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1 はじめに
数千年の時間スケールを持つ海洋大循環は、北部大西洋と

南極沿岸域において冷却及び海氷生成に伴う塩分排出によっ

て局所的に形成された高密度水が海底まで沈み込む過程と、

低・中緯度域にて潮汐を起源とする内部重力波の砕波に励起

された乱流混合によって浮力を得た深層水が湧昇する過程に

よって維持されている。 これらのプロセスは静水圧近似に

基づく海洋大循環モデル (OGCM)では本質的に解像できず、

既存の OGCMによる現実的な海洋循環の再現は経験的なパ

ラメタリゼーションに大きく依存してきた。他方、近年の著

しい計算機資源の発達に伴い、鉛直加速度を伴う非静力学プ

ロセスを陽に扱うことのできる非静力学海洋モデルによる高

解像度数値実験を行うことが可能となりつつある。2013年現

在では世界中の様々な海洋大循環モデルや領域海洋モデルに

おいて非静力学オプションを備えることが一般的となってい

る。しかしながら非圧縮系の非静力学モデルにおいて圧力を

導出するためのポアソンソルバの計算コストが大きいため、

非静力学モデルを用いた大規模数値実験を実施することは現

在でも容易ではない。我々はポアソンソルバとして多重格子

法・共役勾配法・Sparse Approximate Inverse 法を組み合

わせ海洋モデルに最適化して用いることでこの問題を克服し

た (Matsumura and Hasumi, 2008)。我々の開発している非

静力学海洋モデル kinaco ではソルバ部分のコストは全体の

40%以下に留まっており、また京コンピュータを用いたベン

チマークテストでは 8192 ノード (65,536 コア) 並列、総格

子数 100億以上の実験規模においても高いスケーラビリティ

を保っている事を確認している。本講演では kinaco の概要

を紹介すると共に、本モデルの適用例として 1) 動的 Large

Eddy Simulation (LES) 手法による南極底層水形成過程シ

ミュレーション, 2) Lagrange 粒子追跡法によって微小なフ

ラジルアイス (氷晶) 粒子の振る舞いを陽に扱う海氷生成過

程のシミュレーションンの結果を紹介する。

2 動的LESによる南極底層水形成機構シミ
ュレーション
動的 LESとは格子スケールとより大きなテストスケール

の間にスケール間相似が成り立つと仮定して、Smagorinsky

型渦粘性モデルの係数の最適値を逐次診断して用いる手法で

ある (Germano et al., 1991)。この手法は経験定数・チューニ

ングパラメタの類を全く必要としないため、直接観測や実験

による係数の同定が困難な海洋の微小規模プロセスのシミュ

レーションに適していると考えられる。

南極大陸沿岸に点在するポリニヤ域 (海氷が継続的に生産

される海域)では海氷生成に伴う塩分排出によって表層付近に

高塩分の重い水塊が形成され、この高密度水が大陸斜面を海

底まで降ることで全海洋の密度構造の最下層に位置する南極

底層水が形成される。大陸斜面を沈降する高密度水はその過

程で周りの相対的に軽い周極深層水と混合してそれを取り込

み（エントレインメント）、体積を増す一方で低密度化する。

このため最終的にどの深さにどれだけの底層水が供給される

かはこのエントレインメント過程がどこでどの程度生じるか

に大きく依存する。しかしながら南極底層水が形成される冬

季の南極沿岸大陸斜面上で乱流混合がどの程度生じているか

を直接測定することは厳しい自然条件から極めて困難であり、

その定量的実態は未だ明らかでない。底層水形成過程におい

てエントレインメント現象を生じさせる原因として、潮汐に

よる内部波の励起とその砕波・沈降する高密度水と周りの軽

い水との間の水平流速の鉛直シアによる Kelvin-Helmholtz

(KH)不安定の 2つが考えられる。本研究では後者に着目し、

理想化した設定での数値実験により以下のような手順で動的

LES 手法が比較的荒い解像度でも KH 不安定によるエント

レインメント効果をよく再現できることを確認した。

まず水平・鉛直共に 1.25 m という高い分解能での実験

を行い、KH不安定によってどの程度のエントレインメント

が発生するかを評価し、結果をリファレンスとして用いる。

この実験においてはサブグリッドスケールの粘性・拡散項に

モデル定数を理論値 (C ∼ 0.18) とする Smagorinsky 型渦

粘性モデルを用いたが、この理論値は格子分解能が十分小さ

く、サブグリッドスケールの運動が完全な等方乱流とみなせ

る場合はよい結果を与えることが様々な研究から示されてい

る (Lesieur, 2008)。次に同様の設定で格子幅 10–320 m と

いう様々な解像度において、モデル定数C を様々な値で一定

とするケース及び動的 LESにより C を逐次診断するケース

の感度実験を多数行い、各実験結果を先の高解像度実験の結

果と比較した。

C を固定する場合、いずれのケースも不安定の発達する

スケールや KHビローのアスペクト比等がリファレンス結果

と一致しないという問題があった。また最適な結果を与える

C の値が解像度に依存し、事前に最適値を知る事が困難であ

る。これは荒い解像度ではサブグリッドスケールが等方乱流

であるという Smagorinsky 型渦粘性モデルの前提が成り立

たず、また不安定発達の各ステージで最適なC の値が変化す

るためだと考えられる。一方動的 LES手法によって C の値

を逐次診断する場合は水平格子幅が 80m 以下であれば概ね

リファレンスケースと時空間的によく似た不安定発達を再現

できた。特に水平・鉛直ともに 10mの解像度で行った実験で

はほぼ完全にリファレンス実験と一致する結果が得られた。



理想化実験に基づく本研究の結果から水平解像度が 50 m

程度であれば動的 LES 手法が機能し、エントレインメント

過程を陽に再現するシミュレーションが可能であるとの結論

を得たが、今後の計算機環境の発展を鑑みると、近い将来に

現実的設定での大規模シミュレーションによって実際の海洋

で南極底層水がどの程度乱流混合を伴いながら形成されてい

るのかという海洋物理学上の積年の謎が解明されることが期

待される。

3 フラジルアイス (氷晶)粒子を陽に扱う海
氷生成過程シミュレーション

海氷の存在は高緯度域での大気海洋間の熱交間を支配する

のみならず、塩分排出や淡水輸送を通じて海洋の密度構造や

循環場の形成・維持に極めて重要な役割を担っている。しか

し熱・塩分のやり取りにおいて最も重要な新生氷の形成過程

については十分な理解がなされているとは言い難い。海面が

穏やかな場合には大気によって熱が奪われると海表面に一様

な薄氷が形成され、それが徐々に成長して厚い氷板となる。

一方強い海上風等の条件下で海表面が乱流状態にある場合、

表層にフラジルアイス (氷晶)と呼ばれる微小な氷の粒子が無

数に形成・成長し、それらが徐々に集積しグリース状の海水・

海氷混合物をなす。このように海氷の様相は結氷時の海面状

況に大きく影響されるが、これは大気海洋間の熱収支におい

ても重要な差異を生じ得る。すなわち一様な氷板はある程度

厚みを増すと断熱材として機能し以後の熱交換と新規の海氷

生成を妨げるのに対し、海面がグリース状の海水・海氷混合

物であれば熱伝導係数が高いため海氷生産を維持できる。グ

リースアイスの素となるフラジル粒子は冷却と塩分排出が駆

動する鉛直対流や海上風によって励起された Langmuir循環

によって混合層内部に広く存在し得る。事実、衛星観測と係留

系による海洋観測との対応から、強風下のポリニヤ形成時に

20m深程度まで沈むフラジル粒子群と 40m深で 0.05◦C程度

現場の結氷温度を下回る過冷却水が観測されている (Drucker

and Martin, 2003)。

このように新規の海氷生成は海洋混合層内の乱流と微小

なフラジル粒子の挙動によって支配されているが、既存の海

洋海氷結合数値モデルではこれらの要素はほとんど考慮され

ていない。本研究ではフラジル粒子の効果を陽に扱う数値モ

デルを構築し、様々な条件下での微小スケールの海氷生成過

程をシミュレートすることでその効果を定量的に評価する。

具体的には海洋非静力学モデル kinaco に Lagrange 粒子追

跡法を導入することでフラジル粒子の挙動とその力学的・熱

力学的効果を陽に扱う事が可能となった。本モデルにおける

粒子追跡では個々の粒子毎にユニーク IDと複数の属性を付

与でき、内挿した流速場と各粒子の浮上/沈降速度を用いて4

次 Runge-Kutta法で移流させる。技術的には各格子内に存

在する粒子群を双方向リンクリスト構造として保持すること

で、任意の時刻・場所で粒子の生成・消滅が可能であり、多

量の粒子を扱う場合においても検索性を高め、粒子同士の相

互作用や個々の粒子が通常のモデル予報変数に与える影響を

容易かつ高速に計算できるという特徴を持つ。

実際のフラジル粒子は極めて微小かつ大量に存在するの

で、モデル内の各 Lagrange粒子はまとまって行動するクラ

スター状のフラジル粒子群であるとして扱い、その総質量を

保持する。簡単のためフラジル粒子の熱容量は 0とし、海面

での熱フラックスによって水温が塩分・圧力によって定まる結

氷点を下回る過冷却水が生じるとそれを解消するようにフラ

ジル粒子 (群)を生成し移流させる。粒子の座標で水温が結氷

点以下 (以上)だと結氷 (融解)し、このフラジル粒子の総質

量を増加 (減少)させ、対応する潜熱が周りの海水に与えられ

る (奪われる)。総質量が 0となった時点でその粒子は消滅す

る。また格子内の粒子の集積度によって粘性係数を変化させ

ることでグリースアイスの力学的効果が表現される。実験設

定は北極海冬季の混合層を理想化し、初期の水温は −1.6◦C

一様、塩分は表層が 30psuで 50m深に塩分躍層が存在する。

計算領域は水平・鉛直共に 64m、格子幅は 1mとし、水平に

周期境界を用いる。大気温度を−20◦Cとし、海面水温/海氷

表面温度との差に比例する熱フラックスを与えて 10 日間積

分を行う。

海面で熱が奪われると表層付近に無数のフラジル粒子が生

成され熱塩駆動の鉛直対流によって深くへ輸送される。結氷

温度は圧力が高くなるに従い低下するため、海面で生成され

たフラジル粒子が対流によって深く沈み込んだ後に融解され、

そこで潜熱を吸収する。結果としてフラジルの融解する深さ

で徐々に水温が低下し、表層での結氷温度以下の potential

supercooling状態となるが、この結果は定性的にも定量的に

も観測とよく対応する。フラジル粒子が融解するまでの最

大沈降深度も混合層内の水温が低下するのに応じて増加し、

最終的には 50m 深に設定した混合層下端まで達した。詳細

は割愛するが大気温度・風応力やフラジル集積度と粘性の関

係、フラジル粒子の浮上速度等を変化させた様々な感度実験

も行った。

従来の海洋モデリング研究では熱や塩分の生成項は海洋

内部には存在せず、海面フラックスで与えられるのみとされ

てきたが、海氷生成時の混合層内では氷晶粒子の移流に伴う

潜熱輸送が存在し、大気海洋間の熱交換に重要な枠割を担う

ことが示された。本研究の結果は気候変動研究等で用いられ

る気候モデルおける海氷過程のパラメタリゼーションの高度

化・高精度化につながる事が期待される。

4 まとめ
我々の開発している非静力学海洋モデル kinaco に動的

LESや Lagrange粒子追跡法による氷晶粒子等の新規的な手

法・要素を導入し、既存の OGCMでは単純にパラメタ化さ

れるのみか、あるいは全く考慮されていなかった効果を陽に

扱う事が可能となってきた。本研究で紹介したモデルのみな

らず、世界的に非静力学海洋モデルの開発が進められており、

今後のさらなる計算機の発展と合わせこれまで未解明であっ

た様々な現象に非静力学モデルが応用され海洋学の発展の一

翼を担っていくことが期待される。


