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1 はじめに—気象庁局地モデルの運用
気象庁では、2012年 6月の計算機更新ののち、局地
モデル (Local Forecast Model; LFM)を現業運用して
いる (Hara et al., 2013)。LFM は、空間スケールが小
さく、時間スケールが短い顕著な現象の予報を可能とす
るため、水平格子間隔として積雲対流を格子平均の鉛直
速度で表現できると考えられる 2kmを選択し、積雲対
流パラメタリゼーション (convective parameterization;

CP)を用いていない。また、最新の観測データを速や
かに予報に反映させるため、毎時、解析および予報を
実行している。毎時予報の初期値を速やかに作成する
ために、データ同化手法としては、水平格子間隔 5km

で 1時間ごとの 3次元変分法による同化と、その解析
値を初期値としたモデルによる 1時間予報を組み合わ
せた 3時間のサイクルを採用している。また、データ
同化の第一推定値や解析・予報に必要な境界値には水
平格子間隔 5kmのメソモデル (MSM)の予報値を用い
ている。
現在は MSM, LFM ともに気象庁非静力学モデル

(JMA-NHM) (Saito et al., 2007) を予報モデルとし
て用いている一方、新しい知見や開発の効率を重視し
た次世代非静力学モデル asuca(Ishida et al., 2010)、及
びそれをベースとしたデータ同化システムの開発を進
めている (本ワークショップ, 幾田ほかの講演)。
2 LFMの対流の予報特性
LFM では、その目的の通り、小さなスケールの顕
著な現象の表現力が向上していることが、これまでの
多くの事例で見られる。特に、大きなスケールの前線
に伴う場合や、地形による強制上昇が大きい場合など、
対流を発生させる強制力が強い場合には、その傾向は
より明瞭である。
一方、いくつかの課題も見えてきた。まず、強制力
が弱い場合には実況に比べて対流の発生が遅れ、また、
実況よりも現象を長引かせる傾向が見られる。また、
弱い降水域が狭く、降水量の極大値は過大になること
が多い。
3 CPにおける積雲対流のモデル化
水平格子間隔 5kmのMSMでは CPによって、その
対流に伴う潜熱加熱や熱・水蒸気の鉛直輸送を表現し
ているのに対し、LFM では CPを用いていない。CP

を用いない LFMのようなモデルでは、CPが持つ不確
実性を取り除ける利点がある一方、CPがモデル化し
ている積雲対流に伴う現象を格子平均値を用いて表現
する必要がある。そこで、ここでは、CP における積
雲対流のモデル化を概観することで、対流に伴うどの
ようなプロセスが CPを用いずに表現される必要があ

るかを復習する。
CP には概ね、雲モデル、クロージャー関係、対流

の発生（トリガー）の 3つの構成要素がある。
1) 雲モデル
雲モデルは、質量、熱、水の輸送と相変化による変

化を記述するもので、最近ではマスフラックス（質量、
面積、鉛直速度の積）の空間変化を記述する方程式に
基づく手法が主流である。
このマスフラックス型のスキームにおいては、格子

の一部に雲があると仮定し1、その格子の一部でマスフ
ラックスやそれによって輸送される熱や水が準平衡状
態（時間微分を無視する）にあると仮定する。その準
平衡状態は、質量、熱、水の鉛直輸送や相変化による
増減とともに、水平方向の輸送によって実現されてお
り、その水平方向の輸送は、環境場（対流雲外）から対
流雲内への輸送はエントレインメント、逆方向の輸送
はデトレインメントと呼ばれている。特にエントレイ
ンメントは、対流雲内より乾燥した冷たい環境場の大
気を対流雲内に引き込み、対流雲内は “希釈 (dilute)”

され、対流を弱める効果がある。このようなエントレ
インメントの存在は、“希釈”されることなく、CAPE

がすべて運動エネルギーに変換されるとした場合に、
上昇流の速度が非現実的に大きくなることからも示唆
される。マスフラックス型のスキームでは、このエン
トレインメントやデトレインメントのパラメタリゼー
ションの仕様がスキームの性能を大きく左右する。
2) クロージャー関係
雲モデルは、マスフラックスなどの相対的な鉛直方

向の構造を記述するが、積分定数（たとえば雲底のマ
スフラックス）が未知数として残る。その積分定数を
定めて絶対的な構造を決める役割を果たすのがクロー
ジャー関係である。さまざまなクロージャーが提案され
ているが、最近では CAPE の消費と雲底のマスフラッ
クスを結びつけるクロージャー (Fritsch and Chappell,

1980)が多くのモデルで使われている。
3) 対流の発生（トリガー）
大気の成層状態が潜在不安定であることは、対流発

生のための必要条件ではあるが、十分条件ではない。つ
まり、潜在不安定ならば常に対流が発生するわけでは
なく、対流が発生するためには、エネルギー障壁 (CIN)

を打ち破って気塊を自由対流高度 (LFC)まで持ち上げ
る強制上昇が必要である。その強制上昇としては、地
形によるもの、収束によるもの、混合層の発達による
ものが代表的である。
しかし、その強制上昇のスケールも様々であり、格

1さらに、多くのモデルでは、その雲が占有する面積は格子の面
積に比べて非常に小さいと仮定している。



子平均値では表現できない小さなものもあるため、パ
ラメタリゼーションが必要となる。多くの CP では、
トリガーと呼ばれる条件を設定して、その条件を満た
したときに対流が発生するとして、CP の計算を行う。
その条件判定は、parcel を断熱的に持ち上げたときの
仮温度に摂動を加えたものと環境場の仮温度で比較を
行うものが多い。理想的な状態ではこの摂動はゼロで
よいが、たとえば Fritsch and Chappell (1980) では水
平格子間隔、格子平均の鉛直速度などの関数にして摂
動が大きいほどCPが発動しやすいようになっており、
摂動を加えることで、小さなスケールの強制上昇によ
る対流発生を表現しようとしている。
4 現状の LFMの対流の予報特性の理解
解像度が細かくなって、平均化操作を行う空間・時間
スケールが小さくなり、対流に伴う上昇流と下降流を格
子平均の鉛直速度で表現できるようになれば、質量、熱、
水の鉛直輸送そのものは表現できるようになる2。しか
し、エントレインメントは対流雲の壁付近のスケールの
小さな乱流によってもたらされていることが観測など
から示されている。それを陽に表現するためには、大き
な乱流を陽に表現する Large Eddy Simulation (LES)

並みの解像度3が必要であるが、水平格子間隔 2kmの
LFM では陽に表現できない。
また、対流の発生に必要な強制上昇をもたらす原因
も、前線のような大きな収束から、細かな地形による
ものや、小さなスケールの収束など、スケールは様々
である。したがって、水平格子間隔 2kmでは、小さな
スケールの強制上昇およびそれをもたらす原因を表現
できないものもある。
つまり、対流に伴う鉛直輸送は陽に表現できるもの
の、エントレインメントや対流発生に必要な強制上昇
の一部はスケールが小さく水平格子間隔 2kmでは陽に
表現できない。よって、これらの効果に対するパラメ
タリゼーションが必要である。実際に、これらの表現
の欠如が予報特性と密接に関係していると考えられる。
対流発生をもたらす強制上昇が十分に表現できない
と、混合層の発達など何らかの原因によってCINが小
さくなるまで対流が発生しないため、対流の発生が遅れ
る。対流の発生が遅れると、本来、弱い対流によっても
たらされる弱い降水が過少となることに加え、CAPE

の蓄積によって過大な対流活動、そして過剰な降水に
もつながる。さらには、対流現象の表現を長引かせる
ことにもなる。加えて、エントレインメントによって
対流雲内に環境場の乾燥した冷たい空気を引き込み、
“希釈”する過程が欠如、ないしは十分に表現されてい
ないため、それも対流活動を過大にすることにつながっ
ている。
なお、対流の発生は、モデル予報値の高周波成分に
敏感であることもわかっている。数値予報モデルでは、
表現能力より小さな波長の高周波成分は数値計算上の

2解像度が粗いモデルでは、平均化操作で上昇流と下降流が打ち
消し合って格子平均の鉛直速度がほぼゼロになるため、CP によっ
て鉛直輸送などを表現する必要がある。

3典型的には、水平格子間隔 100m 以下。

ノイズとなるために取り除く必要がある。しかし、よ
り高周波成分が残っている方が対流を多く発生させる
ことがわかっており4、その高周波成分が強制上昇の表
現に寄与している。たとえば、JMA-NHMでは数値拡
散によって、asucaでは数値拡散を用いずに移流スキー
ムの持つ拡散性によって高周波成分を取り除いていて、
asuca の方がより多くの高周波成分を取り除くことが
できているが、対流の発生は asucaの方がやや少ない。
高周波成分の扱いについてはいくつかの選択肢が考え
られるが、与えられた解像度で表現できない高周波成
分をできるだけ取り除き、その効果をパラメタライズ
するのが目指すべき手法の一つであろう5。
5 対流の表現改善に向けた試み
以上の議論から、水平格子間隔 2kmのモデルでは、

鉛直輸送は格子平均の鉛直速度で陽に表現できたとし
ても、対流の発生、エントレインメントなどが何らか
のパラメタリゼーションによって表現される必要があ
ると考えられる。しかし、これらの対流現象の一部を
パラメタライズするスキームについては、世界的にそ
の経験はほとんどなく、最近になって、その必要性が
認識されつつあるところである。
そのような中で、スケールが小さい現象である対流

発生やエントレインメントを表現するための手始めと
して、以下のことを試みている。
1. 対流の発生を表現するための物理過程の時間変化
率や地表面フラックスへの確率的摂動の導入

2. エントレインメントを表現するための物理的な根
拠に基づく水平拡散の導入

3. 格子内の非一様性の考慮や、潜熱の解放とそれに
伴う対流による成層の安定化を徐々に進めるため
の部分雲を考慮した雲物理スキームの導入。

講演では、これらの試みの成果の一部について紹介
したい。
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4LESにおいても移流スキームの高周波成分にシミュレーション
の結果が依存することが最近認識されつつある。

5LES では、解像する渦とパラメタライズする渦のスケールを
フィルター関数によって明確に定めている。同様に、モデルで解像
出来るスケールとパラメタライズすべきスケールを明確に分け、後
者のスケールをターゲットにしたパラメタリゼーションを開発すべ
きであると考えている。


