型であるデータの見逃しが発

生しなければ，各気象学研究者が分類結果から，それぞれの判

断で必要なデータを獲得できるからである．ゆえに，FNを 0

件に抑えつつ，FPの件数を減らすことが今後の課題となる．

実験 1と実験 2を比べて，格子点数を削減した実験 2の方が

全体的によい精度が出ることがわかった．格子点数を削減する

ことで分類精度を向上させることが可能であり，さらに SVM

の計算量を減らすことができると考えられる．本研究では，格

子点数を 126点に削減したが，格子点数を増減させることによ

り，分類精度が最もよい格子点数を発見することが課題となる．

FPと FNの中で特徴を持つものとして，FPの気圧図から，

文献 [1]において台風に分類されているものが数件見られた．こ

れは，台風が持つ低気圧の影響により，誤って西高東低冬型に

分類されたと考えられる．

4. 6 議 論

実験 1の学習データ A，B，Cのそれぞれにおいて発生した

FPと FNに該当するデータついて，気象学を専攻している学

生に意見を求めた．この結果，大部分の FPについて西高東低

冬型であるという意見が得られた．また，数件の FNについて

西高東低冬型ではないという意見も得られた．

彼らの意見に基づき，実験 1における学習データ A，B，C

のそれぞれの結果を導出し直したものを図 8に示す．図 8(上)

は実験 1の結果であり，図 8(下)は得られた意見を反映させた

ものである．図 8(上)に対して，図 8(下)は FNが数件減少し，

FPが大幅に減少した．この結果から，SVMによる分類結果が

不正解 (FPと FN)であったものが，正しいと判断される可能

性もあると考えられる．

また，実験結果において SVMによる分類の精度を示したが，

人間が分類したとしても，どこまでそれらの評価値を高めるこ

とができるかわからない．なぜなら本研究では文献 [1]を用い

て正例と負例を設定したが，同書の分類手法があらゆる気象研

究者に認められるとは限らないからである．これは実際に，気

象学を専攻している学生に意見を求めた際に，西高東低冬型で

あるかの判別に非常に悩んでいた事例が多数あったことからも

明らかである．

西高東低冬型といっても非常に幅広い種類があり，高気圧が

東側に存在するものや，低気圧が複数存在するものなど，一見

すると西高東低冬型と判定すべきかわからないものが多数存在

していた．そのため，各研究者によって正例の設定は変わると

考えられる．そこで気象学研究者に確実に貢献するため，FN

を 0件に抑えつつ，より高い精度の分類手法を見つけることが

必要であると考えられる．これによって，これまで数十年間の

データを目視せざるを得なかった気象学研究者の苦労を確実に

減らせるだろう．

4. 7 今後の課題

今後の課題は，分類精度の向上と他の気圧配置の分類の 2つ

に分けられる．

4. 7. 1 分類精度の向上

分類精度を向上させるために，様々な手法が考えられる．

図 8 FP と FN の導出結果

まず，日本周辺の格子点データを抽出する際の緯度・経度を

変化させることが挙げられる．緯度・経度を変化させ，領域を

拡大・縮小させることにより，分類精度が向上する可能性があ

る．また，3.2節で学習データの生成手法を述べたが，新たな

学習データの生成手法を構築し，分類精度が高いものを見つけ

ることが挙げられる．その他には，3.3節の次元削減の際の格

子点集合の格子点数を増減させ，分類精度の高い格子点数を見

つけることも有効であると考えられる．

本研究では，気圧データのみを用いて分類を行ったが，気圧

以外の要素のデータを加えることで精度が向上する可能性があ

る．しかしその場合には，次元数が増加し，計算量が膨大にな

ると考えられる．

4. 7. 2 他の気圧配置の分類

本研究では，西高東低冬型の分類に気圧データを用いたが，

他の気圧配置の分類を行う際には，気温や降水量など，気圧以

外の要素を用いた分類が考えられる．

本研究の予備実験として，気圧データのみを用いて南高北低

夏型の分類を行ったが，明らかに分類精度が悪い結果となった．

ゆえに，他の気圧配置の分類を行う際は，気圧配置ごとに特徴

を示すデータが異なるため，それぞれの気圧配置において適切

なデータを用いることが必要である．

5. 結 論

本稿では，気象データにおける特徴的気圧配置の自動分類に

ついて述べた．気象データにおける西高東低冬型の気圧配置を

持つデータの自動分類を目的として，SVMを用いた分類手法

の構築を行った．SVMの正例と負例には，文献 [1]を利用した．

また，SVMにより分類器を生成する際に用いる学習データを



複数の手法で生成した．さらに，数値データの次元削減を行い

比較・検証を行った．

本研究手法に基づいて実験を行った結果，西高東低冬型の気

圧配置を持つ気象データを，最良で 0.869の F-measureで分類

できることがわかった．また，実験により，SVM により分類

器を生成する際に，学習データを変えることで，分類の精度が

大きく変わることがわかった．さらに，次元を削減することで，

精度を向上させることができた．

SVMによる分類結果で，FPと FNだったものについて，気

象学を専攻している学生に意見を求めたところ，FPは大幅に

減少し，FNも数件減少した．つまり，文献 [1]の分類と異なる

意見が得られた事例が複数あった．これより，FPと FNのも

のが正しいと判断される可能性もあるということがわかった．

今後の課題は，分類精度を向上させることと，他の気圧配置

の分類である．精度を向上させるためには，日本周辺の格子点

データを抽出する際の緯度・経度を変えたり，気圧以外の要素

を取り入れることなどが考えられる．また，他の気圧配置の分

類については，気圧以外の数値データを用いた分類が考えられ

る．気圧配置ごとに，気温や降水量など，特徴を示すデータが

異なるため，それぞれの気圧配置において適切なデータを用い

ることが必要となる．
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