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1. はじめに 
気象庁の現業メソモデルMSM,局地モデルLFMで

は現在,境界層過程にMellor-Yamada-Nakanishi- 
Niino Level 3（以下,MYNN3とする）を用いてい
る.このスキームでは広い格子スケールでは乱流
に伴う渦は表現されないと仮定し，すべての乱流
輸送をパラメタライズする.数値予報モデルは水
平解像度が高くなると乱流輸送を格子スケール
でも表現できるようになるため,解像度1km前後
でこの仮定が成り立たなくなると言われている.
一方,より高解像度の計算向けの境界層スキーム
であるDeardorff（以下,DDとする）の手法は,格
子スケールでは表現されない小さな渦による輸
送をパラメタライズする.そのためこのスキーム
では大きい渦が解像できるだけの高い分解能
(100m以下)が求められる.格子スケールで表現さ
れる輸送と格子で表現できないサブグリッドス
ケールの乱流輸送の総和が全体の輸送量であり,
解像度によって全輸送量が異なるならば,予測さ
れる結果にも違いが生じると推定される.Nagumo 
et al.(2012)は,関東平野の雲量がほとんどない
夏と秋の事例でMYNN3を用いた境界層過程の解像
度依存性を検証し,解像度1km程度から格子スケ
ールで渦が解像されはじめるが,格子による輸送
量に応じてサブグリッドの輸送量が埋め合わせ
るように働き,全輸送量はあまり違わないことを
確認した.本研究では気象庁非静力学モデル
(JMA-NHM)を用いて，地形等の影響を排除し単純
化した場における境界層過程の解像度依存性を
検証した. 
 
2. 計算設定 
 NHMによる計算領域として水平方向に 20km四
方,鉛直方向に 8kmをとった.境界は周期境界とし
た.そして水平解像度 5km,2km,1km,500m,250m に
ついてサブグリッドスケールと格子スケールの
鉛直乱流輸送量(20km四方,30分の時空間平均値)
を計算し,解像度依存性を検証した.鉛直方向の
解像度は 50mとした.検証する境界層スキームに
は MYNN3を用い，比較のために DDでも計算を行
った.初期値には今回は 2012 年 6月 21日 00UTC
の館野のゾンデの温位プロファイルを与えた.た
だし,実験設定に合わせ若干の編集を施している.
地表面温度は 1日の時間変化を模したサイン関数
を与え,約 20℃を始まりとし 10℃の振幅を与えた.
地表面温度は 6時間後に最高になる.計算する大
気状態には『乾燥状態（ドライ）』と『湿潤状態
（ゾンデの水蒸気混合比と地表面ウェットネス
0.1）』を考え，『風あり』(全層 u0=2.5m/s)の場合
と『ほぼ無風』(0.01m/s)の場合の計算を行った. 
 
3. 乾燥時の乱流熱輸送量 

図１に，『乾燥状態』・『風あり』で計算した 6
時間後の乱流熱輸送量の結果を示す．図 1aに
MYNN3の格子が表現する乱流熱輸送（破線）と,
輸送量の総和（実線）の鉛直分布を解像度毎に示

す.また図 1bは DDを同じ条件で計算した結果で
ある．MYNN3の格子スケールの輸送量は全ての解
像度でほぼ 0 W/m2で，格子では熱輸送を表現して
いない．そのため総輸送量にも解像度依存性が見
られない．一方，DDは解像度 1kmから格子スケー
ルの熱輸送が表現されている．総輸送量は MYNN3
と変わらなかった．解像度 250mの鉛直流と温位
の計算 6時間後の分布を MYNN3(図 2)と DD（図 3）
で比較すると，MYNN3は混合層に対流を表現して
いるが,鉛直流のオーダーは DDの 100分の 1程度
であり，水平スケールがかなり大きい．また 500m
高度における最大温位差は DDが約 1.5Kであった
のに対し，MYNN3は約 0.01K で等高度面における
温位のばらつきも小さい． 
 

4. 湿潤時の乱流熱輸送量 
より現実的な環境を考え『湿潤状態』・『風あり』

の設定で実験を行った. 図 4は MYNN3のサブグリ
ッドの乱流熱輸送(図 4a)と格子スケールの乱流
熱輸送(図 4b)，そしてその総和(図 4c)の鉛直分
布である．図 4bで解像度 1kmからは格子スケー 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 2. MYNN3(図 1a)における鉛
直流と温位の分布．(a)高度
500m水平分布．(b)高度 2km
高度までの鉛直断面図．黒実
線は等温線(0.5K毎)を表す． 

図 3. DD(図 1b)における図 2
と同様の分布．ここで(b)は
平面図(a)の左下隅から右
上隅までの直線状の断面図
である． 

図 1. 『乾燥状態』・『風あり』を初期値とした計算 6時間
後の格子スケールの乱流熱輸送量（破線）と熱輸送量の
総和(実線)(a)MYNN3の結果,(b)DD の結果．Gは格子スケ
ールの乱流熱輸送，SGはサブグリッドの乱流熱輸送，そ
の和が全乱流熱輸送を表す． 



ルの乱流熱輸送が表現され解像度依存性がみら
れた．サブグリッドも解像度 1kmから鉛直分布の
形状が変わったが，熱輸送量の総和は大まかにみ
れば解像度依存性が小さくなるように働いてい
て， Nagumo et al. (2012)と同様の結果となっ
た． 
 
4. ほぼ無風のときの乱流熱輸送量 

『乾燥状態』・『ほぼ無風』の MYNN3の結果を図
5 に示す。MYNN3の解像度 250mは混合層内に対流
を表現し，対流の構造は DD(図 3)に類似している
が，格子スケールの乱流熱輸送を表現しておらず
(図 5c:破線)，『風あり』の場合と同じ結果であっ
た．しかし『ほぼ無風』の時には乱流輸送の総和
に解像度依存性がみられる(図 5c:実線)．すなわ
ち MYNN3のサブグリッドの熱輸送に解像度依存性
がみられ，低解像度ほど境界層下部の熱輸送量が
大きくなる結果となった． 

地表面の顕熱フラックス計算にはバルク法を
用いており，最下層格子の水平風と温位の値でパ
ラメタライズされる．このことから，計算 6時間
後の各解像度の最下層(25m 高度)の水平風速の分
布を調べた．『ほぼ無風』の場合には『乾燥』『湿
潤』ともに水平風の値自体が非常に小さいが，さ
らに低解像度ほど水平方向の対流を表現出来て
いない傾向にあった(図 6で右肩上がりの傾向が
ある)．DDの場合は解像度 1km前後で乱流に伴う
水平風が表現され，領域平均は約 0m/sでも各格
子の水平風の絶対値は MYNN3 の『風あり』の場合
と同程度の値になった．本実験では，MYNN3を『ほ
ぼ無風』から計算した場合には，低解像度ほど水
平風を解像していない傾向があり，解像度による
影響を受けでいることが示された．  
 
5. まとめと今後の課題 

今回は，地形や陸面状態の影響を受けない状況
を想定し，MYNN3の『乾燥状態』と『湿潤状態』
の理想実験を行なった．この実験で，『凝結があ
る場合』と『凝結がない場合』の MYNN3の乱流輸
送の解像度依存性を検証した．『凝結がない場合』
には MYNN3は 250m解像度であっても温位と鉛直
流の偏差が小さく，格子スケールの乱流を表現し
ていないことが示された．一方，『凝結がある』
と鉛直流と温位の分散は大きくなり，解像度 1km
程度から格子スケールの渦が表現された．このこ
とは DDが凝結しなくても 1km程度で熱輸送を表
現しはじめた結果とは異なる．MYNN3は，地形や
陸面状態の影響(Nagumo, 2012)や凝結の影響で
1km 程度から渦が解像され始めたことから，厳密
には DDとは異なるが，現実的な条件を考えれば
両境界層スキームともに解像度 1km前後から格子
スケールの渦が解像され始めることがわかった． 

また MYNN3では，格子スケールの乱流輸送が表
現され始めると，サブグリッド乱流輸送がその分
減るように働き，全乱流熱輸送の解像度依存性は
比較的小さくなるような結果が得られた． 
『風あり』と，『ほぼ無風』を想定して，MYNN3
の乾燥状態と湿潤状態の計算を行った．この実験
で，数メートルの平均風があれば熱輸送の解像度
依存性はないが，無風に近い状態ではサブグリッ
ドの熱輸送に解像度依存性が示された．また水平
風の解像度依存性を調べたところ MYNN3では DD
での解像度 1km以上の場合に見られる対流に伴う
水平風のばらつきはほとんど表現していないこ
とがわかった．特に，低解像度ほど値は小さい傾

向があった．地表面の顕熱フラックスは最下層格
子のバルク係数，水平風速，地表との温位差に依
存する．水平風速の値が現実的な値よりも小さい
と，バルク係数を求める際に解くバルクリチャー
ドソン数の値は極めて大きな値をとることにな
り，このことが MYNN3のサブグリッド熱輸送の解
像度依存性に影響を与えている可能性がある．こ
の点について，今後さらに調査を進める． 

図 5. 『乾燥状態』『ほぼ無風』を初期状態とした計算 6
時間後の MYNN3の (a) 鉛直流と温位の水平分布（高度
500m）と(b)高度 2km高度までの鉛直断面図．(c) 格子ス
ケールの乱流熱輸送量（破線）と熱輸送量の総和(実線)． 

図 4. 『湿潤状態』・『風あり』を初期値とした計算 6時
間後の乱流輸送量(a)サブグリッドの輸送量．(b)格子
スケールの輸送量. (c)輸送量の総和． 

図 6. 6時間後のモデル最下層(25m)の水平風速（絶対値）
の平均値の解像度との関係．Dryは『乾燥状態』，Moi.は
『湿潤状態』，Lowは『風あり』，Calmは『ほぼ無風』を
表す．DDが Deadorff の結果で他は MYNN3の結果である． 
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