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１．はじめに 

従来から都市部の対流誘発効果がヒートアイラン
ド現象の影響の一部として指摘されてきたが、その
メカニズムについてはまだ充分に明らかになってい
ない。近年、いくつかの観測事例の解析から都市部
で起こる集中豪雨と都市部の建築物との相互作用メ
カニズムについて指摘されている。高橋ら(1)は 2008

年に起きた雑司ケ谷豪雨において、都市部における
都市建築物と気象の相互作用が起き、建築物が対流
の誘発とコールドプールを通じた対流の持続メカニ
ズムに寄与していることを指摘している。雑司ケ谷
豪雨に言及した Kim et al. (2012)(2)の研究ではこのと
き降水コアが高高度かつ狭い領域で連続的に発生し
ていたとしており、都市部にバックビルディング型
のマルチセルが形成されていた可能性がある。 

以上の観測結果から得られた仮設を実証するには
数値モデルによる検証が有効であるが、しかしなが
ら、上記の相互作用を数値モデルによって検証する
ことは困難である。これは都市と気象の時空間スケ
ールが乖離していることに原因がある。気象モデル
では都市の建築物は都市キャノピーモデルでモデル
化され、大気との摩擦として考慮される。このモデ
ル化では都市部の高層建築物と気象現象の相互作用
を直接的にかつ詳細に解析することは難しい。実際、
建物高さの分散が大きくなると、粗度長を都市域に
対して均一に与えるモデル化には限界があることが
分かっている(Nakayama et al. 2011)(3)。理想的には都
市スケールの現象と気象現象を同時にモデルによっ
て再現することが望ましいが、これには高い空間解
像度と数値モデルが都市部の境界層乱流を再現でき
ることが必要とされる。著者らは以上の問題を踏ま
え、これまでに境界層スケールとメソスケールの現
象を同時に取り扱うためのモデル開発を行なってき
た(Baba et al. 2010(4); Baba & Takahashi 2011(5); Baba & 

Takahashi 2013a(6))。 

以上の背景から、本研究では都市部の高層建築物
による対流の誘発と持続メカニズムを解明すること
を目的として、これまでに開発を行なってきた建
物・雲解像モデルを用いて解析を行った。 

 

２．建物回りの乱流場の再現性 

建物・雲解像モデルによって建物と気象現象との
相互作用を検証するためには、両方のスケールの現
象をモデルが妥当に再現できることが必要である。
まず、建物周りに発生する乱流場がモデルで妥当に
再現できるかのチェックを風洞実験と比較すること
で行った。対象とした風洞実験は Chen et al. (2007)(7)

の実験である。この実験では建物を模擬した立方体
の障害物がスタッガード配置で風洞内に配置されて

いる。ここでは障害物による前面投影面積率λ𝑓が
6.25%および 25%の場合の比較を示す。図１に示さ
れるようにモデルは都市を模擬した建物周りに発生
する乱流場をよく再現していることが分かる。以上
の結果からモデルは建物回りの乱流場を再現し得る
ものとして建物・雲解像モデルによるシミュレーシ
ョンを実施した。 

 

図１：風洞実験を対象としたモデル検証実験で得ら
れた風速場の統計量の比較。(a) λ𝑓 = 0.0625 , (b) 

λ𝑓 = 0.25. 

 

３．建物・雲解像シミュレーション 
気象条件および実験設定は中緯度の代表的な気象

条件を与える Klemp & Weisman (1982)(8)に従った。
加えて経度方向に open boundary条件を課した。建物
高さは 100mから 500mを考慮し、計算領域の中心部
に配置した。建物に対する鉛直解像度は風洞実験の
ときと同様に４グリッドは配置されるように設定し
た。水平解像度は 500m、鉛直総数は 80 層で 20km

高度までを考慮した。使用した雲微物理スキームは
２モーメント・バルクスキーム(Baba & Takahashi 

2013b(9))である。ここでは建物高さだけでなく、
Klemp & Weisman (1982)の実験で指定される風速分
布も下層風速のパラメータを変えることで変化させ
た。 

総降水量の時間変化を図２に示す。総降水量の比
較から建物高さが高いほど、早い時期から降水が発
生し、降水量が多いことが言える。また、建物高さ
300m 以上では下層風速シアーが小さいほど条件ほ



ど降水量が一時的に増えていることが分かる。300m

以上では降水量が増えるタイミングが２回に増えて
いる。このときの降水強度のヒストグラムを図３に
示す。下層風速が弱くなると、建物高さが同じでも
強い降水が増えていることが分かる。この傾向は建
物高さを変えても同様であり、150m以上になると顕
著に現れた。図４に降水によって生じたコールドプ
ールの分布を示す。図から下層風速が弱いとき、降
水が増えた 180 分後には建物によってコールドプー
ルが狭い領域に停滞していることが分かる。これに
よってコールドプールが強化され、下層風速が弱い
場合に強い降水がもたらされたと考えられる。 

 

 
図２：総降水量の時間変化。建物高さは(a)100m、
(b)150m、(c) 300mおよび(d) 500m。点線は下層風速
を 10m/sから 5m/sに弱めた場合を表す。 

 

 

図３：降水頻度のヒストグラム。ただし、建物高さ
300m の場合のみを示す。Normal: 下層風速 10m/s、
weak: 下層風速 5m/s。 

 

４．まとめ 
 建物・雲解像モデルを用いて都市部で発生する可
能性があると考えられる、建物による対流の誘発と
その持続メカニズムについて検証を行った。得られ
た知見は以下の通りである。 

1. 建物高さが 150m 程度であれば、建物が湿潤大
気を持ち上げ、対流が誘発される。境界層の発
達があればより低い建物高さでも対流が誘発さ
れる可能性がある。 

2. 建物高さが高くなるほど、下層風速が強くなる
ほど、対流が立つ早さは早くなる。これは持ち

上げられる湿潤大気の体積が建物高さと下層風
速と比例関係にあることに原因がある。 

3. 建物高さが高く、下層風速が弱いとき、対流は
建物付近に停滞し、強い降水が発生する。これ
はコールドプールが建物付近に停滞し、対流を
強化することに原因があると考えられる。 

 

 
図４：初期温位からの差異で定義した 180 分後のコ
ールドプールの分布。(a)下層風速 10m/s、(b)下層風
速 5m/s。 
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