
 

第 15回 

非静力学モデルに関するワークショップ 

 

講演予稿集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年 9月 26日(木)～27日（金） 

北海道大学低温科学研究所講堂 

 

 

 

 

主催 

日本気象学会非静力学数値モデル研究連絡会 

北海道大学 

 

後援 

気 象 庁 

 

 



 

第 15回 

非静力学モデルに関するワークショップ 

 

講演予稿集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年 9月 26日(木)～27日（金） 

北海道大学低温科学研究所講堂 

 

主催 

日本気象学会非静力学数値モデル研究連絡会 

北海道大学 

 

後援 

気 象 庁 

 

 

北海道大学対応者 

川島正行 藤吉康志（低温科学研究所） 

〒060-0819 札幌市北区北 19条西 8丁目 

 



 

i 

 

【2013年 9月 26日（木）】 

 

09:00～09:10  開会挨拶 藤吉康志（北大・低温研） 

 

09:10～10:50 セッション 1 : 雲と降水 I    座長：津口裕茂 

1. 幅の広い寒冷前線降雨帯の形成における降水粒子の融解冷却の効果  1 

川島正行*（北大・低温研） 

2. 下層水平風の鉛直シア変化に対するスコールラインの応答   3 

河田雅生*、川野哲也、川村隆一 (九大院・理) 

3. 2010年 10月 20日の奄美豪雨 －降水系の発生・維持メカニズムの解析－ 5 

津口裕茂*、加藤輝之 (気象研究所) 

4. つくば竜巻をもたらした下層水蒸気の蓄積における黒潮の影響    7 

加藤輝之*（気象研究所） 

5. 水平非一様場における竜巻発生過程      9 

本田匠*、 川野哲也（九大院・理） 

6. LETKFのネストシステムを用いて再現した竜巻に伴う渦の発生要因  11 

瀬古 弘* (気象研究所/海洋研究開発機構)、国井 勝、横田 祥（気象研究所） 

         

11:00～11:50  セッション 2 : 雲と降水 II     座長：山田芳則 

7. 2011年 8月 18日に Kaバンドレーダで捉えた発達初期段階の積乱雲に関する 

再現実験         13 

櫻井南海子*、清水慎吾、島田誠一、岩波 越、三隅良平、鈴木真一、前坂剛、 

出世ゆかり（防災科学技術研究所） 

8. 地上降雪粒子観測による NHMの降水過程の検証方法について   15 

本吉弘岐* 1、加藤輝之 2、山田芳則 2、中井専人 1、石坂雅昭 1 

1防災科学技術研究所雪氷防災研究センター、2気象研究所 

9. 気象庁非静力学モデルのバルク微物理モデルの改良と開発   17 

山田芳則*（気象研究所） 

 

13:00～14:05    セッション 2  (続き) 

10. 冬季山岳性降雪雲の微物理構造の再現実験     19 

橋本明弘*1 、大竹秀明 2 、村上正隆 1  

1気象研究所、2産業技術総合研究所 

11. 雲解像モデルにおけるオーバーラップのある雲の分布と形成   21 

吉岡真由美*、片桐秀一郎、早坂忠裕（東北大学 大気海洋変動観測研究センター） 



 

ii 

 

12. 運動学的ドライバー(Kinematic Driver)を用いたビンモデルの比較実験  23 

中村晃三* 1、藤吉康志 1,2、坪木和久 1,3、久芳奈遠美 1,4     

1 海洋研究開発機構、 2 北大・低温研、 3 名大・地球水循環研究センター、  

4 東大大気海洋研 

13. 全球雲解像モデルによる低緯度域の暖かい雨の温暖化応答   25 

野田暁* 1、山田洋平 1、小玉知央 1、宮川知己 1、佐藤正樹 1,2  

1海洋研究開発機構、2東大大気海洋研 

 

14:15～16:15  セッション 3 : モデル開発    座長：榎本剛 

14. 一般座標系を用いた非静力学モデルの開発     27 

武村 一史*、里村雄彦 (京都大学大学院 理学研究科) 

15. thin-wall近似を用いた地形表現スキームの開発    29 

西川雄輝*、佐藤正樹 (東大大気海洋研) 

16. MPS法における静水圧の実現       31 

太田直樹*、里村雄彦 (京都大学理学研究科) 

17. NCEP MSMにおける全球に適用可能な静力学気温の与え方   33 

榎本剛* (京大・防災研), Hann-Ming Henry Juang (NCEP) 

18. 海洋非静力学モデルの現状と課題      35 

松村義正* (北大・低温研) 

19. 新しい陸面モデルの開発とその積雪サブモデルのオフライン検証  37 

草開 浩* (気象庁予報部数値予報課) 

20. 現業高解像度モデルにおける対流の表現とその課題・解決に向けた試み  39 

原旅人* 、河野耕平、石田純一、松林健吾、永戸久喜(気象庁予報部数値予報課) 

 

16:30～17:50 セッション 4 : データ同化とアンサンブル予報 I  座長：清水慎吾 

21. 高時間分解能セクタースキャンによる積乱雲内の熱力学場リトリーバル手法の 

誤差特性         41 

清水慎吾*、岩波 越、鈴木真一、前坂 剛、櫻井南海子、出世ゆかり (防災科学技術

研究所)      

22. WRF-LETKFを用いた 2011 年台風 12号・15号のアンサンブル降雨予報  43 

牛山朋來*、佐山敬洋、岩見洋一（土木研究所 水災害・リスクマネジメント 

国際センター）、三好健正（(理化学研究所 計算科学研究機構) 

23. 新しい NHM-4DVAR を用いたデータ同化実験     45 

川畑 拓矢*1，伊藤耕介 2，斉藤和雄 1，本田有機 3 

1気象研究所、2海洋研究開発機構、3気象庁 
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24. 非静力学モデル asuca を基にした変分法データ同化システムの開発  47 

幾田泰酵* 、藤田匡、小野耕介、石川宜広 (気象庁数値予報課) 

25. 平成 24年 7月九州北部豪雨のアンサンブルデータ同化実験   49 

国井勝* (気象研究所予報研究部) 

 

【2013年 9月 27日（金）】 

 

09:00～10:40 セッション 5 : データ同化とアンサンブル予報 II 座長: 小野耕介 

26. 夏季の東北地方における地上気温分布を対象とした中期予報を目指した 

アンサンブルダウンスケール予報実験      51 

福井真*、岩崎俊樹、余偉明 (東北大院・理) 

27. メソアンサンブル予報精度に対するアンサンブルサイズ依存性   53 

小野耕介* (気象庁予報部数値予報課) 

28. インクリメント法 LETKF解析       55 

黒田徹* (海洋研究開発機構)、藤田 匡(気象庁予報部数値予報課)、瀬古弘、 

斉藤和雄 (気象研究所/海洋研究開発機構) 

29. EnKF・EnVar の統合メソデータ同化実験システムの開発   57 

折口征二* 、青梨和正、川畑拓矢、国井 勝 (気象研究所) 

30. 離散ベイズフィルタを用いたマルチモデルアンサンブルデータ同化手法の開発 59 

大塚成徳*・三好建正 (理化学研究所 計算科学研究機構) 

31. 局所アンサンブル変換カルマンフィルタを用いた全球非静力学モデルのデータ 

同化実験         61 

沢田雅洋*1、三好建正 2、佐藤正樹 1 

1 東大大気海洋研、2 理化学研究所 計算科学研究機構 

 

10:50～12:00  セッション 6 : 台風・低気圧 I        座長：中野満寿男  

32. 台風によって励起される海洋と大気の慣性重力波のエネルギーフラックス 

の解析         63 

相木秀則* (海洋研究開発機構)、 R. J. Greatbatch (GEOMAR/Univ. of Kiel) 

33. 高解像度大気海洋結合モデルを用いた台風強度予測    65 

伊藤耕介*1,2、黒田徹 1,2、川畑拓矢 2、斉藤和雄 2、本田有機 3  

1 海洋研究開発機構、2気象研究所、3気象庁 

34. 全球非静力学モデルによる 2004年 8月の台風発生予測可能性   67 

中野満寿男*1、沢田雅洋 2、那須野智江 1、佐藤正樹 2,1  

1海洋研究開発機構、2東大大気海洋研 
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35. 台風の発生・発達に対する成層安定度の影響     69 

武田一孝*・新野宏 (東大大気海洋研) 

 

13:10～14:30  セッション 7： 台風・低気圧 II     座長：山田広幸  

36. 台風が南海上にある時に出現する非地衡風の成因について   71 

斉藤和雄* (気象研究所/海洋研究開発機構) 

37. 非静力学モデルを用いた 2012 年台風 15 号の多重壁雲の維持に関する研究 73 

辻野 智紀* 、坪木和久(名古屋大学地球水循環研究センター) 

38. PALAU2013観測期間に発生した台風の前兆となる西進擾乱の特徴とその 

予測可能性         75 

山田広幸* 1,2、那須野智江 2、城岡竜一 2、勝俣昌己 2、篠田太郎 3、上田博 3 

1 琉球大理学部、2 海洋研究開発機構、3 名古屋大学地球水循環研究センター 

39. 梅雨前線帯低気圧の発達過程       76 

栃本英伍* (東大大気海洋研)、川野哲也（九大院・理） 

40. 急激に発達した南岸低気圧の数値シミュレーション    78 

渡邉 俊一* 、新野 宏、小倉義光 (東大大気海洋研) 

 

14:50～16: 40 セッション 8 ：境界層、都市気象、局地モデル   座長：伊藤純至  

41. 局地予報モデルの太陽光発電への利用と日射量予測誤差解析   80 

大竹秀明*１、下瀬健一 1、山田芳則 2、Joao Gari da Silva Fonseca Jr. 1、 

高島 工 1、大関 崇 1  

    １産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター、2 気象研究所 

42. NHMによる首都圏の夏季降水シミュレーション     82 

清野直子*・青栁曉典・津口裕茂 (気象研究所) 

43. JMA-NHM の理想実験における境界層過程の解像度依存性の検証   84 

南雲信宏*、山田芳則、加藤輝之 (気象研究所)、原 旅人 (気象庁予報部数値予報課) 

44. Terra Incognita スケール境界層モデルの設計とテスト   86 

伊藤純至*1,2、新野宏 1、中西幹郎 3、Chin-Hoh Moeng 4 

1 東大大気海洋研、 2 気象研究所、 3 防衛大学校、 4 NCAR 

45. 建物・雲解像モデルを用いた建物による対流の誘発と持続メカニズムの解析 88 

馬場雄也*、高橋桂子 (海洋研究開発機構、地球シミュレータセンター) 

46. 首都圏で発生した極端高温とフェーンのメカニズム    90 

高根雄也*1、日下博幸 2、近藤裕昭 1 

1 産業技術総合研究所、2 筑波大学計算科学研究センター 

 

16:50～17: 20 ： 総合討論    座長：岩崎俊樹  



幅の広い寒冷前線降雨帯の形成における降水粒子の融解冷却の効果 

川島正行（北大 低温研） 

 

1. はじめに 
温帯低気圧に伴う降水は寒冷前線や温暖前線に沿って

ならぶ帯状の領域（降雨帯）に集中することが多い 

(Houze et al. 1976). 寒冷前線に伴う降雨帯のうち、幅の広

い降雨帯（Wide Cold-Frontal Rainband, 以下 WCFR）は 地

上付近に顕著な擾乱を伴わない、層状性の降水が強化さ

れた領域と定義される. これまで、その形成メカニズム

としては湿潤大気の対称不安定や、上空の降水セルから

の氷晶落下 /雲粒補捉による降水強化（ seeder-feeder 

process）、対流圏中～上層の強化された前線(cold front 

aloft) による強制など、様々な形成メカニズムが提唱され

ている. 本研究では冬季海洋上で観測された寒冷前線の

数値実験を行い、降水粒子の融解の熱力学的効果に注目

して WCFR の形成メカニズムを調べた.   

 

2. 対象事例と実験設定 

実験は複数の事例について行なったが、ここでは

CYCLES (CYCLonic Extratropical Storms)  Project 期間中

の 1976 年 12 月 8 日に米国西海岸で観測された寒冷前線 

(Parsons and Hobbs 1983ab)について結果を示す. この前

線は比較的若い低気圧に伴うもので、対流圏中～上層の

前線は WCFR のはるか後方に位置する.  

用いた数値モデルは ARW-WRF Ver. 3.2 で、三重双方向

ネスト実験を行なった. 主要な実験では水平格子間隔は

順に 18km, 6km, 2km とし, 雲微物理過程は Thompson 

(2008), 境界層はMellor-Yamada-Janjic（MYJ）を用いた. 初

期値、境界値には NCEP/NCAR 再解析を用い、18km 格

子の領域では Kain-Fritsch の積雲パラメタリゼーション

を用いた. 雲微物理スキームを変えた実験も行なったが、

氷相を含むものであれば、WCFR の位置や融解冷却の有

無に対する依存性などに顕著な違いは見られなかった. 

モデルの熱力学方程式において、氷相の降水粒子（こ

こでは主に雪）の融解冷却項を変えた感度実験を行うこ

とで、融解の熱力学的効果を調べた. また、前線に伴う

鉛直シア流中における融解冷却の効果を理解するため、

dryモデルを用いた熱源応答実験も行った. 

 

3. 再現実験の結果 

図 1 に積分開始 22 時間 30 分後、2km格子領域の中心

付近の地上降水強度を示す. 標準実験では地上の寒冷

前線に対応した幅の狭い降雨帯（NCFR）と、その西側の

WCFR に降水域が明瞭に分かれている. 一方、熱力学方

程式で融解冷却を OFF にした実験では両者は分離せず、

平均すると、降水は地上の寒冷前線からの距離とともに

単調に減少する . この結果から NCFR から独立した

WCFR の形成においては、融解冷却の効果が重要である

ことが分かる.  

図 2 に地上前線に直交する鉛直断面での鉛直風と前線

に相対的な直交風速(幅 100km, 1 時間の平均)を示す.  

融解冷却をOFFとした実験では前線面はほぼ一定の傾き

を持ち、地上寒冷前線背後では一様な滑昇が起こる. こ

のために降水の弱い場所が形成されなくなると考えられ

る. 一方、標準実験では、高度 2km付近, xc=－40～0km

に上昇流の弱い領域、その背後に上昇流の強い領域が示

されている。これらの場所ではそれぞれ雪の成長（主に

昇華成長）が抑制、強化されており、地上の弱降水域、

WCFRを形成する. 鉛直風擾乱の軸は前方に傾いており、

湿潤対称不安定の結果として生じる擾乱（今の場合は後

方に傾いた軸を持つ）とは逆である. WCFR の場所は相対

的な水平風(U)=0 で定義した前線面（kinematic frontal 

surface）と融解層とが交差する場所に対応しており、そ

の場所で前線面は階段状の構造を呈している.  

 

 
図１．積分開始から 22 時間 30 分後(1976 年 12 月 8 日

1030UTC) の降水強度(mm/h). (a) 標準実験, (b) 融解冷

却なしの実験.  

 

図 2. 相当温位（等値線, 1K おき）と 0.1m/s 以上の上昇流

(陰影)の分布. 上：標準実験. 下: 融解冷却なしの実験. 

X=0 は地上寒冷前線の位置、(a)の緑色の等値線は融解に

伴う冷却（－0.05K/hから 0.5K/hおき）を示す.  

 

NCFR 

WCFR 

1



4. 熱源応答実験 

融解層高度は寒気側ほど低くなるため、融解層が上空
にあり、ある程度の水平方向の広がりを持てば必然的に

前線面と交差することになる. WRF による実験結果から、

融解層と前線面とが交差する場所で、空間的に集中した

応答が起こり、その結果として WCFR が形成したと考え

られる。これを確認するため、dryモデルを用いた熱源応

答実験を行った。 

用いたモデルは Kawashima (2011)に示されている非弾

性モデルにブシネスク近似を施したものである. 線形・

非線形方程式系の両方で実験を行ったが、ここでは非線

形方程式系を用いた実験結果を示す. 前線面自体は傾い

ているが、簡単のため、水平一様な鉛直シア流中に傾い

た長楕円型の冷源を与えることで、寒冷前線に伴うシア

層と融解層が交差する状況を表現する.  

まず、簡単のため一様風(U= －6m/s) を与えた場合と、

下層で風向が逆転する一般風を与えた場合を比較する. 

浮力振動数は N2=5×10－5 s－2であり、シアのある場所で
の Richardson数は 0.5 となる.   

図 3にほぼ定常となる 20時間後の鉛直風速の分布を示

す. 一様風の場合、鉛直伝播性の山岳波と同様の風上側

に傾いた位相を持つ重力波（上向きにエネルギーが伝播）

が選択的に励起される. これは熱源自体が風上側に傾い

ているためで、応答の水平スケールは熱源のスケールと

なる. シア流を与えた場合は、U=0 となる高度 1.5 kmよ

り下では熱源が風下に傾いていることにより、下向き伝

播する重力波も励起される. 応答は熱源とシア層が交差

する場所の付近に集中しており、鉛直風速の振幅も一様

風の場合と比較してかなり強くなっていることが分かる. 

これは、シア層と交差する場所で局所的に重力波のエネ

ルギー生成(－uw dU/dz > 0 ) が起こるためである. これ

は U=0 となる臨界高度がない場合でも言えることである

が、臨界高度がある場合、応答は空間的により集中する 

 WRF による実験結果と同様に、高度 5kmでも逆転する

風を与えた実験結果では、その高度で波の吸収/一部反射

が起こる. 融解層と U=0 の臨界高度（灰色の直線）の交

差点の右側上空で下降流、交差点の上下にそれぞれ上昇

流、下降流があるなど、鉛直風のパターンは湿潤実験の

結果（図 2 上）と良く似ている.  

 

5. まとめ 

以上の結果から、湿潤モデルによる実験で見られた

WCFR の形成やそれに伴う特徴的な前線の構造は、前線
に伴う鉛直シア流の傾いた融解冷却に対する局在的な応

答の結果であるといえる. 擾乱の上昇流の軸が今のよう

に風上側に傾いている場合、上空で生成された降水粒子

と下層で生成された降水粒子が近い場所に落下するため、

効果的に地上降水の集中化が起こる. 

この結果は融解高度によって地上前線とWCFRの距離

が決まる（融解高度が高くなると前線面と交差する場所

がより後方になる）ことを意味する. 実際、WRF による

実験では、より気温が高く、従って融解高度も高い南側

の方が WCFR と地上前線の距離は長くなっている. ま

た、WCFR の移動速度は地上前線の移動速度よりも早い

が、これは寒気移流の効果により融解層高度が時間とと

もに低下することと対応している. モデル中で融解の起

こる気温の設定を変えた実験も行ったが、融解層が高く

なると WCFR がより後方になるなど、上で提唱したメカ

ニズムと整合的な結果が得られた.  

また、湿潤モデルでは、WCFR の形成により融解層と

前線面が交差する場所で冷却がより強まることになる . 

この正のフィードバックが働くため、例えば融解冷却の

効果を 20%に弱めた実験でも WCFR が形成される(図は

省略).  

 

 

 
図 3 傾いた冷却に対する応答. 黒線は鉛直流(0.05m/s

間隔)、青色の線は冷却率（0.1K/h 間隔）. 右は一般風の

高度分布. 灰色の線は U=0 高度を示す.  
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下層水平風の鉛直シア変化に対するスコールラインの応答 

*河田雅生・川野哲也・川村隆一（九大院・理）

１ はじめに 

Rotunno et al. (1988) と Weisman and Rotunno (2004) 

は，スコールラインの構造は下層水平風の鉛直シアと自身

が作り出す Cold poolの強さのバランスによって決まると

述べ，下層水平風の鉛直シア(Us)と Cold pool 強度(CI)

の比（CI/Us）の値から，CI/Uｓ＞1 のときを Upshear 構

造，CI/Uｓ≈1 のときを Erect 構造，CI/Uｓ≪1 のときを

Downshear 構造としてスコールラインの構造を分類した

(RKW Theory)．しかし，下層水平風の鉛直シアの細かい変

化に対するスコールラインの振る舞いについては十分調

査されていない．そこで，本研究では下層水平風の鉛直シ

ア変化に対するスコールラインの応答について詳細に調

査した． 

 

２ 数値実験・解析方法 

 本研究では WRF モデルを用いてスコールラインの 2 次

元理想化実験を行った．計算領域は 600 km×20㎞，水平

解像度は 1㎞，鉛直は stretched 格子とし，6時間積分を

行った．雲微物理スキームには WSM6 を用いた．初 

期の温度・湿潤プロファイルには Weisman and Klemp(19

82)の Analytical sounding を用い，下層水平風の鉛 

直シア(以下単に鉛直シアと呼ぶ)を 5,10,15,～,30,35m

/s(15m/s から 30m/s の間は 1m/s 間隔)と変化させた実験

を行った．横境界は放射開放条件，上下境界は摩擦なしの

固定壁条件とし，上層 5 ㎞にはダンピング層を導入した．

準定常なスコールラインが形成される 5-6 時間において

解析を行い，特にスコールラインの構造と水収支に着目し，

C o l d  p o o l 強度，凝結量，蒸発量，降水量，ス 

トーム効率(SE ＝降水量/初期水蒸気量)などの鉛直シア 

変化に対する応答を調査した． 

 

３ 結果・考察 

実験で得られたスコールラインは，鉛直シアが強くなる

につれて Upshear に傾いた（Upshear-tilt）構造から，

Downshear に傾いた（Downshear-tilt）構造へと変化した

(図 1). Weisman and Rotunno(2004)を基に，CI/Us(＝Cold 

pool 強度/鉛直シア)≧1.5 のときを Upshear 構造，CI/Us 

＝0.8～1.5 のときを Erect 構造，CI/Us ＜0.8 のときを

Downshear 構造としてスコールラインの構造分類を行っ

た．なお，本研究で定義した Erect構造に分類されたスコ

ールラインは，形態的には“erect(直立)”ではなく，傾

きは小さいながらも Upshear-tilt であり，erect な形態

をもつスコールラインは Downshear 構造に分類される．水

収支解析の結果から，Erect構造は凝結量，降水量，スト

ーム効率が大きく，Upshear構造は Erect構造に比べて凝

結量，降水量,ストーム効率が小さい(図 2)．すなわち，

スコールラインは Upshear に少しだけ傾いた構造で最も

効率的に降水をもたらす．また，スコールラインが

Upshear-tilt から Downshear-tilt へ変化するとき， 

 

 

 

 

 

 

図 1：t=6h における凝結生成物混合比(kg/kg)の鉛直断面

図．鉛直シア(Us)は左から 10，24，30(m/s)であり，Us10

と Us24は Upshear-tilt，Us30は Downshear-tiltである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：t=5-6h，各鉛直シアにおける(上)RIJ の効果を考慮

しない Cold pool 強度(CI)と RIJ の効果を考慮した Cold 

pool 強度（CIj）(破線はそれぞれ CI(CIj)/Us＝ 

0.8,1.0,1.5を表す)．(中)凝結量(C)・蒸発量(E)・降水

量(R)．(下)ストーム効率(SE)． 
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Cold pool 強度が急激に減少しており，それに伴って凝結

量，蒸発量，降水量，ストーム効率も大きく減少する． 

Upshear-tilt から Downshear-tilt に変わる前後である 

Us24と Us25における Cold pool強度の時間発展を見ると，

Upshear-tilt である Us24 では t=240(min)からの Cold  

pool の強化が見られたが，Downshear-tilt である Us25 

ではそのような Cold pool 強化が見られなかった(図 3)．

この Upshear-tilt における Cold pool の強化の原因とし

て考えられるのが，Upshear 側での蒸発と Rear inflow 

jet(RIJ)である．Upshear 側での蒸発と RIJ は Cold pool

にそれぞれ浮力的な影響と力学的な影響を与える． 

Upshear-tiltでは Upshear側での多量の蒸発と RIJによ

る Cold pool の強化が見られるが，Downshear-tiltでは

Upshear 側での蒸発が少なく，構造上 RIJが形成されない

ため Cold pool の強化は見られない(図 4)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：Us24と Us25の Cold pool 強度の時間発展． 

 

また，RIJは Cold poolの上端付近に流入するものと地

表付近に流入するものとで Cold poolに及ぼす影響が異な

る(Weisman,1992)．地表付近に流入する RIJ(Descending 

-RIJ)は Cold pool の(水平)渦度と同符号の渦度を持つた

め，Cold pool の渦度を強める．一方，Cold pool の上端

付近に流入する RIJ(Elevated-RIJ)は Cold pool 内では

Cold pool の渦度と異符号の渦度を持つため，Cold pool

の渦度を弱め，Cold pool の上では Cold poolと同符号の

渦度を持つため，正の渦度層を厚くし深い対流を作る(図

5)．この RIJの効果を定量的に調べるために，RIJの効果

を含んだ Cold pool 強度を考える．Weisman(1992)より，

鉛直シアを Us ，RIJ の効果を含まない Cold pool 強度を

CI ，RIJの鉛直シアを Uj ，RIJの効果を含めた Cold pool

強度を CIjとすると，これらの渦度のバランスは以下の式

で表される． 

 

図 2より，CIjは鉛直シアが 16～17 m/s より弱いケース

では CIより大きく，強いケースでは CIより小さいことが

分かる．この RIJの効果の違いにより Upshear-tiltの構

造の中でも Upshear-tiltの大きさを変化させ，凝結量，

降水量，ストーム効率を変化させる． 

 

 

４ まとめ 

下層水平風の鉛直シアを細かく変化させて実験を行っ 

た結果，スコールラインは Upshearに少しだけ傾いた構造

で最も効率的に降水がもたらし，Upshear-tilt から 

Downshear-tiltへ変化するとき，Cold pool強度が激減し，

それに伴い凝結量，降水量も大きく減少する． 

Upshear-tiltでは，Upshear 側での多量の蒸発冷却と RIJ

による Cold pool の強化が起こるが，Downshear-tilt で

はそのような Cold pool の強化が起こらないため， 

Upshear-tilt から Downshear-tilt に変化するときの 

Cold pool 強度の急激な減少が起こる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：(上)t=5h における Us24 と Us25 の蒸発量(1 分間当

たり)の鉛直断面図．(下)t=6h における Us24(左)と

Us25(右)の水平風の鉛直断面図．コンターは雲水＋雲氷の

混合比(kg/kg)，赤線は Cold poolのアウトライン(θ’＝

－1 K)，ベクトルは風(m/s)を示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：t=6hにおける Us24 と Us10の水平浮力傾度の鉛直断

面図．コンター，赤線，ベクトルは図 4と同じ. 
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2010 年 10 月 20 日の奄美豪雨 -降水系の発生・維持メカニズムの解析- 
 

*津口 裕茂・加藤 輝之 （気象研究所予報研究部） 

 

1. はじめに 

2010 年 10 月 20 日，鹿児島県奄美大島で豪雨(以下，

奄美豪雨)が発生した(図1)．奄美大島の名瀬では日降水

量622.0 mm を観測し，それまでの極値(1903 年5 月29

日の 547.1 mm)を大幅に更新した．奄美豪雨の特徴とし

ては，10 月末という晩秋にもかかわらず，梅雨期・台風期

に匹敵する降水量であったことと，面積が小さく，標高が

低い離島(面積: 約 700 km-2，最大標高: 約 700 m)で発

生したことが挙げられる．本研究では，奄美豪雨の発生

要因の中でも特に以下の 2 点に着目して解析を行った． 

① 豪雨の源となる下層の水蒸気はどのように形成され，

どのように供給されていたのか？ 

② 豪雨をもたらした降水系の発生・維持メカニズムは何

だったのか，奄美大島の地形の影響はあったのか？ 

 

2. 下層の水蒸気の形成・供給メカニズム 

奄美豪雨の最盛期直前の20日9時の地上天気図では，

奄美大島付近に停滞前線が解析されており，一見すると

奄美大島には南海上から水蒸気が供給されやすいよう

にみえた．しかし，観測データと気象庁メソ客観解析

(MA)の解析から，奄美大島は停滞前線の北側に位置し

ており，高度1 km 以下の下層は 15 m s-1 を超える東北

東の風となっていた．この強風により，奄美大島付近の下

層では水蒸気フラックス量が 350 g m-2 s-1 以上となって

おり，奄美大島へはこの東北東風によって多量の水蒸気

が供給されていた． 

この水蒸気の起源を，MA を用いた後方流跡線解析で

調べたところ，その起源は奄美大島から 500 km 以上東

北東に離れた海上であった．流跡線に沿った空気塊の

仮温位と混合比をみると，もともとは前線北側にあった相

対的に乾燥した空気塊が，奄美大島に接近するにつれ

て十分に湿った空気塊へと変質していたことがわかった．

この時，奄美大島周辺の海面水温は約 28 ℃ であり，大

気下層の気温よりも約 5 ℃ 高く，流跡線に沿った領域

の顕熱フラックスは約40 W m-2 ，潜熱フラックスは約300 

W m-2 であった．このため，空気塊の変質が促進されて

いた．なお，顕熱フラックスが小さいので，気温上昇はわ

ずかであった．このようなプロセスは，JMA-NHM を用い

た 2 次元理想実験でも確かめることができた． 

 

3. 豪雨をもたらした降水系の発生・維持メカニズム 

奄美豪雨をもたらした降水系の発生・維持メカニズムを

調べるために，水平解像度1 km のJMA-NHMを用いて

再現・感度実験を行った．初期値・境界値には MA を使

用し，初期時刻は 20 日9 時とした． 

再現実験の結果(CTL)，奄美豪雨をうまく再現すること

に成功した(図 2a)．再現された降水系に供給されていた

水蒸気の起源を確認するために，降水系の内部にパー

セルを配置して後方流跡線解析を行った．その結果，高

度500 m 以下の東北東からの空気塊の流入が確認でき

た(図 3 の太線)．このことは，観測データと MA の解析結

果と整合的である． 

次に，東北東からの空気塊が自由対流高度(LFC)まで

どのようなメカニズムで持ち上げられたかについて調べ

た．地上付近の温位の分布(図 2b)をみると，奄美大島上

では 296 K 以下となっており，周囲よりも温位が低くなっ

ている．また，鉛直断面(図 2c)をみると，降水系の直下に

冷気プールが形成されていることがわかる．この冷気プ

ールは，降水粒子が蒸発することによって形成されてい

た．以上のことから，多量の水蒸気を含んだ東北東風が

奄美大島上に滞留する冷気プールにぶつかることで持

ち上げられ，積乱雲が発生・発達し，降水系が形成され

ていたと考えられる． 

降水系の発生・維持に奄美大島の地形がどのように影

響したかを調べるために，感度実験を行った．奄美大島

の標高を 0 m にした場合(Topo0)，降水域が若干西にず

れているが，CTL と同様に大雨域を再現している(図 2d)．

温位の分布をみると(図 2e,f)，CTL と同様に冷気プール

が形成されている．一方，奄美大島をすべて海に変更し

た場合(Amami-Cut)，CTL と Topo0 と比較して降水量が

かなり減少しており(図 2g)，冷気プールは形成されてい

ない(図 2h,i)．以上のことから，降水系の発生・維持にとっ

て奄美大島の地形が直接影響しているのではなく，冷気

プールが重要な役割を果たしていることがわかる． 

 

4. まとめ 

図4に奄美豪雨の発生要因をまとめた概念図を示す．

本研究から明らかになった奄美豪雨の発生要因は，以

下の通りである． 
 下層の水蒸気は，強い東北東風によって奄美大島

に供給されていた． 
 下層の水蒸気の起源は，奄美大島から500 km 以

上東北東に離れた海上であった． 
 停滞前線の北側にあった相対的に乾燥していた

空気塊が，奄美大島に接近する間に暖かい海面か

ら大量の潜熱フラックスを受け取ることで，相対

的に十分に湿った空気塊へと変質していた． 
 豪雨をもたらした降水系の発生・維持にとって，

奄美大島の地形は直接影響してはおらず，降水系

直下の冷気プールが重要な役割を果たしていた． 
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第 1 図: 解析雨量による 2010 年 10 月 20 日 21 時の 12

時間積算降水量(9～21 時)． 

 

 
第3 図: CTL 実験の結果を用いた後方流跡線解析(20 日

14～11 時)の結果． 

第2 図: (左)20 日21 時の 12 時間積算降水量(9～21 時)，(中央)20 日14 時の地上付近の温位(陰影)と同高度の風ベク

トル，(右)直線N-S に沿った温位(陰影)と雲の輪郭(雲水+雲氷の混合比=0.1 g kg-1 で判断，実線)の鉛直断面，ベクトル

は鉛直断面に射影した風．(a)-(c)は CTL，(d)-(f)は Topo0，(g)-(i)は Amami-Cut の結果． 

 
第4 図: 奄美豪雨の発生要因に関する概念図 
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つくば竜巻をもたらした下層水蒸気の蓄積における黒潮の影響 

加藤輝之（気象研・予報） 

１．はじめに 
2012 年 5 月 6 日昼過ぎに、茨城県つくば市で藤田スケー

ル 3（70m/s 以上）の強大な竜巻が観測された。その竜巻

をもたらしたスーパセル発生の主要因は、前日から維持さ

れていた大気の不安定さ（地上と 500hPa 気圧面で 40 度以

上の温度差）に加えて、6 日 12 時頃に南側の海上から関東

平野に局所的に流入した下層の湿潤な空気塊であること

が指摘されている。本研究では、気象庁非静力学モデル

（Saito et al. 2007）を用いて、要因となった日本南岸の太

平洋上での下層水蒸気の蓄積過程を調べるとともに、その

領域に存在している黒潮の影響について調査した。 

２．実験設定 

日本列島をほぼ覆う領域（2500x2000km）を対象に、5
月 5 日 18 時を初期値として水平分解能 5km のモデルを実

行した（12 時間予報）。鉛直方向には 50 層の可変格子（モ

デルトップ 21.8km）を用い、高度 500m 以下に 6 層取った。

5km モデルの初期値・境界値は気象庁メソ解析（水平解像

度：5km、時間間隔：3 時間）から作成した。降水過程と

しては、氷相のみ数密度を予想するバルクタイプの雲物理

過程を用い、Kain-Fritsch の対流のパラメタリゼーションを

併用した。乱流クロージャーモデルは Mellor-Yamada- 
Nakanishi-Niino level-3（MYNN、Nakanishi and Niino 2006）、
また地表面フラックスは、Berjaars and Holtslag (1991) を用

いて計算した。 

３．下層水蒸気の蓄積過程 

下層水蒸気の蓄積過程を調べるために、下層 936m の気

柱に存在する水蒸気量（LWP）の変化に対して収支解析を

行った。LWP の時間変化は 

 Conv Adv LH Others (1) 

で記述でき、Convh は気柱側面からの水蒸気の水平収束・

発散、Advv は気柱上面での水蒸気の移流、LH は海面から

の潜熱フラックス、Others は凝結による水蒸気量減少と雨

滴の蒸発による増加を示す。Advv は格子で解像できるもの

と MYNN によるサブグリッド輸送の和である。ここでは、

5 日 18 時～6 日 6 時まで対象領域（日本列島の南岸）に雲

システムが観測されていないので、Others は考慮しない。 
LWP の変化（図１a）をみると、初期値（5 日 18 時）に

高知西部の南海上にあった LWP 約 8mm の領域（以降、対

象領域と呼ぶ）が東北東進して、12 時間後には東海沖に達

して、LWP が約 3mm 増加していることがわかる。特に、9
時間までの増加が顕著である。また、12 時間後の LWP の

分布は同時刻のメソ解析のもの（図略）とほぼ一致してお

り、数値計算の結果は妥当だと考えられる。LWP の増加が

みられた道程（図１a の線分 WE）の時間変化（図１b）を

みると、対象領域（□で囲んだ領域）の LWP はほぼ直線

的に増加し、増加が大きい期間では海面水温 SST が高く、

潜熱フラックスが大きいことが考えられる。また、その領

域にみられる水平風の局所的な変化は、南西-北東方向に伸

びる下層のメソトラフに対応し、そのトラフにともなう水

蒸気の水平収束の存在が示唆される。 
対象領域の水蒸気収支について、(1)式の右辺の各項から

評価した（図２a）。Convh と Advv は相反する関係にあり、 

 

図１ (a) 初期値（5 日 18 時）から 12 時間までの下層 936m
の積算水蒸気量 LWP の分布の予報結果と(b) (a)の線分
WE のホフミラーダイアグラム．矢羽は水平風、等値線
は海面水温を示す． 

 

 
図２ 図１の対象領域（□で囲んだ領域）の下層 936m の

積算水蒸気量 LWP の時間変化（右軸：mm）とその収
支（左軸：時間変化量 mm/h）．dLWA/dt は LWP の時
間変化を直接算出した変化量． 

 
このことは水平収束した水蒸気量の一部は気柱の上部か

ら上空に輸送されていることを意味している。水蒸気収支

における Advv では、サブグリッド輸送の効果はほとんど

ない一方、その効果は気柱内の下層 500m までにほぼ限定

されていたが、海面からの LH の上空への輸送（気柱内の

蓄積）に寄与していたことがわかった（図略）。 
ConvhとAdvvの差で定義される気柱内の残留量に比べて、

LH はかなり小さい。LWP の局所変化を（(1)式の右辺）を

計算し、(1)式の右辺の各項の総和はほぼ一致したので、

LWP の局所変化では残留量が大きく寄与していることに
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なる。ただ、移動する対象領域で LWP の変化を調べてい

るので、 

 Adv        (2) 

を用いて LWP の時間変化を評価する必要がある。ここで、

Advh は LWP の水平移流であり、高度 844m の風速で見積

もることにする。移動する系から見た場合、前方の水蒸気

量が少ないので Advh は負値となる。Convh と Advv、LH と

Advh の総和は LWP の時間変化を直接算出した量（(2)式の

右辺）とほぼ一致した（図２b）。水蒸気収支が正確に見積

もられたので、LH とそれ以外の運動学的な変化（Convh＋

Advv＋Advh）による LWP の総変化量を比較した（表１の

CNTL）。LWP の総変化量約 3mm の約 1/3 が LH であり、

残りが運動学的な変化による。このことは下層メソトラフ

にともなって、水蒸気を効率よく周囲から集めたことを意

味している。特に、対象領域が紀伊半島沖に存在していた

期間（t=6～9h）に水平収束量が大きく、紀伊半島の山岳が

下層トラフにともなう収束を強めていたと考えられる。 
 

表１ 初期値から 12 時間後の標準実験（CNTL）、北緯 32
度以北の SST の最大値を 20℃にした実験（Max20℃）、
北緯 32～34 度の SST を 2 度低くした実験（Minus2K）
での下層 936m の積算水蒸気量の総変化量とその内訳
（運動学的変化、潜熱フラックスによるもの）． 

 

 ５．黒潮の影響 

LH は直接 LWP の増加に寄与するだけでなく、対象領域

周辺の LWP を増やして、下層収束量を大きくしていたこ

とが想像できる。また LH が大きかったのは、対象領域が

四国沖を通過していた期間（t=3～6h）であり、その道程に

は黒潮の流れが存在していた（図３a）。この黒潮の影響を

調べるために、北緯 32 度以北の SST の最大値を 20℃にし

た実験（Max20℃）と北緯 32～34 度の SST を 2 度低くし

た実験（Minus2K）を行った。両感度実験とも、標準実験

（CNTL）に比べて LWP の増加量は約 2/3 になったが、そ

の内訳（運動学的変化と LH）が反対の特徴を示した（表

１）。Max20℃では、LH の減少は相対的に小さかった一方、

運動学的変化の減少は大きかった。逆に Minus2K では、運

動学的変化はあまり小さくならず、その結果 LWP 増加に

対するその寄与の割合が大きくなった（約 2/3→約 3/4）。 
CNTL と Max20℃との差（図４）から黒潮の影響につい

て議論する。SST が高いと、気圧低下を引き起こす大きな

顕熱フラックスと LH により大気下層に暖湿気塊が作り出

される。この気圧低下が黒潮上に見られ、その結果地表付

近に水平風の収束が作られている（図４a）。この収束は、

水蒸気を上空に輸送する下層トラフ付近の上昇流を強化

している（図４b）。ただ、334m 高度にはそのような風の

収束の強化は見られない。気圧低下はまた、下層の水平風

を加速している（図４c）。これにより、SST が高いことに

加えて、さらに LH の増大をもたらしている（図４d）。こ

のように、黒潮（SST の分布）と大気の相互作用により、

効率よく下層水蒸気が蓄積されていたと考えられる。 

つくば竜巻をもたらしたスーパセル発生の主要因とな

った下層水蒸気は、黒潮上を通過するとともに黒潮が局在

していることにより増加していたことがわかった。この増

加がなければ、流入した下層水蒸気の比湿が 1g/kg 減った

と仮定すると、対流有効位置エネルギーCAPE の値が

2300J/kg から 1700J/kg（約 3/4）に減少し、つくば竜巻のよ

うな巨大な竜巻が発生しなかった可能性が大きい。 
 

 

図３ (a) 標準実験、(b) 北緯 32 度以北の SST の最大値を
20℃にした実験、(c) 北緯 32～34 度の SST を 2 度低く
した実験での SST の分布．白抜き矢印は着目した気柱
の移動を示す． 

 

 

図４ 6日 3時の標準実験と北緯 32度以北の SST の最大
値を 20℃にした実験との差の分布．(a)海面気圧、
(b)334m 高度の鉛直流、(c)20m 高度の風速、(d)前１時
間積算潜熱フラックス．正値は標準実験の方が大きな
値であることを示す．ベクトルは(b)では 334m 高度、
それ以外では 20m 高度の水平風の差を示す。 
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水平非一様場における竜巻発生過程 
*本田	 匠・川野	 哲也 (九大院・理) 

 

1.はじめに 
竜巻の多くは，メソサイクロン(MC)を内部に含む親雲

(スーパーセル)の存在下で発生する(Trapp et al. 2005)．
現在最も有力視されている竜巻発生メカニズムは，親雲

内の下層MCによる地表付近の初期渦引き伸ばしであり，
何らかの原因で生じた地表渦が強いMCの回転に伴って
励起された上向きの摂動気圧傾度力(PGF)によって引き
伸ばされると考えられている(e.g., Noda and Niino 
2010)． PGFの強さは下層MCが持つ渦度の大きさと関
係しており，この竜巻発生メカニズムに従えば，下層MC
発達が竜巻発生の必要条件としてみなされ得る

(Markowski et al. 2012)． 
しかしながら，このメカニズムには先行する対流が形

成したOutflow境界をはじめとする，環境場の水平非一
様性の影響が考慮されていない．実際，北米での観測実

験の結果，ほとんどの竜巻が何らかの境界付近で発生し

ている事が指摘されている(e.g., Markowski et al. 1998)．
そこで本研究では，Outflow 境界を含む水平非一様場に
おける竜巻発生過程を数値実験によって調査する． 

 
2.数値モデル・実験方法 
	 使用した数値モデルは，完全圧縮系非静力学モデル

WRFである．計算領域は90 km×80 km×20 kmであ
り，水平格子間隔は100 mとした．また，鉛直格子には
可変格子(81 層)を用いた．サブグリッドスケールの乱流
パラメタリゼーションには，1.5次のTKEクロージャを
用いた．加えて，惑星境界層(および接地層)の影響を取り
込むために，MYNN3(Nakanishi and Niino 2009)を使用
した．また，雲微物理スキームにはMilbrandt and Yau 
(2005)のスキームを設定した．そのほか，コリオリ力や
放射等は無視した． 
	 水平一様な基本場の温度および水蒸気プロファイルは

Weisman and Klemp (1982)，風プロファイルは Del 
City storm (Ray et al. 1981)のsoundingをそれぞれ用い
た．CAPEは1822 J kg-1，対流抑制(CIN)は13 J kg-1で

あり，SREHは137 m2 s-2である．この基本場内に極大

値が+4 Kの温位摂動(半径10 km, 中心は高度1.5 km)を
導入して45分間積分した後，計算領域の東側(高度約0.5 
km 以下)に幅 10 km の遷移領域を挟んで先行する

Outflow境界を模した—4 Kの温位摂動を与え，計算を再
開した．  
 
3.結果 
	 図 1は，親雲の上昇流およびMCの鉛直渦度水平分布
の時間発展を示している．計算開始から65分後には親雲
が，強いMCを伴う上昇流やストームの前面および後面
に広がる冷気プール等の，典型的なスーパーセルの構造

を持っていた．一方，Outflow 境界を模した温位境界は

85分の時点でMCから 20 km離れた場所に位置してお
り，その後105分頃にはMCに到達していた(図1c,d)． 
	 図2は，領域内における高度0.1 kmおよび1.0 kmで
の最大鉛直渦度時間発展を示している．積分開始から67
分ごろに，地表付近で竜巻 likeな渦が非常に強化されて
おり，渦度極大値は0.2 s-1に達している(図2)．このとき，
高度1 km付近の下層MCも渦度が0.1 s-1に達するほど

強化されており，下層MC強化による竜巻発生過程と整
合的である(図2)．一方，この時点では，温位境界は渦度
極大から約 25 km 離れた場所に位置しているため，67
分ごろの渦度強化には影響していないと考えられる(図
1b)．その後，地表付近の竜巻 likeな渦は95分および114
分ごろにも0.1 s-1を超えるほどまで強化されている(図2)．
特に，114 分ごろの極大は温位境界が渦付近に到達した
タイミングと一致している(図1d,2)．一方，下層 MCは
67分頃と比べてかなり弱かった(図2)． 
 
4.地表渦の強化過程 
	 温位境界到達前(67 分頃)と温位境界到達時(114 分頃)
における地表の竜巻 likeな渦強化の要因を調べるため，
渦度方程式の収支解析を行った．ブジネスク近似を施し

た鉛直渦度方程式は以下のように表される． 
 
∂ζ
∂t

= −vh ⋅∇hζ −w ⋅
∂ζ
∂z

+ωh ⋅∇hw−
∂u
∂x
+
∂v
∂y

%

&
'

(

)
*  

 
ここで，ζは鉛直渦度，ωhは水平渦度ベクトル，∇hは

水平微分演算子，vhは水平風ベクトルをそれぞれ表す．

右辺第 1項と第 2項は水平および鉛直方向の移流，第 3
項はtilting，第4項は引き伸ばしをそれぞれ示している．
計算にあたっては，各時間における渦の中心を囲む 400 
m×400 m×100 mの直方体内で各項を平均した． 
	 図 3 は，渦度収支解析の結果を示している．両時間と
も，竜巻 likeな渦の強化に最も寄与しているのは引き伸
ばし項である(図 3a,b)．引き伸ばし項の大きさは，鉛直
渦度そのものと水平収束(または∂w/∂z)の大きさとの積
である．したがって，渦度強化の直接の原因は水平収束(ま
たは∂w/∂z)の強化であると考えられる．実際，渦度方

程式の各項と同様の領域内で平均した水平収束は，渦度

極大よりも早く極大となっていた(図省略)． 
	 水平一様場における従来の竜巻発生メカニズムでは，

地表渦付近における水平収束(または∂w/∂z)強化は，下
層MCに伴う上向き PGFによって生じる．温位境界到
達前(67分頃)の渦度強化時には，高度 1 km付近のMC
に対応する渦度極大が地表付近の渦のほぼ真上に位置し

ている(図 4a)．このとき，高度 1 km以下では上向きの
摂動気圧傾度力がはたらいており，Noda and Niino 
(2010)らによる従来の竜巻発生過程と整合的である(図
4a)． 
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	 一方，温位境界到達時(114分頃)の竜巻 likeな渦の強化
は，従来の竜巻発生メカニズムと様相が異なっていた．

温位境界到達時(114 分頃)において，高度 1 km 付近の
MCに対応する渦度極大域は地表付近の竜巻 likeな渦か
ら数 km 離れた場所に位置しており，上向きの摂動気圧
傾度力もはたらいていなかった(図4b)． このことは，温
位境界到達時(114 分頃)における水平収束(および竜巻
likeな渦)強化が，下層MCが関係しない過程によって起
きていることを示唆している． 
 
5.まとめ 
	 Outflow 境界を模した温位境界を含む，水平非一様な
環境場における竜巻発生過程を調査した．地表付近にお

いて，温位境界到達前(67分頃)と後(114分頃)に発生した
竜巻 likeな渦について鉛直渦度の収支解析を行ったとこ
ろ，いずれの渦強化過程においても引き伸ばし項が卓越

していた．引き伸ばし項強化に関係した水平収束の強化

をもたらす上向きの PGF は，温位境界到達前(67 分頃)
の渦強化時にのみはたらいていた．従来の竜巻発生メカ

ニズムにおいて上向きの PGFをもたらす下層MCは，
温位境界到達後(114 分頃)の渦強化時には地表の渦度極
大と離れた場所に位置していた．このことは，温位境界

到達後の竜巻 likeな渦の発生過程が従来の竜巻発生メカ
ニズムと異なることを示唆している．今後は，流跡線や

循環，渦線の解析によって，竜巻 likeな渦の強化過程を
詳細に調査する．また，温位以外の物理量(e.g., 水平風や
水蒸気量)の境界を与えた追加実験も行う予定である． 
 
主な参考文献 
Noda and Niino, 2010: JMSJ, 88, 135-159. 
Markowski et al., 2012: MWR, 140, 2916-2938. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2. 高度0.1 km(実線)と1.0 km(点線)における最大
鉛直渦度(10-2 s-1)の時間発展．横軸は時間(分)． 
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図 4. (a)積分開始から 67分，(b)114分後の地表面に
おける渦度極大を含む東西鉛直断面．陰影は渦度(10-2 
s-1)，コンターは気圧摂動(Pa)，ベクトルは断面内の風
速(m s-1)をそれぞれ表す． 
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 113  113.5  114  114.5  115  115.5  116  116.5
t (min)

(b) R.H.S (10-4 s-2)

Stretching
Tilting

H.ADV.
V.ADV.

Total

図 3. 高度 0.1 kmの渦周囲で平均した渦度方程式右
辺各項の時間発展．赤線は水平移流，紫線は鉛直移流，
緑線は tilting，青線は引き伸ばし，灰色の線は右辺の
総和をそれぞれ示している(単位は全て 10-4s-2)．横軸
は時間を表し，(a)67-74分，(b)113-116.5分である． 

図1. 高度1 kmにおける鉛直流(カラー: m s-1)および鉛
直渦度(赤線: 0.01 s-1)．青線は高度0.1 kmにおける温位
摂動(K)．ベクトルは高度1 kmにおける水平風(m s-1)． 
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LETKFLETKFLETKFLETKF ネストシステムを用いて再現したネストシステムを用いて再現したネストシステムを用いて再現したネストシステムを用いて再現した    

竜巻に伴う渦の発生要因竜巻に伴う渦の発生要因竜巻に伴う渦の発生要因竜巻に伴う渦の発生要因    

    

*

瀬古 弘（気象研究所,JAMSTEC）・国井 勝・横田 祥（気象研究所） 

 

1111. . . . はじめにはじめにはじめにはじめに    

2012 年 5 月 6 日の関東地方に発生した竜巻について、これまでに、ドップラーレーダーの動径風を用いた解析か

らスーパセルに伴うものであること（山内ほか）、決定論的な予報から、下層の湿った気塊がピンポイントで竜巻を引き

起こした降水域に供給されていたこと（加藤ほか）、竜巻の親雲の強い下降流が竜巻の発生に寄与していたこと（益子

ほか）が、報告されている。また、局地アンサンブル変換カルマンフィルター（LETKF）のネストシステムを用いて解析

値を作成し、得られた解析値から格子間隔 350m や 50m のダウンスケール実験をすると、つくば市の発生したものを

含め、実況と同じように 3 箇所で竜巻に伴う渦が再現できたこと、複数のアンサンブルメンバーのシナリオの比較から、

下層がより湿っていて、水平風の鉛直シアが大きいほど、竜巻に伴う渦の寿命が長いことが示されている。 
今回は、つくば市で発生した竜巻に伴う渦について、上記の 350m 格子のダウンスケール実験の出力を用い、再

現されたメンバーと再現されなかったものを比較して、竜巻に伴う渦の発生要因を調べた初期的な結果を示す。 
 
2.2.2.2.    計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と鉛直シア等鉛直シア等鉛直シア等鉛直シア等との関係との関係との関係との関係 

今回は、竜巻を伴う渦とその周りの環境を両方見るために、格

子間隔350mのダウンスケール実験の結果を用いることとした。最

初に、各メンバーで、どの程度の渦度が再現できたかを見るため

に、高度 20m での計算領域内の最大渦度の時間変化を示す。

予報時間 75 分から 120 分に、殆どのアンサンブルメンバーで強

い渦度が再現されていることがわかる。最大渦度の位置を描画す

ると、つくば市北部を通過した降水域の南端や、その北側で竜巻

を発生させた降水域の南端であった（図省略）。 
個々のアンサンブルメンバーを見てみると、#004 の渦度が最も

強く、#007 では強い渦度は再現できていない。#004 と#007 の初

期値の何が効いているかを見るために、これらの 2 つのメンバー

の初期値をブレンドして作成した初期値から予報を行った。図 1
の#004-#007_0125 は#004 の重みを0.125にしたもので、0.125
の他に、0.25、0.5 と順に大きくして実験をおこなった。図 1 か

ら、#004 の重みを大きくしていくに従って、計算期間内に現れた領域内の最大渦度が大きくなっていることがわかる。

次に、水平風、水蒸気量、気温のそれぞれ寄与を見るために、渦が再現された#004 の重みを 0.25 にして、さらに水

平風など 1 つずつの物理量を#007 のものに置き換えた。水平風を#007 にした#004-#007_025_UV は強い渦度は

再現できず、温度を#007 のものにすると（#004-#007_025_PT）、強い渦度が現れた。この結果は、#004 の水平風 
  

図 1 アンサンブルメンバーと#004 と#007 の内挿値を

与えたときの渦度の最大値の時間変化。 

高度 0.8 ㎞と 2.5 ㎞の 
鉛直シア 
 

高度 0.8 ㎞の 
南北風速×水蒸気量 

 

高度 0.8 ㎞の 
水蒸気量 

高度 2.5 ㎞の 
水蒸気量 
 

高度 0.8 ㎞の 
温位-300 
 

高度 2.5 ㎞の 
温位-300 

図 2 #004 と#007 についての最大渦度と、その南側の 1km から東西 6km×南北 9km の矩形内の鉛直シア等の平均値。◆が#004、

■が#007 を示している。 

海面気圧の周囲との

偏差 
 

20m/s を超える 
格子点数 
 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

(e) 
 

(f) 
 

(g) 
 

(h) 
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分布は、#007 に比べて渦度を強めるように、逆に温位分布は妨げるように働いていたことを示している。 
次に、#004 と#007 について、領域内の最大渦度の大きさと、湿った気流の流入側である南側の 6km×9km の矩

形領域内での、高度 0.8km と2.5km の水平風の鉛直シア等の平均値との関係を調べた（図 2）。鉛直シアは、10m/s
程度であるが、#004 の強い渦度が現れた時には、図 2a 内の丸で示したように、#007 に比べて鉛直シアが大きくなっ

ていた（図 2a）。また、高度 0.8km の水蒸気量は、強

い渦度が現れていた時には 10.0g/kg を超えていたが、

強い渦が再現できなかった#007 でも 10.0g/kg を超え

る期間があったことがわかる（図 2c）。温位については、

強い渦度が現れていた時は、高度 0.8km や 2.5km
の温位は、他の時刻と比べて必ずしも高くなかった

（図 2e,f）。領域内の最大渦度がある地点での、周辺

からの気圧偏差を見ると、渦度が大きいほど気圧が低

く、#004 と#007 を比べると、#004 の方が同じ気圧偏

差でも渦度が大きい（図 2g）。最大渦度の地点付近で

20m/s を超えた格子点数について、#004 の方が狭い

範囲に限られている（図 2h）こととから、#004 の方が、

渦が小さくて気圧傾度も大きく、強い渦度になってい

たことがわかる。 
 
3.3.3.3.    #004#004#004#004 とととと#007#007#007#007 の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の比較の比較の比較の比較    

次に、強い渦度が現れる前の 12 時 08 分について、

#004 と#007 の海面気圧や下層の水蒸気量等の分布

を比較した（図 3）。両メンバーとも、つくば市を通過す

る降水域とともに、北側の降水域も再現できている。

海面気圧は、これらの降水域周辺で低く、特に#007
の南の降水域の南東側で低くなっていた（図 3a）。こ

の気圧傾度により、下層の水平風がより強められてい

て（図 3e の○で示す）、それによって、より広い範囲で

下層の水平風が 20m/s を超えて、図 2a で見たように、

鉛直シアを弱めていた（図 3f の○で示す）。竜巻を引

き起こした南の降水域の南側に注目すると、#004 の

方の水蒸気量が多く（図 3b）、温位も高くなっている

（図 3c）。図 2c,e では水蒸気量や温位に差が見えな

かったが、これは図 2c,e の値は、#007 の最大渦度の

南側の値であり、必ずしも図 3b,c と一致しないためで

ある。下層の渦度分布については、このスケールでは、

#004 と#007 に大きな差は見られなかった（図 3d）。 
 

4444. . . . まとめとまとめとまとめとまとめと今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    
本報告では、350m 格子の再現結果を用い、降水

域の周りの環境に注目して解析を行った。2 章の結果

は、南側の環境が渦の発達に寄与するまでの時間差

を考慮していないため、結果が違って見える可能性が

あるが、#004 で強い渦度が現れたときに、より強い鉛

直シアになっていたことから、下層の湿った気塊ととも

に、鉛直シアが渦の強化に寄与していたことが示唆さ

れた。 
今後はこれらの渦の発生に好都合な複数の条件が、

どのようなタイミングで重なったかについて確認すると

ともに、鉛直シアに影響を及ぼした可能性のある‘地

上気圧に見られた低圧部’やその広がりや強さの違い

の成因についても検討したい。また、格子間隔 50m
のダウンスケール実験の結果を含め、竜巻に伴う渦自

体にも注目して解析を行う予定である。 
 

謝辞 
本研究の一部は、文部科学省 HPCI 戦略プログラ

ムより支援を受けました。ここに記して感謝します。 

海面気圧 #004 38min 海面気圧 #007 38min 

比湿 z=0.8km #004 38min 比湿 z=0.8km #007 38min 

温位 z=0.8km #004 38min 温位 z=0.8km #007 38min 

渦度 z=0.8km #004 38min 渦度 z=0.8km #007 38min 

風速差 #007-#004  
0.8km 38min 

シア差 0.8-2.5㎞ 
#007-#004 38min 

図 3 アンサンブルメンバーと#004 と#007 の 12 時 08 分（FT=38min）の

海面気圧と比湿、温位、渦度、風速差、鉛直シアの差の空間分布。実

線は、それぞれのメンバーの降水域を示す。 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

(e) 
 

(f) 
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2011 年 8月 18 日に Ka バンドレーダで捉えた発達初期段階の積乱雲に関する再現実験 
＊櫻井南海子・清水 慎吾・島田 誠一・岩波 越・三隅 良平・鈴木 真一・前坂 剛・出世ゆかり 

（独）防災科学技術研究所 

 

1. はじめに 

防災科研では、積乱雲の一生の実態解明と早期予

測手法開発のために、これまでに 2011 年から 2013

年の夏季において、埼玉県日高市に Kaバンドレーダ

(KaDR)を設置し、海老名と木更津に設置した X バン

ド MP レーダと組み合わせて積乱雲観測を行ってき

た(岩波ほか，2011年秋季大会)。この観測で、2011

年8月18日に埼玉県西部で発生した積乱雲を発達初

期段階から衰退までレーダで捉えることに成功した。

解析の結果、この積乱雲は複数の逆転層を打ち破っ

て発達したため、エコー頂高度が段階的に成長し、

発達中に新たに発生するエコーの高度は積乱雲の発

達に伴って上昇することが分かった（Sakurai et al., 

2012）。本研究では、この積乱雲の発達機構を解明す

るために、数値モデルを用いてレーダで観測された

積乱雲の再現を試みた。 

2. 数値実験の概要 

計算領域は関東を含む約 300 km×300 kmで、初期

値・境界値には、気象庁のメソ再解析データを利用

した(図 1)。水平格子解像度は 1 km で、2011 年 8

月 18 日 09 時(日本時)を初期時刻とし、4 時間積分

した。雲解像数値モデル CReSS-3DVAR (Shimizu et 

al., 2011)を用いて、国土地理院 GEONETで得られた

最終暦の GPS 天頂遅延量を同化することで、初期値

の混合比場を修正した。 

3. 結果 

図 1に、CReSS-3DVARの計算領域を示す。図 2に、

観測された降雨強度(a)と再現された降雨強度 (b)

の経度－時間断面をそれぞれ示す。図 2(a)の楕円で

囲んだ雨域は、山岳域で発生した積乱雲が平野部(図

2c)へ移動してもたらしたものである。図 2(b)の楕

円で囲まれた再現された雨域は、降水開始時刻が観

測に比べて早いものの、開始位置は観測と概ね一致

した。観測では降水開始時刻は 11 時頃であったが、

再現結果では 9時半頃であった。開始位置は約 10 km

西にずれるものの、観測同様、局所的に標高が高い

場所に見られた。この積乱雲は、GPS を同化しない

実験では再現出来なかった（図略）。 

4. まとめ 

KaDR で捉えた積乱雲の発達機構の解明を目指し

て、CReSS-3DVAR を用いた積乱雲の再現実験を行っ

た。初期値にメソ再解析データのみを使った実験で

は積乱雲を再現出来なかったが、最終暦の GPS 天頂

遅延量を同化することで、初期値の山岳域下層水蒸

気量が改善され、積乱雲を再現出来た。 

図 1：CReSS-3DVARの計算領域とレーダ(KaDR, 海老名レ

ーダ)の観測範囲。コンターは高度 300 m毎の地形を示す。 

図 2：図 1の XX’断面における降雨強度の時間－経度断面

（Xバンド MPレーダ(a), 数値実験結果(b)）と地形(c)を

示す。楕円は、再現を試みた積乱雲の雨域を示す。 
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今後は、本実験結果をネスティングした、数百メ
ートル程度の高分解能実験を行い、観測で見られた
エコー頂高度の段階的発達過程や新しく発生するエ
コーの出現高度といったより詳細な点の再現を試み
る予定である。 

5. 参考文献 

岩波越，鈴木真一，三隅良平，前坂剛，清水慎吾，

櫻井南海子，金東順，真木雅之，出世ゆかり，岩崎

博之，2011：積乱雲の一生の観測計画－局地的豪雨
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地上降雪粒子観測による NHM の降水過程の検証方法について	 
 

＊本吉弘岐 1、加藤輝之 2、山田芳則 2、中井専人 1、石坂雅昭 1	 (1	 防災科研,	 2	 気象研究所) 
 

1.	 はじめに	 

	 雪氷災害には、卓越降水粒子の種類（降水種）や

降水粒子特性（大きさ）、含水状態などが大きく影響

する場合がある。吹雪時の視程障害では、降雪を伴

うか、降雪種が雪片か霰かが重要であり、雪崩災害

では、雲粒なし降雪結晶や霰により形成される粘性

の弱い積雪層が表層雪崩の原因となる。また、着雪

現象には雪片の含水状態が影響する。防災科研では

吹雪、雪崩、着雪の発生予測モデルに対して、降雪

種や降雪粒子特性などの予測値を取り込む改良を行

っている。これらの雪氷災害モデルと気象予測モデ

ルを結合する際には、気象モデルによる降水種や降

水粒子の予測特性を把握する必要があり、その特性

を地上観測と比較することが重要な課題となる。実

用的に利用されている雲解像モデルの多くではバル

ク雲物理スキームが用いられているが、降水粒子の

カテゴリ分類やその密度や落下速度のパラメタリゼ

ーションは雲中での成長過程を気象モデルで扱うた

めに考えだされたものである。そのため、地上で観

測される降水種や降水粒子特性との直接の整合性は

明らかでなく、それらの比較方法についても検討が

必要である。本研究では、雪氷防災研究センターで

行っている地上降水粒子観測によるデータと気象モ

デルの予測値の比較を行い、地点比較による雲解像

モデルの降水過程の検証方法について検討を行った。 
 
２．気象モデルによる降水種の予測データ	 

	 観測データとの比較には、防災科研で’12-’13冬期
に運用した雪氷災害発生予測システムに組み込まれ

た気象庁非静力学モデル（NHM）の予測値を用いた。
日本海を囲む日本海領域（水平解像度 5km）を対象
に、気象庁メソモデル（MSM）の予報値を初期値・
境界値として計算を行い、その 3時間予報値を初期
時刻として、羽越領域（図１）を対象に水平解像度

1.5km の NHM を用いて力学的ダウンスケールを行
った。鉛直座標は、大気最下層高度が 10mの z*座標
による 38層の格子（モデルトップ: 13.3km）を用い

た。5kmモデルでは積雲対流パラメタリゼーション
は併用し、1.5km モデルでは雲物理過程（氷相を含
む 2 モーメントモデル）のみを用いた。初期時刻
09UTCと 21UTCの MSM予報値を用いて、12時間
毎に 24時間先までの予測計算を行い、9時間から 20
時間予報の計算結果から１冬期分のデータを作成し

た。地上観測点の最近接 9格子を抽出し、その中で
気温との相関が最も高い地点を比較格子とした。比

較用の降水種としては、雨、霰、雪片のカテゴリ毎

の１時間積算降水量を用いた。 
 
３．降雪粒子観測と卓越降水種の判別データ	 

	 本研究では雪氷防災研究センター（新潟県長岡市）

での地上観測データを用いた。２重の除風ネット内

に設置された、CCDカメラの連続画像処理を用いた
降雪粒子観測装置 1)（以下、CCD）および光学式デ
ィスドロメータ PARSIVEL の２種類の測器を用い
て、1 分毎に降雪粒子の粒径・落下速度分布を測定
した。雨滴や霙などの透明な粒子は、PARSIVELで
は検知可能だが、CCDでは感度が小さく検知できな
い。一方、固体粒子の粒径や落下速度の精度は CCD
の方が良いため、PARSIVEL と CCD を併用した卓
越降水粒子判別手法を構築した。気象モデルの１時

間毎の出力値との比較のため、5 分毎に卓越降水粒
子（以下、降水種）の判別を行い、5 分間の田村式
降水強度計による降水強度を判別された降水種に割

当ることで、降水種毎の１時間積算降水量を求めた。 
	 卓越降水種の判別には以下の方法を用いた。融解

状態を判別するため、観測露場の気温、湿度、気圧

の測定から湿球温度 Tw を、PARSIVEL の測定から
雨滴による降水強度への寄与率 r を求めた。Tw が
0℃未満の場合は、乾雪（含水していない）とした。
Tw が 0℃以上の場合は、r≧0.8 を雨、0.8＞r≧0.01
を霙（雨と固体降水の共存状態）、r＜0.01を湿雪（雨
滴を伴わない）とした。雨滴以外の融解状態のもの

ついては、Ishizaka et al.（2013）2)による粒径・落下

速度分布の質量フラックス中心(CMF)を用いた方法
を用いて、図 2から卓越降水粒子の形態を判別した。 

 
図 1:	 気象モデルの計算領域（羽越領域）	 

図 2：質量フラックス
中心による分類図。 
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４．結果と今後の課題	 

	 図 3 に降雪粒子観測と NHM の計算による１時間
毎の気温、湿球温度、地上気圧、降水量を比較した

散布図を示す。観測点近傍 9格子の中で最も気温と
相関のよい格子データで、地上気圧のみ地上高度が

近い格子のデータである。気温については、降雪現

象で重要な 4℃以下の気温では若干の過大評価だが
比較的合っており、それ以上の温度では大きく過大

評価になっている。湿球温度については気温より平

均誤差（ME）、平均 2 乗誤差（RMSE）とも気温に
比べ小さい。地上気圧の相関は非常に良く、総観規

模の現象がよく再現されていたと考えられる。 
	 降水量については 1時間毎の比較では期間全体で
は相関がみられず、気象モデルによるメソ降水系の

予測による、位置ずれや時間ずれの影響があると考

えられる。そのため、地点データで降水量を比較す

るには、日積算や、適当な条件で抽出した降水事例

期間中での積算降水量や相関を議論するのが適切で

あると考える。今回は、観測と予測のいずれかの 1
時間降水量が 0.05mmを越える連続期間（ただし、3
時間の止み間を許容）を降水事例として抽出した。

抽出した降水事例期間中の積算降水量の比較を図 4
に示す。全体的に過少評価であるが、両者には相関

があることがわかる。降水事例毎にみることで、時

間ずれのある事象を比較することが可能となるが、

逆に位置ずれによる空振りや見逃しを拾ってしまう

可能性もある。また、期間全体の降水量は、地上観

測で 1327.9mm、NHMでは 874.9mmであり、予測値
は観測値の約 65%であった。 
	 図 5に 2012年 12月 31日から 2013年 1月 12日に
かけての降水種の比較の例を示す。気象モデルでは

霙というカテゴリがないため、観測された霙に関し

ては、落下速度が速く雨に近い霙（図 5の緑）以外
は、雪片、小粒子、霰のいずれかに分類した。雨や

霙は、気温が高い時に予測されるので、気温の予測

が重要となる。1 月 8 日の事例では観測は降雪に分
類されているが、予測では雨に近く、このときの気

温が 0℃以上と予測されていた。また、1月 2日の降
水では、地上気温が 4℃以上にも関わらず、雨に加
えて霰の成分が含まれる。期間を通して霰の割合が

観測に比べて少ない傾向があり、これについては、

雲物理過程とともに、バルクスキームの降水カテゴ

リと観測との整合性を検討する必要がある。一方観

測については、5 分毎の区分判別ではなく、画像や
粒径・落下速度分布から霰、雪片の存在比を求める

手法 3)などの検討が必要である。 
	 今回の解析では、１時間毎の降水種で比較したが、

今後は降水系の再現のよい事例を選出し、より短い

時間間隔での出力を用いることで、モデル内で表現

されている粒径分布の変動や、鉛直降水レーダーと

鉛直分布の比較を行う予定である。 
	 

参考文献	 

１）	 石坂雅昭ほか（2004）：雪氷, 66, p.647-659. 
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ダーと数値モデルによる研究(第 8回)」講演予稿集.	  
 

 
図 3: 1時間毎の気象要素の比較。2012年 12月 1日か
ら 2013年 3月 31日の期間。 

 
図 4: 降水イベント毎の積算降水量の比較 

 
図 5: 2012年 12月 31日から 2013年 1月 12日にかけて
の、降水量、気温、降水種毎の降水量比。上図が地上

観測、下図が気象モデルによる予測値。 
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気象庁非静力学モデルのバルク微物理モデルの改良と開発

山田　芳則（気象研）

1. はじめに

気象庁非静力学モデル (以後、JMA-NHM:
気象庁予報部 (2003, 2008)) の降水過程には、
バルク微物理モデルとして 3-ice (e.g., Ikawa
and Saito 1991; Murakami 1990) と 4-ice (橋
本, 2008) のモデルが組み込まれている。これら
のバルクモデルは、4-iceが加わった以外は 2003
年当時の JMA-NHMのモデルと大きく変わって
はいない。しかし、これまでに様々なバルクモ
デルが提案されてきていることを考えれば (e.g.,
Ferrier 1994; Harrington et al. 1995; Morrison
and Grabowski 2008)、現在のバルクモデルには
改良・開発するべき点が多く見られる。バルク
とは別に、より複雑な bin 法 (e.g., Misumi et
al. 2010) を用いて雲に関する数値計算も行われ
るようになってきてはいるものの、このモデル
は計算コストが非常に大きいため、現時点では
現業や研究の分野での利用に大きな制約がある。
したがって、雲や降水の再現性及び地上での日
射量の予測精度向上などのために、性能のよい
バルク微物理モデルの開発や改良は今でも必要
である。
今回は、JMA-NHMの 3-iceバルク微物理モ

デルの主に氷粒子に関わる部分について改良や
開発を行ったので、その概要と新しいモデルを
用いた予備的な実験結果について紹介する。

2. 新しいバルクモデルの概要

a. 雲氷過程

雲氷の粒径分布 (N(D)) は、雪やあられと同
様に逆指数分布 (N(D) = N0 exp(−λD)) に従
うと仮定する。これは、雲氷の粒径が一様とい
う現行のモデルと大きく異なる点である。雲氷
どうしの併合ではガウス超幾何関数で表される
厳密式 (e.g., Verlinde et al. 1990)を用いる。雲
氷間の衝突補足係数は温度に依存する式を採用
している。雲氷の凝結成長と雲氷から雪への変
換は、Harrington et al. (1995) のモデルを参考
にした。雲氷の中で大きな粒径の粒子が雪に変
換されると考え、この過程の計算では高速で高
精度の不完全ガンマ関数の計算コードを用いて
いる。

b. 雪の併合

雪の併合についても、雲氷間の併合と同様に
温度依存性のある衝突併合係数を用いて厳密式
で数濃度の時間変化率を計算するように改良し
た。また、雪の粒径分布の傾きに下限を設ける
こと (e.g., Ferrier 1994) で、雪の分裂を暗に含
むようにしている。

c. あられ形成過程

あられは、過冷却雲粒と雲氷や雪との衝突や、
過冷却の雨滴と雲氷や雪との相互作用で形成さ
れる。前者 3つの過程について、bin法的な考え

方を導入して新しいパラメタリゼーションを作
成した。

(1) 過冷却雲粒と雲氷との衝突によるもの

雲氷からあられへの変換が生じるかどうかは、
粒子の密度の変化と単位時間あたりのライミン
グ量に基づいて判断する。雲氷とあられの形状
は球形と仮定し、雲氷の周囲に過冷却雲粒が付
着することで密度が変化する結果、あられが形
成されると考える。粒径分布をいくつかのビン
に分割し、各ビンごとに次の 3つのステップで
計算する。(i) 各ビンを代表する雲氷 1 個があ
られに変換されるのに必要な最小のライミング
量に対する、単位時間あたりに捕捉された過冷
却雲粒の質量の割合 (x 1) が、あらかじめ与え
たしきい値 (x 1 max) よりも大きい場合に、雲
氷すべてがあられに変換されるものとする。(ii)
x 1 min < x 1 < x 1 max の場合には、あられ
に変換される雲氷があると仮定する。x 1 min
も、あらかじめ与えたしきい値である。(iii) 条
件 (ii) が満たされる場合、各ビンに含まれる全
ての粒子の平均的なライミング率が、設定した
しきい値 (x min) よりも大きい時には、x min
の値に依存して、そのビン中の粒子の一部分あ
るいは全部の粒子があられに変換されるとする。

(2) 過冷却雲粒と雪との衝突によるもの

過冷却雲粒との衝突併合によって雪（形状は
球形）があられに変換される過程も、雲氷があら
れに変換される過程と基本的に同じである。た
だし、雪の場合には、雪の周囲に過冷却雲粒が
付着する過程の他に、雪の大きさは変化せずに
雪の空隙に過冷却雲粒が埋め込まれることで密
度が変化してあられに変換されると仮定した過
程も考慮している。

(3) 過冷却雲粒と雨との衝突によるもの

Ferrier (1994) に示されているような基準を
導入して、あられの発生が不自然に多くなる場
合には、雨滴の粒径分布をいくつかのビンに分
割して、各ビンごとに雨滴と雲粒との衝突を計
算するようにした。

3. 予備的な実験結果

氷粒子を 2-moment とする 3-ice のバルク微
物理モデルについて、新しいモデルと現行のモ
デルを用いて予備的な比較実験を行った。2011
年 1月 15日 09UTC のメソ解析を初期値とし、
3時間ごとのメソ解析値を境界条件に用いて 9時
間予報を行った（水平解像度 1 km）。モデル計
算領域は、37.426◦N, 138.887◦E（長岡雪氷防災
センター）を中心とする、水平方向に 301 × 301
格子、鉛直方向に 50 層である。
図 1と 2は、それぞれ、新しいモデルと現行

のモデルによって計算された地上での 1時間降
水量の水平分布を示す。新しいモデルの結果の
特徴は次の 4点にまとめられる：(1) 風上斜面上
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での降水の集中が軽減していること（特に、赤
い破線の円内）、(2) 海上で降雪域が広がるだけ
でなく、降水量も増加していること、(3) 降水量
の極値が約 27%小さくなっていること。

4. まとめ

気象庁非静力学モデルに組み込まれているバ
ルク微物理モデルの中の、特に氷粒子のモデル
について改良・開発を行った。新たに組み込んだ
モデルを用いて予備的な実験を行った結果、そ
の効果は小さくないことがわかった。今後は、新
しいモデルの特徴を調べるとともに、バルク微
物理過程モデルの改良と開発を継続して行う予
定である。
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図 1: 予報時間 9時間目での前 1時間地上降水量。
新しいモデルを用いた結果。
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図 2: 図 1と同じ。ただし、現行のモデルを用いた
結果。
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DOMAIN1

DOMAIN2

 

図 1． DOMAIN1, DOMAIN2 は、それぞれ、

5km-NHM, 1km-NHM の計算領域。DOMAIN2の

実線は解析対象領域。 

表１．航空機観測の日時と数値実験の初期時刻・解

析対象時間 

Date        Flight time    Init. Analysis

2007/12/04  13:35-16:30   06    09-15JST

2007/12/04                         12 15-21JST

2007/12/05  10:20-13:23   06   09-15JST

2007/12/05                         12 15-21JST

2007/12/09  08:36-11:00   06 09-15JST

2007/12/09  13:38-15:50   12 15-21JST

2007/12/10  08:04-10:56   06 09-15JST

2007/12/14  13:38-16:38   06 09-15JST

2007/12/14                         12 15-21JST

2007/12/16  08:09-11:03   06 09-15JST

2007/12/17  15:15-16:57   06 09-15JST

2007/12/17                         12  15-21JST

2007/12/18  14:10-16:47   06 09-15JST

2007/12/18                         12   15-21JST
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図 2．高度 2,665m における(a), (b) 雲水量と、(c), (d) 

氷水量。(a), (c) は 3-ICE, (b), (d) は 4-ICE の結

果。 

冬季山岳性降雪雲の微物理構造の再現実験 
*橋本明弘 1・大竹秀明 2・村上正隆 1 
1気象研究所・2産業技術総合研究所 

 
１．はじめに 

航空機・気球観測および地上観測によって得
られた各種観測データを利用し、バルク法雲物
理モデルの改良を通したメソスケールモデルの
再現性向上に取り組んでいる。本稿では、冬季
山岳性降雪雲に対する航空機観測で得られた統
計的な微物理特性に関するモデルの再現性に着
目して、複数事例の数値実験を行った結果につ
いて報告する。 

２．数値モデル 

冬季山岳性降雪雲の微物理特性を再現するた
めに、気象庁非静力学モデル（JMA-NHM）を用
いた。モデルの雲物理過程に対する依存性を調
べるために、3-ICE雲物理過程（雲・雨の混合比，
氷晶・雪片・霰の混合比・数濃度を予報）およ
び開発中の 4-ICE雲物理過程（雲・雨・氷晶・雪
片・霰・雹の混合比・数濃度を予報）を適用し、
２通りの実験を行った。 

３. 数値実験 

気象庁メソ解析を初期値・境界値とする水平
解像度 5km（5km-NHM）の親モデルの中に、水
平解像度 1km（1km-NHM）の子モデルを埋め込
んだ（図１）。子モデルの計算領域は越後山脈
を中心とする 500km×400km×22.7kmの領域であ
る。積分時間は 9時間とし、予報時刻FT=3-9の
6時間分の計算結果を解析に用いた（表１）。2007

年 12月に越後山脈付近上空で行われた 9事例の
航空機観測の前後の時間を含む、全 84時間分の
数値実験結果を用いて、モデルが表現する雲の
微物理特性の統計的特徴を調べた。 

４. 結果と課題 

Ohtake et al. (2013) は、2007年 3月と 12月にか
けて行われた全21事例の航空機観測データを用い
て、3-ICE 雲物理過程を適用したモデルの精度評
価を行った。それによると、モデルは雲水量、および、
数 100μm サイズの氷粒子に対する数 10μm サイ
ズの氷粒子の数濃度を系統的に過小評価する一方
で、氷水量は過大評価していた。 

図 2a, b は、高度 2,665 m における雲水量の出
現頻度分布で、3-ICE （図 2a） と 4-ICE （図 2b）に
よる結果を表している。4-ICE による結果は、観測結
果（図略）に対する 3-ICE の過小評価を改善する
傾向を示した。図 2c, d は氷水量に関するモデル結
果である。3-ICE に比べて 4-ICE は氷水量を抑
制しており、観測結果（図略）に対する 3-ICE の過
大評価を改善する傾向を示した。図 3 は氷粒子数
濃度（図 3a）と、小粒径（直径 100μm 未満）と大粒
径の氷粒子数濃度の比（図 3b）に関するモデル結
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図 3．図 2と同じ。ただし、 (a), (b) 氷粒子数濃度

と、(c), (d) 氷晶数濃度(NI)とそれ以外の氷粒子の

数濃度(NS)の比。 

果である。Ohtake et al. (2013) によれば、3-ICE は
これらを観測値に比べて過小評価していた。4-ICE 

はこれらを改善する傾向があった。 

今後、氷粒子の粒径分布特性や素過程など個別
のモデリング手法に対する結果の依存性について
調べる予定である。 

参考文献 

Ohtake H., M. Murakami, N. Orikasa, A. Hashimoto, 

A. Saito, and T. Kato, 2013: Statistical validation 

of a cloud resolving model against aircraft 

observations of orographic snow clouds. J. 

Meteorol. Soc. Japan., submitted. 
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雲解像モデルにおけるオーバーラップのある雲の分布と形成 
 

*吉岡真由美 1・片桐秀一郎 1・早坂忠裕 1 

1.東北大学 大気海洋変動観測研究センター 
 

１．はじめに 
メソスケール気象現象を対象に開発されてき

た雲解像モデル(Cloud Resolving Model, CRM)
は、高解像度で実行することで、雲を直接表現し、

構造を調べることができる。これまで、CRM を

用い水平高解像度(2 km 以下)で実行することで、

激しい降水をもたらす積雲のような背の高い対

流性の個々の雲を表現し、構造が調べられてきた。

一方、観測される雲の鉛直分布をみると、層状性

の雲や、対流性の雲と層状性の雲が高度によって

存在し、水平に重なり合って存在する。この鉛直

方向にみた雲の分布の重なり合い、いわゆる雲

のオーバーラップも、高解像度の雲解像モデル

(Cloud Resolving Model, CRM)を用いて直接表

現され、調べることができるようになってきた

(Oreopoulos and Khairoutdinov, 2003)。 
背が低い低層雲や、層状性の雲が観測された事

例を CRM を用いて再現し、雲のオーバーラップ

も含めた雲の構造を調べられた報告はまだ少な

い。本研究では、雲のオーバーラップがあった場

合に、重なり合うことで雲の分布や形成に生じる

影響を CRM で調べた結果を報告する。CRM を

用い高解像度で実行された観測事例の再現実験

で、低層雲とともに雲のオーバーラップが再現さ

れていた結果を利用し、雲のオーバーラップが雲

の分布や形成に与える影響について放射過程の

寄与も含めて調べた結果を報告する。 

2. 数値モデルおよびデータセット 
用いた CRM は、名古屋大学地球水循環研究セ

ンターで開発された非静力学雲解像大気モデル

CReSS(Cloud Resolving Storm Simulator, 
Tsuboki, 2007) ver.3.3 である。放射過程は

MSTRN X (Sekiguchi and Nakajima, 2008)を採

用 し た 。 大 気 の 初 期 値 ・ 境 界 値 に は

JMA/MSM-GPV(水平解像度約 5 km)予報値を、

海洋の境界値として海面水温 (Sea Surface 
Temperature, SST)は JCOPE2 Reanalysis デー

タセット(水平解像度 1/12 度)を採用した。 

3. 再現事例と実験設定 
黒潮続流の水温前線(SSTの南北温度勾配が大

きい一帯)が大気に与える影響を調べることを目

的として、2012年7月上旬の梅雨期に計4 隻の観

測船(なつしま、淡青丸、若鷹丸、勢水丸)による

集中観測が実施された(川合ほか, 2013)。この観

測を対象とする再現実験として、雲解像モデル

CReSSを用いて再現実験を行った。 
2012 年 7 月 1 日 00UTC を初期時刻とし、本

州沖の北西太平洋域の一部を計算領域とした

(31N-41N, 133E-148E, 図 1 参照)。水平解像度は

2 km で、768×512 格子とった。鉛直解像度は地

表面最下層を 100 m とし、上空に向かって 320 m
まで漸増的に増やし、64 層とった。最上層は高度

約 20 km である。放射過程は 900 秒ごとに計算

した。放射過程を通じた雲の形成に与える効果を

調べるために、放射計算を行わない実験も行い、

分布を比較した。 

 
図 1: 数値実験で再現された 7月 2日 03UTCにおけ

る降水と気圧、風の分布。地上降水量(mm/hr)をシ

ェードで、地上気圧(hPa)を等値線で、高度 1500 m
の風(m/s)を矢印でそれぞれ示す。 

4. 結果 
観測期間および積分期間中の 7 月 1 日から 3日

にかけて、東海沖に梅雨前線が存在し、前線に伴

う低気圧の通過が観測された。再現実験では低気

圧と通過に伴う降水が再現されている(図 1)。7 月

2 日 08UTC から 3 日 11UTC 頃にかけて、143E
経度線上に位置していた船上で、36N付近に霧(低
層雲)が目視で観測されている。ほぼ同時刻に

MODIS による衛星画像では観測域一帯に

LWP(Liquid Water Path)の高い領域が認められ、

上空からも雲の存在が確認されている(図 2)。 
以下の解析では、数値実験で再現された雲物理

量のうち、雲水(qw)+雲雨(qr)を液相の雲(水雲)と
して、雲氷(qi)＋雲雪(qs)+雲雹(qg)を固相の雲(氷
雲)として扱う。図 3 に再現実験から得られた水雲

と氷雲の全雲物理量を地表から積算して得た
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LWP の水平分布を示す。再現実験から見積もら

れた LWP は衛星から観測された LWP の分布と

ほぼ一致している。再現実験では LWP が大きく

なる傾向があり、特に大きい値をとる場合に

MODIS に比べて 500(g/m2)近く大きい。地上で

降水がある低気圧の南東象限にあたる領域で、こ

の傾向が顕著である(図 3b)。雲の分布を比較する

と、下層まで(図 3a) と上層まで(図 3b)の LWP の

分布は一致せず、下層で LWP の無い領域にも上

層では LWP の分布が覆うように広がる。これは

上空のみの雲の存在を示唆する。 

 
図 2: MODIS による LWP(g/m2)の分布(7 月 2 日 
03:20UTC)。 

上層及び下層の雲が存在する(雲のオーバーラ

ップが見られる)時刻領域について鉛直断面を示

す (図 4)。143E でとった 3 時間平均の雲の鉛直

分布は、37N を中心に下層 1000 m 以下にのみ存

在する水雲の上空高度 5000 m 付近に広がる水雲

が再現されていることを示す(図 4a,b)。またこの

上空 5000 ｍの雲は氷雲からも構成されているこ

とがわかる(図 4c,d)。36.5N-37.5N に下層の水雲

が両実験でともに再現されているが、その上空

5000 m 付近で放射あり実験で見られた水雲が、

放射なし実験では減り(図 4a)、同じ高度に氷雲が

増加している(図 4c)。この領域では、上空 5000 m
の雲域では南風が弱まっている(図略)。このこと

は、上空の水雲が南からの暖気移流ではなく、放

射による冷却で形成されたことを示唆する。 

5. まとめ 
上層及び下層雲が観測された領域時刻の事例

を用いて再現実験を行い、雲のオーバーラップの

ある気象場を再現した。解析した領域において、

放射過程を用いなかった実験との比較では、オー

バーラップする下層雲には差はなく、上層の水雲

の現象と氷雲の増加が見られた。 
観測事例と比較した場合のシミュレーション

による雲の再現には定量的にはまだ改善の余地

がある。 

 
図 3: 数値実験で得られた 7月 2日 03UTCにおける

LWP の分布。それぞれ地表から(a)高度 2000 m ま

で、(b)高度 7000 m までの雲物理量の積算値。 

 
図 4: 143E における雲の鉛直断面の比較。7 月 2 日

00UTC から 3 時間平均。それぞれ上段(a),(b)が水雲

の、下段(c),(d)が氷雲。左側が放射なし、右側が放

射あり計算の結果。 
 
[謝辞] 本研究は科学研究費補助金・新学術領域研

究（研究領域提案型）「気候系のhot spot」の助成

を受けたものである。 
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運動学的ドライバー (Kinematic Driver)を用いた
ビンモデルの比較実験

∗中村晃三 1、藤吉康志 1,2、坪木和久 1,3、久芳奈遠美 1,4

1:海洋研究開発機構、2:北大低温研、3:名大地球水循環、4:東大大気海洋研

1. はじめに

境界層上部にできる雲に関連した物理過程の理解を
深め、モデルを改良することは、気候のモデリングの上
で大変重要な問題であり、GASS(Global Atmospheric

System Studies) の下でも、Microphysics Projects

や、Stratocumulus to cumulus transitions 等、いく
つかのプロジェクトが進められた。海洋研究開発機
構 (JAMSTEC) 地球環境変動領域 (RIGC) 次世代モ
デル研究プログラムの雲・降水・放射過程チームで
は、坪木らが開発してきた CReSS（Cloud Resolving

Storm Simulator）に、久芳らが開発したビン法モデ
ル（以下、KF モデルと呼ぶ。詳しくは、Kuba and

Fujiyoshi 2006 を参照）を組み込み、大西洋の貿易風
帯で行われた RICO(Rain in Cumulus over the Ocean

Experiment 2004-2005) で観測された積雲の再現実験
を行ってきた。その結果、観測や他モデルの結果と比
較して、雲内の平均雲粒数密度が高さとともに大き
く減少するという結果が得られた。その原因を調べ
るために、KiD と呼ばれる設定を使って、Tel-Aviv

university (TAU)モデルなどとの比較を進めているの
で、その結果を報告する。KiDは、Kinematic Driver

for microphysics intercomparison の略称で、運動学的
場（力学場）は外的に与え、雲微物理過程だけを様々な
サブルーチンで置き換える環境で、英国 MetOffice の
Shipwayによって提案されたものである。詳しい設定は、
http://appconv.metoffice.com/microphysics/index.shtml

を参照していただきたい。

2. モデルと数値実験の設定

今回報告するのは、最も単純な鉛直１次元の実験設定
で、貿易風帯を想定した温度、水蒸気の鉛直分布を与え、
時間変化する一様な上昇流のもとでの雲微物理過程を調
べたものである。上昇流は初期の 10分間に sin型に変化
させる。５分に最大値 (今回は 2m/s)になり、10分以後
は w=0である。雲微物理モデルとしては、Thompson

のモデルなどいくつかのモデルが使えるが、ここでは、
KFと TAUの結果を示す。前述の RICOの再現実験の
KFでは隣り合ったビンの質量比が

√
2の 70のビンを

使ったが、ここで示すのは、TAUに合わせて、隣り合っ
たビンの質量比が２の 34のビンを使った結果、

√
2の

図１ 鉛直積分液水量 [kg/m2]の時間変化（0～50分）。左
上：TAU、右上：KF34、左下：KF70、右下：KF140。
赤 (暗灰色)：全凝結水、緑 (明灰色)：雲水、青 (黒)：雨
水。ここで、雲粒と雨粒は半径およそ 70μｍを境とし
て定義している。

70のビンの結果、 4
√
2の 140のビンの結果、である。以

下、ビンの数Nを使い、KFNとしてそれぞれのモデル
を表す。

3. 結果

3.1 時間変化

図１は、それぞれのモデルの鉛直積分液水量の時間
変化を示している。初期の 10分間の間に水蒸気の凝結
が起こり、積分液水量が増加していく。全体的な凝結量
は、どのモデルでもほぼ等しい。その後、雲から雨への
変換が起こるが、TAUに比べて、KFは、雲から雨への
変換が遅く、この傾向は、KF70、KF140とビン数が増
えるに従って顕著になった。但し、KF70と KF140の
差は、KF34との差に比べて小さかった。
雨の生成に関連する雲微物理過程には、凝結核の活
性化、凝結成長、衝突併合成長、蒸発、落下、雨滴の分
裂がある。このうち、雨滴の分裂は KFにははいって
いないが、他のどの過程の扱いも２つのモデルで異なっ
ているため、補助的な実験なども行いながら、それぞ
れの過程がどの程度異なっているかを調べ、なぜ、この
ような結果になったのか、RICOの再現実験で得られた
CReSS+KFの結果は妥当なのかなどを考えていく。
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図２ 雲ができはじめた格子でのビンごとの液水混合比で
表した雲水粒径分布 [kg/kg]。但し、横軸の半径 [mm]、
縦軸の混合比、ともに、対数スケールを用いた。○を結
ぶ黒：TAU、赤 (暗灰色)：KF34、緑 (明灰色)：KF70、
青 (黒)：KF140。

3.2 凝結核の活性化

CReSS に組み込まれた KF モデルの特徴の１つは、
凝結核の活性化の部分である。多くのモデルで、しばし
ば、過飽和度の関数として初期雲粒数を決め、その数の
雲粒を最小の大きさのビンに与える方法が使われてい
るが、KFモデルでは、初期雲粒分布に広がりを持たせ
るため、過飽和の水蒸気量がある閾値を超えるまで活
性化は起こさず、閾値を超える凝結水量ができるときに
なって初めて幅のある雲粒粒径分布として計算してい
る。図 2はその様子を示したもので、雲粒が生成して少
し後の時刻での雲粒粒径分布を示している。KFの方が
凝結が始まる時刻は遅くなっているが、凝結が起きた時
点では、幅広の分布を示し、意図した結果が実現してい
ることがわかる。

3.3 衝突併合過程

この結果は KFの方が雨への変換が速くなることを
期待させるが、実験では、図１に見られるように雨への
変換は遅かった。その原因を調べるため、以下の様に、
衝突併合過程を調べた。
図３は、KiDに組み込まれたビンモデルがどのよう
な併合確率になっているかを示したもので、左上半分は
KF34の、右下半分は TAUの結果である。大きな粒子
が、102 個/kg、小さな粒子が 104 個/kgの２種類の粒
子だけがあったときに、時間 0.1秒の間に小さな粒子が
どのくらいの確率で大きな粒子に衝突併合されてしま
うかを表したものである。
KF34では、衝突併合の確率は、大きさの違いが中程
度の場合にピークを持ち、この結果は、大きさがはるか
に異なる場合、小さな粒子は流れに乗って衝突を避ける
ため、また大きさがあまり違わない場合は落下速度の
差が小さいため、それぞれ衝突併合確率が小さくなる、
という説明とよく合っている。それに対し、TAUの結

図３ KiDに組み込まれたビンモデルでの衝突併合確率。
左上半分はKF34の、右下半分は TAUの結果。左上に
関しては、縦軸が大きな粒子の半径、横軸が小さな粒子
の半径、右下に関しては、横軸が大きな粒子の半径、縦
軸が小さな粒子の半径を表す。色が小さな粒子が衝突併
合される確率を表す。

図４ 左：KFの併合過程をTAUのものに置き換えた実験
での鉛直積分液水量 [kg/m2] の時間変化（0～50 分）。
赤 (暗灰色)：全凝結水、緑 (明灰色)：雲水、青 (黒)：
雨水。右：TAU（赤, 暗灰色）、KF34（緑, 明灰色）、
KF34MIX（青,黒）での鉛直積分雨水量の時間変化。

果は、大きさが十分に異なる場合でも大きな衝突併合
確率になっている点、小さな粒子の大きさを表す値のと
ころどころで確率が大きく階段状に変化する点、また、
図には描かれていないが、大きな粒子の数を変えた時
それに比例して衝突併合確率が変化する部分と、そう
でない部分がある点、などよくわからない部分があり、
基になった論文とプログラムの比較解読中である。
KF の併合過程を TAU のものに置き換えた実験

（KF34MIXと呼ぶ）では、降水への変換は、KF34と
TAUのどちらよりも早くなった（図４）。図２で示され
た KFで得られた幅広の初期粒径分布と、TAUモデル
の早く働く（？）併合過程の結果と考えられる。
今後、併合過程のどの部分が効いて雨の降り方が変わ
るかを調べ、また、RICO再現実験の結果にどのように
効くかを調べたいと考えている。
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全球雲解像モデルによる低緯度域の暖かい雨の温暖化応答 

 

*野田 暁1, 山田洋平1, 小玉知央1, 宮川知己1, 佐藤正樹1,2 
1海洋研究開発機構, 2東京大学大気海洋研究所 

 

1. はじめに 

暖かい雨とは氷晶過程を伴わずに発達する降水を指す。主には境界層雲や雲頂が融解層高度

以下のコンジェスタスによってもたらされる。この様な降水を伴う雲は大気下層の熱収支に直接

影響を及ぼしている(Johnson 1999)。また、暖かい雨を伴う雲は下層大気を暖湿化させることで

局所的に深い対流を発生させやすい環境をつくるとともに(Brown and Zhang 1997; Takemi et al. 

2004; Waite and Khouider 2010)、亜熱帯域から熱帯域への熱の移流を介してITCZの構造を変化

させ、これにより地球規模の対流活動にも大きな影響を与えている(Neggers et al. 2007)。GCM

を用いた研究によれば暖かい雨の形成に重要な衝突併合過程の違いが大気安定度の変調に寄与

し、更には季節内変動にも影響を与える可能性も指摘されているなど(Lau et al. 2005)、気候

システムに与える影響は大きい。 

現実大気における暖かい雨の重要性は強く認識されている一方、将来気候変動下において、

この様な暖かい雨がどの様に変化し得るかという問題についてはほとんど研究例が無い。本研究

ではスーパーコンピューター「京」の稼働により可能となった年スケールの雲解像シミュレーシ

ョンデータを活用し、温暖化想定大気において暖かい雨がどの様に変化するかを調べる。 

 

2. 実験設定と解析手法 

用いた数値モデルは NICAMである。水平解像度は全球ほぼ一様であり 14kmである。 鉛直解

像度は非均一であり最下層で 80m, 高度とともに線形に増加させ圏界面付近(高度 17km)では

1.5km、最上層(高度 37km)では 5km である。積雲対流パラメタリゼーションは用いず, Tomita 

(2008)による 1モーメントバルク法雲微物理モデルを用いる。サブグリッドスケールの乱流輸送

過程は MYNNレベル 2(Nakanishi and Niino 2006)を用いる。SSTは平板海洋混合層モデルを用い

て衛星観測値に漸近させる。大気場の初期値は NCEPにより提供されている 6月 1日 00UTCの全

球解析値を与え、数値積分を 1年間行った。温暖化想定実験では二酸化炭素濃度を全球一様に 2

倍にし、SSTを CMIP3モデルアンサンブルによって得られた月平均温度上昇値を観測値に上乗せ

して与えた。そしてスピンアップ期間として 1ヵ月前(5月 1日)より計算を開始し、数値積分を

1 年と 1 ヵ月間行った。得られたデータを低緯度域(30S-30N)について解析した。暖かい雨と冷

たい雨(冷たい雨)の定義は雲頂高度が 0度を上回る(0度以下の)格子の降水とした。 

 

3. 結果 

図1はSSTと雲頂高度の関係を示している。モデルの結果を見ると、SSTが28～29度付近に2
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つの極値がある。1つは高度2km程度の背の低い雲でもう1つは高度14km付近の背の高い雲である。

この2つの極値と類似する構造はCloudSatとTRMMによる衛星観測結果でも確認できる。 

このときのモデルにおける地表面降水の被覆率を見ると(図2)、特にSSTが29度以下の領域では

暖かい雨が占める割合が冷たい雨のそれよりも大きい。一方、地表面降水量で重み付けした場合、

どのSST域でも冷たい雨に対する暖かい雨の寄与は小さく、地表面降水の多くは冷たい雨に分類

される。次に温暖化応答を見ると(図3)、温暖化大気におけるSSTの上昇によりこれらの分布は高

SST側に2度程程シフトしている。詳細な解析の結果、高SST域での暖かい雨と冷たい雨の増加分

が低SST域のそれよりもわずかに大きく、このため、両降水ともに増加している。発表では更に

降水の変化と大気場、対流活動との関係について論じたい。 

 

図 2: 14km格子モデルにおける地表面降水の SST依存性。(a)確率密度分布と(b)

降水で重み付けした確率密度分布。暖かい雨(破線)と冷たい雨(点線)、両者の和(実

線)について。 

図 1:雲頂高度と SST の結合確率密度分布。(a)14km 格子モデル、(b)TRMM, 

(c)CloudSatの結果。 

図3: 14km格子モデルにおける地表面

降水で重み付けした確率密度分布の

温暖化応答(現在気候実験に対する温

暖化想定実験の変化)。暖かい雨(破

線)と冷たい雨(点線)、両者の和(実

線)について。 
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表 1.地形の設定 

一般座標系を用いた非静力学モデルの開発 

 

武村 一史, 里村 雄彦 (京都大学大学院理学研究科) 

 

1． はじめに 

高解像度モデルにおいて急勾配な地形の取り扱い

は重要な課題の一つである。一般座標系を用いると

地形に沿って格子を生成することにより地形表現を

行うことができる。また、格子の直交性を高めるこ

とにより地形準拠座標系で生じる座標変換による誤

差が軽減できる。しかし、物理速度を予報変数に用

いると急勾配な地形では水平微分項の誤差が大きく

なる問題がある。そこで本研究では予報変数に反変

速度を採用し、座標系に沿った方向に微分をとる数

値モデルの開発を行った。 

2． 一般座標系 

 本研究は反変速度を予報変数に用いる手法に着目

した(Galchen and Somerville 1975)。一般座標系で

は各点で基底の方向や大きさが異なるためベクトル

の各成分の微分を行う場合、基底の変化も考慮しな

ければならない。基底の変化はクリストッフェル記

号{
𝑖

𝑗 𝑘
}で表され、一階反変ベクトル𝑨の各成分𝐴𝑖を

𝜉𝑗方向に共変微分した結果は次式で表される。 

𝛻𝑗𝐴𝑖 =
𝜕𝐴𝑖

𝜕𝜉𝑗 + {
𝑖

𝑗 𝑘
} 𝐴𝑘 

 クリストッフェル記号を含む項が表れると式が複

雑になる。従来のモデルでは予報変数に物理速度を

用いることによりクリストッフェル記号を避けた。

しかし、物理速度を予報変数に用いると微分は水平

方向にとる必要があり、急勾配な地形では水平微分

項の誤差につながった。一方、反変速度を予報変数

に用いる手法は座標系に沿った方向に微分をとるた

め水平微分項の誤差は避けられると考えられる。 

3． モデル概要 

 本モデルは一般座標系を採用しており、反変速度

を予報変数とし速度を予報する。方程式系は完全圧

縮方程式系であり、移流形式を用いている。変数配

置は鉛直スタッガードグリッドを採用しており、反

変速度を格子境界に配置している。時間積分はリー

プフロッグ法で行っており Asselin の時間フィルタ

ーを用いている。格子生成は変分法により行ってい

る。また、数値振動を抑え安定させるために 4次の

人工拡散項を付加している。 

4．検証実験 

 St-MIPの設定(Satomura et al. 2003)によりベル

型の山を用いて本モデルの検証実験を行った。浮力

振動数は0.02s−1で一定とし、水平風速を一様に

10m/sと与えた。実験に用いた地形の設定は表 1の

通りである。境界条件は上下の境界には自由すべり

条件、水平方向には周期境界条件を用いた。計算領

域の上層には反射波を抑えるためのスポンジ層を導

入した。その結果、山岳波が上層に伝播している様

子が再現された(図 2)。 

 山頂の高

さ[m] 

半値幅

[m] 

dx, dz[m] 平均斜

度(deg) 

A1 100 5000 250,250 0.57 

A2 100 500 100,100 5.7 

図 1 物理速度と反変速度の概念図。矢印は基底、陰影

部は地形である。実線は一般座標で地形に沿って生成さ

れる。物理速度は一定の基底(左)、反変速度は各点で異

なる基底(右)を用いて速度を表現する。 
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また山岳波による水平運動量の鉛直フラックスを計

算したところ概ね線形解に近い値となった(図 3)。 

5.まとめ 

 本研究では急峻な地形での計算を行うため、一般

座標系を用いて反変速度を予報変数とするモデルの

開発を行った。緩やかなベル型の山で山岳波のシミ

ュレーションを行ったところ十分な再現性を持つこ

とが示唆された。講演ではより急な地形への適用結

果を紹介する予定である。 

 

 

参考文献 

Gal-Chen, T., and R. C. J. Somerville (1975), On the use of a 

coordinate transformation for the solution of the 

Navier-Stokes equations. J. Comput. Phys., 17, 209-228 

Satomura, T., T. Iwasaki, K. Saito, C. Muroi, and K. Tsuboki 

(2003), Accuracy of terrain following coordinates over 

isolated mountain: Steep Mountain Model Intercomparison 

Project (St-MIP). Annu. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., 

46B, 337-346. 

 

図 2 鉛直風速 左:A1. 600分後の結果。等値線間隔は0.05m/s 。 右: A2 200分後の結果。等値線

間隔は0.1m/s 。 実線は正、破線は負の値を示す。 

図 3 水平運動量の鉛直フラックス。上:A1 300分後と

600分後 下:A2 100分後と 200分後  どちらも線形

解で正規化を行っている。 
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thin-wall 近似を用いた地形表現スキームの開発	 

*西川雄輝・佐藤正樹（東京大学大気海洋研究所）	 

 
１．	 はじめに	 

	 大気数値モデルの高解像度化に伴う課題の 1つ

として地形表現の取り扱いの問題がある。従来か

ら 数 値 モ デ ル の 多 く で 用 い ら れ て い る

terrain-following座標系による地形表現は、地形
勾配が大きな地点において座標変換の際に大き

な誤差が生じることが知られている。また、その

ような地点において、数値不安定を起こしやすい

という問題もはらんでいる。 
	 そこで本研究では、それらの問題を根本的に回

避するために、座標変換を伴わない高度座標系に

おける thin-wall 近似による地形表現スキーム
（Steppeler et al. 2002）に着目する。このスキ
ームは有限体積法を基に考えられており、cut 
-cell のような小領域に伴うような Courant 
-Friedrichs-Lewy 条件（CFL 条件）による領域
の大きさによるタイムステップの制限を受けな

い。先行研究においては、移流型の支配方程式系

にスキームを実装し、2 次元山岳周りにおける大
気流れの検証実験が行われているが、定量的な議

論はなされていない。本研究においては、物理量

の保存性を重視した保存型の支配方程式系に対

し thin-wall 近似による地形表現スキームの実装
を行い、そのスキームの定量的な評価を行うこと

を目的とする。 
 
 
２．	 モデルの概要	 

	 高度座標での地形表現法は、地形を区分的な直

線で表現し、大気、地形、大気と地形の混在する

３つの計算セルに別けられる。地形表現法により

大気と地形の混在するセルの扱い方が異なる。大

気と地形が混在する計算セルにおいて、このセル

を陽に取り扱う場合、厳しい CFL 条件の制約を
受けることになるが、thin-wall 近似を用いた地
形表現スキームでは、このセルの地形領域を大気

と見なし、大気のみのセルと同等の扱いをするこ

とで、CFL条件によるタイムステップの制約を回

避している。また、大気と地形が混在するセルの

側面において、厚みのない薄い壁を定義し、隣接

するセル間でのフラックス、気体のする仕事に制

限をかけることで地形効果を取り入れる。実際の

大気モデルにおいては格子間隔を∆𝑧, ∆𝑥、セル側
面での大気の占める長さを∆𝑧!, ∆𝑥′とした時、各

セルの側面での制限𝐹!  ,   𝐹! ,を 

𝐹! =
∆𝑧′
∆𝑧

,       𝐹! =
∆𝑥′
∆𝑥
, 

のように表現する（図１）。 
	 本研究で用いる支配方程式としては、物理的な

保存則を重視し、質量保存則、運動量保存則、全

エネルギー保存則を用いる。 

 
この方程式にたいして、有限体積法を適用して離

散化を行い、変数配置は鉛直方向に対し

Lorenz-grid、水平方向に対して C-grid を採用す

∂ "ρ
∂t

= −
∂ρu
∂x

−
∂ρw
∂z

∂ρu
∂t

= −
∂ρuu
∂x

−
∂ρwu
∂z

−
∂ #p
∂x

∂ρw
∂t

= −
∂ρuw
∂x

−
∂ρww
∂z

−
∂ #p
∂z

− #ρ g

∂ρetot

∂t
= −

∂ρuetot

∂x
−
∂ρwetot

∂z
−
∂up
∂x

−
∂wp
∂z

図１:thin-wall近似による地形表現のイメージ図。 
◯はスカラー量、△は水平風、▲鉛直風の定義点 
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る。時間差分にはついては、3-stage Runge-Kutta
（Williamson 1980）を用いた。先行研究では、
地形近傍においての空間差分法に上流差分法を

用いて計算をおこなっている。しかし、本研究で

は物理量の保存性を保ちながら thin-wall 近似に
よる地形表現スキームの実装を考えるために、上

流差分法での解法を避け、スカラー量の定義セル

の側面において、セル側面が地形のみである点

（∆𝑧! = 0      𝑜𝑟    ∆𝑥′ = 0  ）では風速をゼロとする境
界条件を課す方法を用いる。 
 
 
３．	 検証実験	 

	 thin-wall近似による地形表現スキームの検証
実験として、勾配が緩やかな、山頂 400 [m]、半
値幅 10 [km] のベル型山岳を用いた山岳まわり
の大気流れの実験を行った。初期条件として

Brunt–Väisälä振動数を 0.01 [s-1]と一定とし、水
平風を一様に 10 [m s-1]与える。水平・鉛直解像
度をそれぞれ 2 [km]、100 [m]とした。 
	 山岳まわりでの水平風の偏差、鉛直風、水平運

動量の鉛直輸送の 10時間後の計算結果を図２に
示す。山岳周辺において不自然な流れは見られな

いため、先行研究同様に thin-wall近似による地
形表現スキームを保存型の方程式系に実装し、山

岳効果を表現することが可能であることがわか

った。また、水平運動量の鉛直輸送の結果では、

高度 5 [ km]から下層では 90%以上の値を示して

いる。また、その地点より上層においては 80%以
上の値を示している。Durran and Klemp 1983
で示されている結果と矛盾しない結果となって

いる。 
 
 
４．	 まとめ	 

	 thin-wall 近似による地形表現スキームを保存
形の支配方程式に実装し、山岳まわりの流れの検

証実験を行い、保存型の支配方程式を用いた場合

でも、十分な再現性があることが示唆された。講

演では、thin-wall 近似を用いた地形表現スキー
ムを実装したモデルの定量的な議論を行う。 
 
参考文献	 

[1] Steppeler, J., H. Bitzer, M. Minotte, and L. 
Bonaventura, 2002: Nonhydrostatic 
atmospheric modeling using a z-coordinate 
representation. Monthly weather review, 130, 
2143-2149 
[2] J.H Williamson, 1980: Low-storage 
Runge-Kutta schemes. Journal of 
Computational Physics, 35,48-56 
[3] Dale R. Durran, and Joseph B. Klemp, 
1983: A Compressible Model for the 
Simulation of Moist Mountain Waves. 

図２: 10時間後の 400 [m] ベル型山岳の周りでの大気流れの計算結果。灰色の領域はベル型の山岳を
示す。左：水平風の偏差、等値線間隔 0.6 [ m s-1 ]。中央：鉛直風、等値線間隔 0.06 [ m s-1]。右：線形
理論で規格化された水平運動量の鉛直輸送。 
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MPS 法における静水圧の実現	 

*太田直樹，里村雄彦（京都大学理学研究科） 

連続体の数値計算では、微分方程式をど

のように離散化するかが問題となる。今回、

私が着目したのは、粒子法の一種である

MPS(Moving Particle Semi-implicit) 法
(Koshizuka et al.,1995,1996)である。これ
は、変数を空間に固定し離散化するオイラ

ー法とは異なり、変数を粒子に見立てた移

動する点上に配置する手法である。この方

法では、オイラー法が苦手とする自由表面

の取り扱いが圧倒的に楽になる。そのため、

雨滴の衝突併合などの異なる２つの流体を

扱うような数値計算が期待できる。 
しかしながら、計算手法としていくつか

の問題点も指摘されており、数値計算の結

果として流体の圧力が非常に不安定である

こと(Kondo and Koshizuka ,2010)もその
中の一つである。Koshizuka et al.,1996に
則りテストケースとして、図１の様に水槽

内の静止した水の挙動を計算した。数値計

算後の各流体粒子の圧力をプロットした結

果が図２である。図中の直線は、水の表面

での圧力を０とした場合の静水圧を仮定し

た圧力分布である。このケースからも、圧

力分布が大きく乱れていることがわかる。 
そこで本研究では、将来的な気象分野で

の応用を考え、MPS法における圧力計算の
改善を目指している。MPS法ではラグラン
ジュ微分を用いたナビエ＝ストークス方程

式
Du
Dt

= − 1
ρ
∇P + gを以下の様に分解する。 

ut
* − ut
Δt

= g (1)

ut+1 − ut
*

Δt
= − 1

ρ
∇Pt+1 (2)

	  

式(1)から仮速度 ut*を得る。続いて、式(2)

と質量保存則
 

Dρ
Dt

+ ρ∇ iu = 0を用いて圧力

に関するポアッソン方程式をたて、各粒子

の圧力Pt+1を計算する。その際、Koshizuka 
et al.,1996では質量保存則から粒子の密度
変化に関連させたポアッソン方程式を用い

ている。それに対して、本研究では式(2)か
ら連続の式より ∇ iut+1 = 0として次の様な

ポアッソン方程式を利用した。 

図１）粒子の初期配置 

流体粒子を●、壁粒子を□で表す。 

図２）高さと圧力 

横軸に底面からの高さ、縦軸に圧力として、各粒子をプロット。 
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∇2Pt+1 =

ρ
Δt

∇ iut
* (3)	  

各粒子について式(3)を立て、圧力 Pt+1を得

る。その後、式(2)により新たな粒子速度ut+1
とそれに従って粒子位置を決定する。 
また、式(3)の左辺において、ラプラシア

ンを離散化する際、Koshizuka et al.,1996
ではラプラシアンと拡散方程式の関係性を

利用して、数値計算内で使用している

divergence や gradient と関係性のない離
散化を行っている。それに対して、それぞ

れの微分演算子との関係性を考慮した以下

のような愚直な離散化手法に変更した。 

 

∇2P
i
= d
ni

∇P j − ∇P i( ) i rj − ri( )
rj − ri

2 w rj − ri( )
⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥j≠i

∑ (4) 

式(4)の添字はそれぞれ粒子番号、w(x)は離
散化の重み関数、niは規格化の為の粒子数、

dは次元をそれぞれ表している。 
これらの改良を施したモデルを用いて、

まず鉛直１次元の気柱を想定した数値実験

を行った。初期の粒子配置は図３の様にし

た。直線上に配置した下端の粒子を「地面」

と想定し速度を常に０として固定し、粒子

同士の間隔を1.0 [m]として空気の物理量を

持つ粒子を 20個配置した。境界条件として、
上端では圧力０、下端では速度０と圧力に

ついて、
dP
dz

= −ρgを仮定した。これらの条

件のもと改良した MPS 法を用いて数値計
算を行った結果、図４の様な圧力分布を得

た。静水圧と計算結果との誤差の最大値は

絶対値で 0.25 ×10−2 [Pa]程であった。また、

各粒子の速度に関しても、 0.15 ×10−2 [m/s]
程という結果が得られた。 
このような結果から、MPS法における１

次元での静水圧表現が本研究で施した手法

により改善された。現在、２次元での数値

実験を目指し、モデルの改良中である。 
 
 

 

図３）１次元の気柱 

下端の粒子は固定、気体粒子は上下に運動を行う。 

図４）計算後の各粒子の圧力と高さ 

	 横軸を圧力、縦軸に下端からの高さを表す。各粒子の結果を●で

示す。図中の直線は、上端の圧力を０としたときの静水圧を表す。 
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NCEP MSMにおける全球に適用可能な静力学気温の与え方

∗榎本 剛 (京大防災研), Hann-Ming Henry Juang (NCEP)

1 はじめに
　大気大循環モデル（AGCM）への適用を念頭に，
静力学気圧に基づく座標を用いた非静力学方程式
系を検討している．本研究では，米国環境予測セン
ターメソスケールスペクトルモデル（NCEP MSM)

を用いた擬 2次元実験を行い，定式化を検証した．

2 実験設定
　 Juang (2000)に従い，3次元のNCEP MSMに
南北に同じ 2次元の初期条件を与えた擬 2次元実験
を行った. 実験は，初期に暖気塊（図 1）または冷
気塊を与える．それぞれの実験における水平解像度
∆x, 鉛直解像度 ∆σ, 格子数，時間刻み幅∆t, 中心
における温位または温度偏差を表 1に示す．
　 NCEP MSMで必要となる静力学気温の与え方
により，定式化の異なる力学コアを 3種類用意した．

1. 外部から与えた値（一定値）

2. 内部の非静力学変数から診断した値（診断値)

3. 気温を領域で平均した値（領域平均値)

　外部から与えた静力学気温 T はAGCMには適用
できないが，参照実験とする．モデル内部で T を
診断すると，Laprise (1992)の定式化と等価とな
る　 (榎本・Juang 2011秋 B201)．
　AGCMにも適用可能な方法として T を予報する
方法 (Juang 2000)があるが，本研究では領域平均
された気温を T として用いる方法を考案した．ス
ペクトルモデルでは低波数で切断することにより容
易に粗い解像度の気温が得られるが，ここでは領域
全体の平均値を T として用いた．

暖気塊実験 冷気塊実験
∆x m 10 100

∆σ 0.001(σ ≥ 0.84) 0.01(σ ≥ 0.4)

格子数 128× 8× 180 512× 8× 70

∆t s 1

温位または 0.5（温位） −15（温度）
温度偏差 K at 260 m at 6000 m

表 1: 暖気塊実験及び冷気塊実験の設定

(a)

(b)

図 1: 暖気塊実験の (a)基本場の温度分布 (K), (b)

温度擾乱 (K).

3 実験結果
　暖気塊実験の結果を図 2（温度擾乱）, 図 3（気
圧擾乱）に示す. 非静力学変数の診断値を T として
用いた場合，暖気塊実験は安定であったが，冷気塊
実験はすぐに不安定になった．暖気塊実験において
も，気圧偏差から音波の存在が示唆される（図 3b）．
　これに対し，領域平均された気温をT として用い
た場合は，どちらの実験にも不安定は見られなかっ
た．ただし，気圧偏差（図 3c）には音波の存在が示
唆される．これは，領域が狭く領域平均気温が十分
静力学的でないことを示すと考えられる（図 3d）．

参考文献
Juang, H.-M. H., 1992: MAP, 50, 75–88.

Juang, H.-M. H., 2000: MWR, 128, 2329–2362.

Laprise, R., 1992: MWR, 120, 197–207.
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(a)

(b)

(c)

(d)

図 2: 暖気塊実験での時刻 t = 720sにおける温度
擾乱 (K). 静力学気温として (a)一定値, (b)診断値,

(c)領域平均及び (d) 10 kmの領域に対応する一定
値と領域平均値との重み付き平均を与えた場合.

(a)

(b)

(c)

(d)

図 3: 暖気塊実験での時刻 t = 720sにおける気圧擾
乱 (hPa). 静力学気温として (a)一定値, (b)診断値,

(c)領域平均及び (d) 10 kmの領域に対応する一定
値と領域平均値との重み付き平均を与えた場合.
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海洋非静力学モデルの現状と課題

松村義正 (北海道大学 低温科学研究所)

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。
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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。
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新しい陸面モデルの開発とその積雪サブモデルのオフライン検証 

草開 浩(気象庁予報部数値予報課) 

 

１． はじめに 

陸面過程のパラメタリゼーションや地表面の非一

様性の重要性については、長期予報や気候研究の分

野で認識されている。文科省創生プログラム・テー

マ C-ii-bの領域気候グループでは、非静力学領域気

候モデル（NHRCM)を用いた領域気候研究を行って

いる。NHRCM は気象庁のメソモデル（MSM）や

局地モデル（LFM）に用いている気象庁非静力学モ

デル（JMA-NHM）を領域気候用に発展させたもの

で、陸面過程には、MSM や LFM で用いている平

板モデル（原, 2008）に比べてより詳細な過程を扱

うことができる MRI/JMA-SiB（MJ-SiB; 大泉・三

浦, 2008）を実装している。 

一方で、陸面過程はメソスケール現象を対象とす

るモデルにおいても重要であり、それらを適切に表

現することは混合層の発達や、時としてメソスケー

ルモデルの主なターゲットである対流活動の発生要

因にもつながる。気象庁数値予報課においても、地

表面状態の表現性を改善し、より現実的な地表面フ

ラックスの算出及び地上気象要素の予測精度向上を

目的として、より精緻な陸面過程の導入・改良に取

り組んでいる。これまで MJ-SiBの MSMへの導入

を進めてきたが、予報精度や計算安定性の面から現

業化には至っていない。またコードの煩雑化により、

陸面モデル単独での検証・評価が容易でない状態と

なるなど、既存のサブモデル（植生、積雪、土壌）

の改良・高度化だけでなく新しいサブモデル（都市、

湖など）の導入に支障のある状況となっている。 

そこで、MJ-SiB の改良と並行してコードの全面

的な見直しを行い、開発の持続性・拡張性をより高

めた陸面モデル eSiB（extended SiB）を開発した。

これまで冬季の気温予測精度改善を目指して

MJ-SiB の積雪過程の精度検証と改良を行ってきた

が、融雪・消雪が観測結果に比べて遅いことが分か

っており（草開 2011）、eSiB では積雪過程を中心

に高度化を進めた。草開（2012）では積雪アルベド

の計算方法を改良し、積雪モデルに関する国際相互

比較プロジェクト1の追試を行い検証した。今回はそ

の続報と、札幌における積雪精密観測データを用い

て行った積雪物理量の比較検証の結果について報告

する。 

                                                   
1 SnowMIP2; http://xweb.geos.ed.ac.uk/~ressery/ 

SnowMIP2.html 

２． eSiBの仕様と積雪サブモデルの改良 

eSiBは、タイル化（サブグリッドスケールの地表

面状態それぞれにおける熱収支・フラックスを計算

し、それぞれの面積比でフラックスをグリッド平均

する方法）を採用しており、現在は裸地・植生・海

氷・海面の 4タイルを実装している。植生タイルは

MJ-SiB 同様、キャノピー空間を持つモデルで、植

生や地表面からの顕熱・潜熱フラックスを評価した

うえで大気へ返す地表面フラックスを算出する。た

だし接地境界層は従来のリチャードソン数から交換

係数を診断する方法（Louis et al., 1982）に換えて、

Monin-Obukhov 相似則を適用した。また、裸地・

植生タイルでは多層積雪・土壌サブモデル（層数は

任意設定可）を含んでおり、積雪・融雪過程を直接

モデルで表現することができる。 

積雪サブモデルについては MJ-SiB に以下の改良

を施した。まず積雪粒径を予報変数に追加した。こ

れは、融雪に大きく関わる積雪アルベドが積雪粒径

に大きく依存するためで、従来の温度依存による予

測方法より自由度を高めることを目的としている。

積雪粒径の時間変化については、乾雪と湿雪の場合

で成長率を変化させ、再凍結による成長の効果も考

慮した。また、短波放射の積雪内部透過を考慮し、

アルベドと消散係数に粒径依存を取り入れるため、

可視光と近赤外光で独立したアルベド診断スキーム

を開発した。これは、積雪アルベドは波長域によっ

て大きく変化することが知られており（Gardner 

and Sharp, 2010、など）、可視光は氷に吸収されに

くく積雪内不純物によって吸収されやすいが、近赤

外光は可視光に比べて氷に吸収されやすく、積雪粒

径が大きくなると光路長が長くなってより吸収され

やすくなるからである。可視光に対するアルベドに

ついて、不純物の効果を直接取り入れることが現状

難しいので、降雪からの経過時間によってアルベド

を低下させる従来の方法（Aoki et al. (2003)の観測

結果をもとにアルベド減少率を決定）を採用した。

ただし、新雪アルベドは従来から変更して Brun et 

al.（1992）の粒径依存診断式を用いた。近赤外光に

対するアルベドについては、Brun et al.（1992）を

そのまま採用した。また、消散係数についても可視

光と近赤外光を別々に考え、積雪粒径によって診断

する方法（Brun et al., 1992）を採用した。 
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３． 積雪観測データとの比較 

積雪サブモデルの改良についての妥当性を検証す

るため、札幌市にある北海道大学低温科学研究所の

露場で観測された積雪物理量データと自動地上気象

観測データを用いてオフラインモデルによる検証を

行った。観測条件などについてはAoki et al.（2011）

や Niwano et al.（2012）を参照されたい。検証で

は、2008 年 11 月～2009 年 4 月の期間について、

従来の積雪粒径を予報しないモデルを用いた実験

（EXP_MJSIB）と、短波放射の積雪内部透過を考

慮しアルベドと消散係数に粒径依存を取り入れたモ

デルを用いた実験（EXP_ESIB）を比較した。 

図の下段は、積雪深の時系列を示したものである。

積雪期についてはどの実験も大差ないが、融雪期に

おいては、EXP_MJSIBの積雪減少が観測に比べて

遅いのに対し、EXP_ESIB は観測とよく合っている

ことが分かる。また、積雪アルベドを観測と比較す

ると（図の上・中段）、融雪期におけるアルベドの低

下が現スキームでは捉えられていないのに対し、

EXP_ESIB では、特に融雪期における近赤外光に対

するアルベドの急低下を捉えており、このことが融

雪に起因していると考えられる。図は省略するが、

積雪粒径を観測結果と比較した結果では、全体的に

やや値が過大ではあるが、粒径が急増するタイミン

グは合っており、積雪アルベドの急低下を捉えるポ

テンシャルのあることが示唆される。 

 

４． 今後の課題 

現在開発中の eSiBについては、日本領域でオフ

ラインによる実験と検証を行っているが、現時点で、

植生キャノピーサブモデルの葉面温度が変動しやす

く、タイムステップを伸ばすと計算不安定になりや

すいという問題点がある。また、積雪層が薄い積も

り始めの状態においても、熱伝導方程式を解く際に

計算不安定となる場合がある。大泉・徳広（2013）

では、NCAR-CLM（Oleson et al., 2010）のキャノ

ピー温度計算手法を採用して計算不安定を抑えてお

り、これを参考にしつつ計算安定性を高める方針と

している。合わせて、積雪と大気との相互作用に関

する検証2なども計画している。 
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 図 陸面モデルの積雪に関する計算結果と積雪観測データの

時系列比較。 

上・中段：積雪面アルベド（上段：可視光、中段：近赤外光） 

（□：観測、●：EXP_ESIB、▲：EXP_MJSIB） 

下段：積雪深 [m] 

（○：観測、太線：EXP_ESIB、細線：EXP_MJSIB） 

38



現業高解像度モデルにおける対流の表現とその課題・解決に向けた試み
原　旅人、河野　耕平、石田　純一、松林　健吾、永戸　久喜

(気象庁予報部数値予報課)

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。
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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。
参考文献
Fritsch, J. M. and C. F. Chappell, 1980: Numerical Pre-

diction of Convectively Driven Mesoscale Pressure Sys-
tems. Part I: Convective Parameterization. J. Atmos.
Sci., 37, 1722–1733.

Hara, T., T. Fujita, S. Moriyasu, K. Kawano, Y. Ikuta,
Y. Hayashi, K. Matsubayashi, N. Kinoshita, and
H. Eito, 2013: The operational convection-permitting
regional model at JMA. CAS/JSC WGNE Res. Activ.
Atmos. Oceanic Modell., 43, 0505–0506.

Ishida, J., C. Muroi, K. Kawano, and Y. Kitamura, 2010:
Development of a new nonhydrostatic model ASUCA
at JMA. CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic
Modell., 40, 0511–0512.

Saito, K., J. Ishida, K. Aranami, T. Hara, T. Segawa,
M. Narita, and Y. Honda, 2007: Nonhydrostatic Atmo-
spheric Models and Operational Development at JMA.
J. Meteor. Soc. Japan, 85B, 271–304.

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。
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高時間分解能セクタースキャンによる積乱雲内の 

熱力学場リトリーバル手法の誤差特性 

清水 慎吾・岩波 越・鈴木真一・前坂剛・櫻井南海子・出世ゆかり 

(独)防災科学技術研究所 

 

1. はじめに 

防災科研では、2011年から 2013年の 8月に、関東南部

で発生する積乱雲を対象とした、2台の偏波レーダによる

観測方位角幅 60度以内のセクタースキャン観測を行って

きた. これまで多くの事例で, 2分間という高時間分解能

で積乱雲内の雲頂から雲底までの三次元風速場の取得に

成功し, 数値モデルやデータ同化手法を用いた予測手法

の検証に資するデータを整備しつつある. 

これまで、防災科研では高時間分解能の風速場データを

用いた積乱雲内の熱力学場を推定する手法(以後、熱力学

リトリーバル法)を開発してきた（清水他;日本気象学会

2011年秋学会, 2012秋季大会). 熱力学リトリーバル法は、

風の加速度項とバランスする気圧偏差、温位偏差を推定す

る手法である（Gal-Chen, 1978, Roux et al., 1988）. 高

時間分解能で三次元風速場を測定することで, 高精度の

加速度推定が可能になると期待できる. 実際に 2011 年 8

月 3 日に発達した積乱雲群内の三次元温位偏差場を推定

し, その結果をナッジング法で数値予測に同化すること

で, 1時間以上持続する積乱雲群を再現することができた

(2012秋季大会). 

同化手法を三次元変分法やハイブリッド法へ拡張する

ために, リトリーバル手法の誤差特性を明らかにし、推定

誤差を事前に推定する必要がある. 本研究では, 主な誤

差要因と考えられる, 加速度推定誤差に起因する温位偏

差の推定誤差について数値実験結果を用いて評価を行っ

た. また, ２つの熱力学リトリーバル法（Gal-chen, 1978

と Roux et al., 1988）について, それぞれ評価を行った.  

 

2. 数値実験の概要と手法の概要 

雲解像数値モデル CReSSを用いて, 水平一様な場に、温

位偏差バブル(3 K)を初期値に与え, 計算領域を 100 km×

100 km×20 km とし、水平 1 km, 鉛直 250 m の格子解像

度で 1時間積分し、１分毎に出力した. 鉛直上部スポンジ

層を高度 16 km 以上に設定した. 誤差評価は高度 14 km

以下のデータを用いて行った. 

 

図 1：初期値から 45分後の GALCHEN法で推定された温位

偏差（下図）と真値の温位偏差（上図）の鉛直断面. 

 

初期値の鉛直プロファイルは、2011 年 8月 18 日 09時

の館野のゾンデを用いた. CAPE は約 2000 J/Kg と大きく

潜在不安定な成層であった. 再現されたシングルセルの

2 つの時刻の気流場, 反射強度場を熱力学リトリーバル

法の入力値とし, 温位偏差場を推定し, 真の温位偏差場

と比較した. 積乱雲の発生から１時間を評価の対象とし, 

平均二乗平方根誤差の鉛直プロファイルを作成した. 2つ

の時刻の入力データの時間差は 1分から 5分まで 1分毎の

5通りとした. 

本研究では、各高度での運動方程式を通して、風速のラ
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グランジュ微分項(移流項と時間変化項)とバランスする

温位偏差場を二次元楕円方程式から推定する Gal-Chen, 

1978 の方法(以後、GAL-CHEN 法)と三次元の運動方程式お

よび温位保存則の両方を弱拘束条件で満たす温位偏差場

を三次元楕円方程式から推定する Roux et al., 1988の方

法(以後、ROUX 法)を比較した. GAL-CHEN 法は平均場の温

位プロファイルを既知とし, 各高度の平均値に温位偏差

を加えることで, 温位の絶対値を求める. 一方, ROUX 法

は温位偏差の鉛直微分を考慮しているので, 三次元グリ

ッドの１点でも温位の観測点があれば、すべての点におけ

る温位が一意に決定される.  

GAL-CHEN 法では, 各高度を独立にフーリエ変換を用い

た解法を用いて二次元楕円方程式を解いた. ROUX法では, 

一般に鉛直解像度と水平解像度が異なることから上記の

フーリエ変換を用いた高速解法を用いることができない

ので, 逐次版 SOR 法,マルチグリッド法, OPEN-MP を用い

た並列版ガウスサイデル法の 3 つを開発し,アルゴリズム

の高速化を図ったが, 現時点では GAL-CHEN 法に比べると

計算コストは 10倍程度大きい. 

 

3. 結果 

再現された上昇流の最大値は 30 m/sに達し、非常に発

達した積乱雲を再現した. 積乱雲の中心では, 高度 8 km

付近で温位偏差も 8.6 Kに達した. 高度 10 km付近には対

流圏界面に対応する強い安定な層があった. 

図 1 は積乱雲の中心を通る, 時間分解能が 1 分の

GAL-CHEN 法で推定された温位偏差（下図）と真値(上図)

の鉛直断面を示す. 初期時刻から 45 分後には, 積乱雲の

コアに対応する 6.5 K程度の大きな温位偏差を推定できた

(2 K 程度の過小評価). 一方で, 高度 8 km 以上の上空で

は温位偏差が 3K以上の過小評価が見られた. ROUX法でも

同様な結果となった. いずれの手法でも, 対流圏海面付

近で発生した重力波に対応した温位偏差をうまく表現す

ることができなかった. 従って, GAL-CHEN 法, ROUX 法と

もに高度 10 km付近の対流圏界面での推定精度が悪かった

(図 2). このことは、本研究で使用したリトリーバル手

法で運動方程式の拡散項を無視したことが原因であると

考えられる.       

次に図 2 に示すように, 時間分解能が荒くなると, 時

間変化項の推定精度が悪化し, 各高度で温位偏差の推定

誤差が増大した. GAL-CHEN 法では時間分解能による精度

の変化が顕著であり, 一方で ROUX 法では精度の変化が小

さかった. 2分以下の時間分解能であれば, いずれの方法

でも高度 10 km以下では, 平均二乗平方根誤差を 1 K以下

に抑えた. 

  

図 2：GAL-CHEN法(左)と ROUX法(右)による,時間分解能毎

の温位偏差の平均二乗誤差の鉛直プロファイル. 

 

4. まとめ 

本研究では, 複数台の高時間分解能セクタースキャン

により、積乱雲内の温位偏差場を推定する手法を開発し、

誤差特性を明らかにした. 非常に発達した積乱雲の場合

には, 入力値としての風速場の時間分解能は,2 分以下が

望ましく, 対流圏界面高度以下のみを利用することが安

全であると思われる. 

同化前の第一推定値の温位平均プロファイル場が信頼

できる場合には、GAL-CHEN 法を利用し, 各高度の温位偏

差を直接同化することが、誤差精度および計算コストの点

において有利である. 一方, 温位の絶対値として同化を

行う場合には, 推定誤差と計算コストにおいて不利であ

るが, ROUX法を利用することが望ましい. 
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表 1．台風 12号実験設定 

  LBC 摂動 
Brier Score

順位 
Spread 

実験 1 外側モデルから導入 6 極小 

実験 2 MSM9 月から作成 1 中 

実験 3 MSM8 月から作成 3 小 

実験 4 MSM8 月を 10 倍 3 中 

実験 5 MSM8 月を 20 倍 7 大 

実験 6 MSM8 月を 5 倍 2 小 

実験 7 MSM8 月を 2.5 倍 5 極小 

実験 8 deterministic 7 0 

 

 
図 1. ブライアスコア（日吉ダム流域の 3時間降水量）台

風 12 号 

WRF-LETKF を用いた 2011 年台風 12 号・15 号のアンサンブル降雨予報 

* 牛山朋來
1
，佐山敬洋

1
、岩見洋一

1
、三好建正

2
  

(1 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター、2理化学研究所 計算科学研究機構) 

 

1．はじめに 

局地的降水を定量的に予報することは現在のとこ
ろ困難であるが、領域アンサンブル予報はそれを可
能にすることが期待されており、数値予報の中でも
ホットな分野の一つである。局地的降水予報を行う
ことで、天気予報のみならず、洪水予測や災害軽減
に役立てることが期待される。 

領域アンサンブル予報においても、全球アンサン
ブル予報と同様にいくつかの初期摂動生成方法が提
案されている。我々はその中でアンサンブルカルマ
ンフィルターの一つ、LETKF を用いて開発を進めて
いる。それは、比較的小さな計算機資源でも計算す
ることができ、開発が容易であるためである。 

領域アンサンブル予報では、国内においては GSM

や MSM を境界条件として使用することになるが、
計算領域が小さい場合、側面境界摂動の導入が必要
となる。それは、単一の側面境界条件を用いると、
その影響が LETKF によって作られたアンサンブル
スプレッドを減少させ、データ同化を行うことがで
きなくなるからである。側面境界摂動を導入するこ
とにより、アンサンブルスプレッドを維持し、デー
タ同化を維持することができる。しかしながら、側
面境界摂動については、どのような摂動を与えるべ
きか確立した理論はまだ無く、各自が試行錯誤で行
っている段階である。 

我々は、これまで 2011 年台風 12 号・15 号による
関西地域の大雨について、WRF-LETKF を用いたア
ンサンブル降水予報の開発を進めてきた。その過程
において側面境界摂動の重要性を認め、この適用方
法について調べたので報告する。 

 

2．実験設定 

実験対象は、2011 年 8 月 31 日～9 月 5 日に近畿地
方を襲った台風 12 号、および 9 月 20 日～23 日に同
じく関西地方に大雨をもたらした台風 15 号である。
数値モデルは WRF-LETKF (Miyoshi and Kunii 2011)

を用いた。WRF は 3 ㎞メッシュで、領域は大阪を中
心とする 375 ㎞四方、鉛直 40 層とした。境界条件は
MSM を用いた。台風 12 号の初期値は 8/13～28 と
9/6～10 の 12UTC の MSM から 2 日スピンナップに
より作成し、台風 15 号の初期値は、9/8～19、9/24

～10/2の 00UTC の MSMから 2日スピンナップによ
り作成した。メンバー数は 21 とした。計算方法は、
Miyoshi and Kunii(2011)に準じており、6 時間おきに
9 時間積分を行い、後半 6 時間について 1 時間毎の
データを同化した。同化データは、PREPBUFR と
AMeDAS の気温と風である。 

側面境界摂動を導入しない予報実験では、予報時
刻が進むにつれて側面境界に支配され、アンサンブ
ルスプレッドが限りなく小さくなることがわかった。
そこで、側面境界摂動を導入した。 

側面境界摂動の設定方法は、Saito et al.(2011)や

Torn et al.(2006)などの報告があり、全球アンサンブ
ル予報や気候値から摂動を取り出し、スケーリング
して決める方法が紹介されている。本研究では、異
なる日付から 2 日スピンナップして作成した各メン
バーの初期値から、アンサンブル平均を引いて
U,V,P,Tの摂動を作成した。さらに、同じ期間の JMA 

全球 EPSの領域平均スプレッドと同じ大きさになる
よう normalize し、さらに 2.5 倍～20 倍に inflation し
て使用した。なお、比較のため、2 重ネスティング
実験の外側モデルから得られた境界摂動を用いた実
験も行った。 

 

3．結果 

まず、表 1 に示す 7 種類の側面境界摂動を与えた
台風 12 号の予報実験について紹介する。実験 1は 2

重ネスティングを行った時の外側モデルのメンバー
から摂動を作成した。実験 2 と 3 は初期値として作
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表 2．台風 15号実験設定 

  LBC 摂動 
Brier Score

順位 
Spread 

実験 1 外側モデルから導入 4 極小 

実験 2 MSM9 月から作成 1 中 

実験 3 外側モデルを 4 倍 4 小 

実験 4 MSM9 月を normalize 6 極小 

実験 5 MSM9 月を 10 倍 2 中 

実験 6 MSM9 月を 5 倍 2 中 

実験 7 deterministic 7 0 

 

 
図 2. ブライアスコア（日吉ダム流域の 3 時間降水量）台

風 15 号 

成したデータからそのまま摂動を作成した。実験 4

～7 は、実験 3 で作成した摂動を normalize し、さら
に 2.5～20 倍に inflation した。 

予報結果の判定は、兵庫県にある日吉ダム流域の
3 時間格子地点降水量についてブライアスコアを計
算することにより検証した（図 1）。なお、予報降水
量はすべての実験でレーダー観測雨量に比べて過大
評価となっており（図は省略）、観測に近い降水量を
予報したメンバーを多く持つ実験が良い成績を示し
ていた。 

結果は、9 月の MSM から作った摂動を用いた実
験 3 が最もブライアスコアの成績が良かった。次に
良かったのは、実験 6（5 倍 inflate）で、実験 3（8

月の初期値）と実験 4（10 倍 inflate）もやや劣るも
ののほぼ同じ成績だった。実験 5（20 倍 inflate）の
結果は悪かったが、20 倍 inflate した摂動が大き過ぎ
たと考えられる。実験 7（2.5 倍 inflate）は摂動が小
さすぎたと考えられ、実験 1（外側モデルから作成
した摂動）は摂動が小さ過ぎたと考えられる。これ
らの結果から、適切な摂動の大きさは、8 月から作
成した初期値を normlize したものを 5倍 inflate した
ものが適当だったと言える。 

なお、実験 8は Deterministic実験の結果であるが、
図 1 からほぼすべてのアンサンブル予報の結果より
も劣っていたことがわかる。ただし、実験 5（20 倍
inflate）の弱い降水強度閾値に関しては、Deterministic

予報よりもブライアスコアが劣っていた。このこと
から、実験設定によってはアンサンブル予報の効果
が薄れる場合もあると言える。 

スプレッドの大きさに注目すると、「中」または「小」
のスプレッドを持つ実験が、成績が良かった。しか
し、同じ「中」でも実験 2（9月初期値）と実験 4（8

月初期値 10 倍 inflate）でブライアスコアに大きな差
が現れた。これは、摂動の形状の影響が大きかった
ことを示している。 

次に、同様に台風 15 号の結果について表 2 と図 2

に示す。なお、台風 12 号の例では、8 月と 9 月から
作成した初期値による摂動をそのまま使用した実験
3 と 2 では、9 月から作成した初期値による摂動の方
が成績が良かったため、台風 15 号では 9 月のものの
み用いた。 

台風 15 号に関しても、9月から作成した初期値に
よる摂動を用いた実験 2 が最も良い成績を示した。
次に良かったのは、9 月の初期値から作成した摂動
を normalize 後 5 倍または 10 倍 inflate した実験 6 と
5 であった。それに続く成績を示したのが、外側モ
デルから抽出した摂動を用いた実験 1と 3であった。
最も成績が悪かったのが、9 月から作成した初期値
を normalize し、inflate しなかった実験 4 であった。
Deterministic 予報については、台風 15 号の場合、ア
ンサンブル予報に比べてはるかに成績が悪かった
（図 2 右上端）。また、5 個の実験ではブライアスコ
アの分布が比較的固まっていることから、台風 15

号の場合はある程度適切な摂動の範囲では成績が大
きく変わらないことがわかった。 

4．まとめ 

高い予報精度につながる適切な側面境界摂動
について調べるため、数種類の側面境界摂動を与
えた LETKF 実験を行った。その結果は、それぞ
れの月に対応する初期値摂動を JMA全球 EPSの領
域平均スプレッドに対して normalize 後 5 倍～10倍
inflate したものが、ブライアスコアで良い成績を
示すことがわかった。しかし、9 月から作成した
初期値摂動を normalize せずに導入した方が、台
風 12 号 15 号ともにブライアスコアが最も良くな
った。前者は比較的良好な結果をもたらす側面境
界摂動の計算手法として有用と考えられる。しか
し、後者の結果から、さらに効果の高い側面境界
摂動が存在するということも事実である。しかし
ながら、normalize せずに用いた摂動は、効果にば
らつきがあることも示唆された。従って、まずは
normalize 後 5～10倍 inflate による側面境界摂動を
用いるのが、第一に妥当な選択だと言える。 
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新しい NHM-4DVAR を用いたデータ同化実験 
川畑 拓矢 1，伊藤耕介 2，斉藤和雄 1，本田有機 3 

1:気象研究所予報研究部，2:海洋研究開発機構，3:気象庁 
 

１．はじめに 

 これまで、雲解像非静力学 4 次元変分法デー

タ同化システム（NHM-4DVAR）を気象庁メソ

非静力学 4 次元変分法（JNoVA）のアジョイン

トモデルをベースとしたシステムに改良する開

発を行ってきた（川畑ほか 2013）。新しいシス

テムの定式化は下記の通りである。 

𝐽(𝐱0, 𝐱𝑙𝑏𝑐) =
1
2

(𝐱0𝑏 − 𝐱0)T𝐁−1(𝐱0𝑏 − 𝐱0)

+
1
2

(𝐱𝑙𝑏𝑐𝑏 − 𝐱𝑙𝑏𝑐)T𝐁𝑙𝑏𝑐−1 (𝐱𝒍𝒃𝒄𝑏 − 𝐱𝑙𝑏𝑐)

+
1
2

(𝐻𝑀𝐱0 − 𝐲𝒐)T𝐑−1(𝐻𝑀𝐱0 − 𝐲𝒐)

+ 𝐽𝑝 
第 2 項は NHM-4DVAR に実装されている側

面境界値の背景項、第 4 項は JNoVA に実装さ

れている digital filter によるペナルティ項であ

る。また、第 1，2 項を計算するための実際的な

テクニックの一つとして制御変数の導入がある

が、これは NHM-4DVAR のものを採用した。

第3項に含まれるアジョイントモデルはJNoVA
のものに NHM-4DVAR で採用されている

Warm rain による雲物理過程を追加する開発を

行った。さらに観測演算子は両者のものをすべ

て残してあり、NHM-4DVAR の特徴である先進

的観測データ同化が従来通り行えるようになっ

ている。 
また重要な開発としてシステムの並列化があ

げられる。これまで並列化されていなかった観

測演算子を並列化し、また不具合を修正し、並

列化作業を完了した。これによって開発動機の

一つである京コンピュータを用いたデータ同化

実験が可能となった。 
NHM-4DVAR はこれまで、水蒸気移流版、雲

物理版と発展しており、それぞれ v1、v2 とバー

ジョン番号がついている。本開発によるバージ

ョンは v3 となり、比較のために本稿では旧バー

ジョンと区別することとする。 
 

２．1点観測データ同化実験 

本稿ではシステム開発の効果を確認するため

に 1 点観測データ同化実験を行った。 
まず、ペナルティ項の効果を確認するために、

3 分間の同化ウィンドウを設定し、同化ウィン

ドウの最後の時刻かつ領域のほぼ中心（高度は

モデル面第 5 層）に U=20m/s、V=0m/s、PT=
第一推定値＋5K の疑似観測データを同化した。

これは解析場にノイズを発生させることを意図

して第一推定値に対して大きなインクリメント

を与える設定となっている。ペナルティ項を使

用した場合としない場合の東西風を図 1 に示す。

ペナルティ項を使用しない場合（左）には東西

風にノイズが見られるが、使用すると（右）こ

れが押さえられ、なめらかな場になっており、

有効に働いていることがわかる。 

図 2 側面境界値の最適化を行った場合
と行わない場合の差（温位）。コンター
は行わない場合の地上気圧。 
表示は全領域で、高度はモデル面第 5
層。時刻は同化ウィンドウの最後の時
刻。白丸は同化ポイント。 

図 1 ペナルティ項を採用しない場合（左）と
した場合（右）の水平風（ベクトル）と東西風
速（シェード）。図は実験領域を拡大してあり、
高度はモデル面第 5 層。時刻は同化ウィンドウ
の最後。白丸は同化したポイント。 
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次に側面境界値最適化の効果を調べるために

10 分間同化ウィンドウを設定し、同化ウィンド

ウ最後の時刻の側面境界すぐ内側に、上と同じ

観測データを同化した。最適化を行った場合と

行わない場合の差（温位）をみると（図 2）、側

面境界付近で差が大きく、また、同化ポイント

近くの地上気圧が大きな勾配を示しており、最

適化の効果を確認することができる。 
 

４．実観測データ同化実験 

本システムを用いて、2010 年 7 月 5 日に発生

した板橋豪雨事例について、実観測データ同化

実験を行った。同化ウィンドウは 1600-1610 
JST、観測データはドップラーレーダー動径風、

反射強度、GPS 可降水量、ドップラーライダー

動径風（NICT 小金井）である。図 3 に同化結

果による降水強度を示す。 
比較のために、先行して NHM-4DVAR v2 を

用いて実験を行った結果と対応する観測データ

を示す。なお、NHM-4DVAR v2 による実験は、

同化ウィンドウが 1600-1630 JST、観測データ

は同じである。さらに解析値を用いて予報を行

い、図では 1630-1730 JST の予報結果を示して

いる。 
第一推定値と比べると NHM-4DVAR v2 は非

常によく観測と一致しているが、NHM-4DVAR 
v3の結果は同等あるいはそれ以上に観測に近い

降水分布を示している。また評価関数の値も

70%に減少し、ほぼ v2 と同等であった。これら

のことから、v3 は同化システムとしてこれまで

と同等程度の性能を持っていると評価できる。 
 

５．今後 

NHM-4DVAR v3 は想定された性能を持って

いることを確認した。これまでのシステムより

もよい結果をもたらすことが期待される。今後

は新しい豪雨事例に関して同化実験を行う予定

である。 
 

謝辞 

本研究の一部は文部科学省 HPCI 戦略プログ

ラムより支援を受けた。 

図 3 降水強度(mm/h)。左上：気象庁によるレーダー観測(1730 JST)。
右上：NHM-4DVAR v2 による降水強度(1730 JST)。左下：第一推定値
(1610 JST)。右下：NHM-4DVAR v3 による降水強度(1610 JST)。 
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非静力学モデル asuca を基にした変分法データ同化システムの開発 

 

幾田泰酵、藤田匡、小野耕介、石川宜広(気象庁予報部数値予報課) 

 
1. はじめに 

気象庁は、次世代非静力学モデル asuca(河野 他
2011)の現業局地数値予報システムへの導入を目指

し、性能の検証及び精度向上のための開発を進めて

いる。また、それと並行して、その初期値作成のた

めの asuca を基にした変分法データ同化システム

(asuca-Var)の開発を進めており、現行の局地数値予

報システムとの性能比較及び検証を行っている。本

講演では、asuca-Var の設計思想、概要について紹介

し、実例を交えながら、精度向上に向けた展望を述

べる。 
2. 設計思想 

変分法データ同化システムで用いられる接線形・

随伴(TL/AD)コードは、基となる予報モデルの非線

形コード(NL)と整合している必要がある。しかし、

メソモデルとして現業運用している気象庁非静力学

モデル(JMA-NHM; Saito et al. 2006)と、メソ解析シス

テムとして運用している JMA-NHMを基にした変分

法データ同化システム(JNoVA; 本田・澤田 2010)は、

ベースとなるモデルは同一であったものの、それぞ

れ異なるコード管理の下で開発が進められたため、

結果として、両者の NL が乖離してしまっている。

このような現状の改善を目的に、NL と TL/AD を統

一的な管理の下におくこととした。具体的には、同

一ファイル内、同一サブルーチン内に NL と TL/AD
を共存させ、モードスイッチでその機能が切り替わ

るようにすることによって、NL のコードを更新す

る際に、TL/AD のコードの更新も必要となることか

ら、NL と TL/AD のコードの一貫性の維持が強制さ

れるようにした。asuca の物理過程ドライバである物

理過程ライブラリ(原 2012)においても同様な規則

を適用しており、NL との一貫性を保つよう TL/AD
の開発を進めている。 

観測演算子の実装方法についても、その汎用性や

開発効率を高めるため、モデルや同化システムへの

依存度が極力低くなるよう考慮した。例えば、観測

演算子とデータ同化システムとの接続は、定められ

た実装規則に基づいたインターフェースを介して行

うこととしている。これによって観測演算子の開発

者は、同化システムやモデル固有の処理を意識せず

に機能を実装することが可能となる。図１は、

asuca-Var と asuca、物理過程ライブラリ、観測演算

子の関係を表したものである。asuca、物理過程ライ

ブラリ、観測演算子は、それぞれ NL,TL/AD コード

を持ち、asuca-Var は、それらを連結する解析コアと

して機能する。なお、asuca-Var は、3 次元変分法

(3D-Var)、4 次元変分法(4D-Var)など、その目的に応

じて機能をオプションスイッチで切り替えることが

できるように実装されている。 
3. asuca-Var の概要 

asuca は、JMA-NHM と同じく非静力学モデルであ

り、その予報特性は JMA-NHM と大きくは変わらな

い。そのため、asuca-Var の基本的な定式化は、JNoVA
を踏襲している。asuca-Var は、JNoVA で得られた知

見を踏まえつつ、新たな設計思想の下で、asuca を基

に構築されたものである。以下では、asuca-Var の概

要を示す。なお、asuca-Var は、開発途中の段階であ

るため、今後の性能試験の結果によって仕様を変更

する可能性がある。 
・制御変数 
制御変数は、東西風 u、南北風 v、地中温度 Tg、

地上気圧 psrf、温位θ、土壌の体積含水率 wg、偽相

対湿度μ=qv/q
b
vsatである。ただし、(Tg、psrf、θ)、(wg、

μ)は、それぞれ変数間に鉛直誤差相関を考慮し、そ

れ以外の変数間に誤差相関はないものとして扱う。

また、背景誤差共分散行列計算の簡略化のために用

いる空間フィルタは、水平方向には再帰フィルタを

採用し、鉛直方向には経験的直交関数を採用した。 
・TL/AD 演算子 
前方演算子について、JNoVA では非線形演算子を

用いているが、極小値探索処理の安定化のため、

asuca-Var では、評価関数が 2 次形式を維持するよう

に接線形演算子を用いている。なお、非線形演算子

の選択も可能である。 
・拘束項 

asuca-Var の制御変数は、JNoVA 同様、質量と風の

バランスを考慮していないため、モデルの強拘束を

持たない 3D-Var では、解析場のバランスが欠如する

可能性がある。この対策として、連続の式を用いた

質量保存を拘束条件とする拘束項を実装している。

この拘束項の付加により、予報計算を開始するとき

に気圧の振動を抑える効果が確かめられている。ま

た、変分法品質管理を実装することで、データ同化

と同時に観測の品質管理を行うことができる。 

 
図 1 asuca、asuca-Var、物理ライブラリと観測演算子の

関係。 

asuca
(NL,TL/AD)

asuca-Var
(4D-Var,3D-Var)

物理過程ライブラリ

(NL,TL/AD)

観測演算子
(NL,TL/AD)

47



・背景誤差 
JNoVA では、背景誤差共分散行列を、時間・領域

一様として仮定している。一方、現実の誤差は、日

変化や地表面種別等により異なると考えられるため、

特に時間・空間スケールの小さい現象を対象とした

高解像度モデルの解析値作成においては、上記の仮

定は適当でないと考えられる。そこで、asuca-Var で
は、各格子点で背景誤差を定義するよう取り扱いを

改善した。特に、陸と海で境界層の表現に違いがあ

ることや、地中温度や土壌の体積含水率を制御変数

化したことから、海と陸で異なる鉛直誤差相関を与

えるなどの方法を実装し、その効果を調査中である。 
4. 局地数値予報システムへの適用例 

2012年 8月から現業運用が開始された局地数値予

報システムは、水平解像度 2km の局地モデル(LFM)

とその LFM に初期値を与える水平解像度 5km の局

地解析(LA)で構成される。現在の LFM は、予報モ

デルとして JMA-NHM を利用しており、LA は、デ

ータ同化システムとして JNoVA を採用している。た

だし、LA における JNoVA は、現業メソ解析で利用

されている 4D-Var とは異なり、現業運用上の厳しい

時間制限を満たすため、3D-Var と 1 時間予報を繰り

返す解析予報サイクルを採用している。また、地上

観測を同化するための改良も加えている(永戸 他 
2012)。 
図 2 に、局地数値予報システムを現業運用と同じ

く JNoVA と JMA-NHM で構成した場合と、試験的

に asuca-Var と asuca で構成した場合の解析予報実験

の結果の比較を示す。実験に用いた事例は、平成 24
年 7 月九州北部豪雨の期間内の豪雨事例である。

asuca と現業 LFM の JMA-HNM は、力学過程だけで

なく物理過程も異なるため、降水表現に細かい違い

が生じているものの、この図から、降水分布自体は

現業システムと比較して遜色ないものとなっている

ことが分かる。 
5. 今後の展望 

3D-Var は、統計的に求めた背景誤差を用いるため、

背景場の流れについての情報を解析インクリメント

に反映できない。そこで、解析に流れ依存性を考慮

するため、Buehner(2004)に基づき、asuca-Var の制御

変数を拡張した。これによって、アンサンブル摂動

を利用したハイブリッド変分法データ同化が可能と

なった。試験的に現業メソモデルの LAF アンサンブ

ルを用いて、一点観測同化実験を行った結果を図 3
に示す。この図から、3D-Var では等方的な解析イン

クリメントが計算されているが、ハイブリッド

3D-Var では、地形や背景の流れに依存したインクリ

メントが得られていることが分かる。現在、これら

と並行して 4D-Var への拡張についても進めており、

力学過程の TL/AD の構築を行っているところであ

る。将来の現業運用に向け、物理過程の TL/AD の構

築、流れ依存性を考慮した高密度・高頻度観測デー

タ同化の実現を目指し、開発を進める計画である。 
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図 2 2012 年 7 月 11 日 21UTC 初期値。予報時間 1
時間における(a) JNoVA + NHM, (b) asuca-Var + 
asuca, (c)解析雨量の一時間積算降水量。 

図 3 気温の一点観測を行った場合の(a)3D-Var、(b)ハ
イブリッド 3D-Var、(c)LAF アンサンブルによる解析
インクリメント。 
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平成 24 年 7 ⽉九州北部豪⾬のアンサンブルデータ同化実験 
国井勝 (気象研究所予報研究部) 

 

１． はじめに 

平成 24 年 7 月 11 日から 14 日にかけて，九州北部

を中心として集中豪雨が発生した．熊本県阿蘇市で

は 100mm 以上の 1 時間降水量，500mm 以上の 24 時

間降水量を記録し，それぞれ観測史上 1 位の値を更

新した．河川の氾濫や土石流が発生し，特に九州北

部を中心として甚大な住家損壊，土砂災害，浸水害

等をもたらしている．今回のような顕著事例を決定

論的予報で正確に把捉することは未だ困難であり，

高解像度データ同化手法やアンサンブル手法に基づ

く確率予測の有用性が期待されているところである． 

ここでは，気象庁非静力モデル(NHM)を基にした

局所アンサンブル変換カルマンフィルタ(LETKF)を

用いた実験システム(NHM-LETKF)を構築し，本事例

へ適用することで局所豪雨事例への有用性について

調査を行った．アンサンブルカルマンフィルタは従

来の変分法に基づくデータ同化手法とは異なり，ア

ンサンブル予報によって得られる流れに依存した予

報誤差情報をデータ同化に直接取り込むことができ

るため，特に予報誤差が統計的な誤差情報から逸脱

するであろう局所的大雨や台風等の極端現象の解析

精度の向上に有用であると考えられる．また，デー

タ同化プロセスによって生成される解析誤差情報に

基づくアンサンブル摂動を初期摂動に用いることで，

初期値に含まれ得る不確実性を反映したアンサンブ

ル予報が可能となる． 

 

２． 実験概要 

 実験ではまず，水平解像度 15km，鉛直 50 層の

NHM-LETKF による予報・解析サイクルを実行した．

実験領域およびデータ同化に用いられるモデルの解

像度は，当時の現業メソ解析と同じ設定である．ア

ンサンブルメンバー数は 50 とし，側面境界摂動には

気象庁全球週間アンサンブル予報から抽出した摂動

成分を利用した．観測データとして，品質管理済み

の気象庁 CDA データ(衛星の輝度温度や解析雨量等

を除く)を用いた．同化ウィンドウは 6 時間であり，

観測データの持つ情報を有効に利用するため解析時

刻の前後 3 時間の観測データを同化している．実験

対象は 7 月 12 日の豪雨で，豪雨発生から 10 日以上

前の，2012 年 7 月 1 日 0600UTC からデータ同化サ

イクルを開始した．延長予報は水平解像度 5km の

NHM (5km-NHM)を用いて行った． 

 NHM-LETKF には，1way ネスティングによるデー

タ同化サイクル実行オプションが備えられている．

ここでは強雨の定量的予測精度向上を目的とし，水

平解像度 15km の予報・解析サイクルを親モデルと

した，九州付近をターゲットとする水平解像度 5km

の NHM-LETKF を実行した．ネストされたデータ同

化サイクルでは，解像度の向上の他に，親モデルの

アンサンブル摂動を境界摂動として利用できるとい

った利点がある．ネストされた NHM-LETKF で求め

られた水平解像度5kmの解析値を初期値とした延長

予報には，水平解像度 1km の NHM(1km-NHM)を用

いた． 

 
３． 実験結果 

 まず，気象庁非静力学メソ 4 次元変分法(JNoVA)

とNHM-LETKFによる解析値をそれぞれ初期値とし

た 5km-NHM による決定論的予報について検証を行

った．図 1は初期時刻を 7 月 10 日 12UTC から 7 月

13 日 12UTC までの 6 時間おきとした，全 13 予報事

例において平均されたスレットスコアおよびバイア

ススコアである．NHM-LETKF では JNoVA とは異な

り解析時刻の後 3 時間の観測データも同化している

ため公平な比較とは言い難いものの，弱雨を除き

LETKFでは JNoVAと遜色ない結果が得られており，

強雨に対する LETKF の捕捉率の高さが特徴的であ

る．検証期間には今回の実験対象とした大雨も含ま

れているため，顕著現象時に流れに依存した予報誤

差が利用できたことが強雨に対するスコアの改善に

大きく寄与していると考えられる．また，弱雨に関

しては LETKF のスコアが低下しているが，これは

LETKF では JNoVA で同化している衛星観測や解析

雨量データを用いていないためであると考えられる． 

次に 7 月 11 日 06UTC を初期時刻とした JNoVA，

LETKF 実験における 18 時間予報および対象時刻の

解析雨量を図 2に示す．LETKF 実験では，九州地方

における降水予測が JNoVA に比べ改善され，持続的

な強雨を表現することができている．全 51 メンバー

によるアンサンブル予報に基づく確率予報では，7

月12日00UTCにおける前3時間積算降水量で50mm

を閾値とした場合，24 時間予報で 50%，18 時間予

報で 70%程度の確率で降雨を捕捉できていたことが

わかった(図 3)．これらの確率予測は，各アンサンブ

ル予報の降水量最大値から見積もられる最悪シナリ

オと合わせ，災害時の意思決定プロセスに寄与する

ものと期待される． 

 上記の実験で得られた降水強度には，観測に比べ

過小評価傾向が見られた．そこで，ネスティングに
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よる水平解像度 5km の NHM-LETKF によるデータ

同化実験を行い，得られた解析値を初期値として

1km-NHM を実行した．これに加え，高解像度デー

タ同化の強雨の定量的予測に対するインパクトにつ

いて調査するため，ネスティングによるデータ同化

を行わずに 5km-NHM から単純にダウンスケールし

た 1km-NHM を実行した．図 4 にそれぞれの実験に

おける 1km-NHM の 6 時間予報(対象時刻は図 1と同

じ)における前 3 時間積算降水量を示す．降水の発生

時間および位置を正確に再現することは依然として

困難であるものの，ネスティングによる同化を行っ

た実験では定性的に解析雨量に近い降水が再現され，

同化を行わない実験に比べ，3 時間積算で 50mm 以

上降水量が増加している地点もあった．これは局所

的大雨事例への高解像度データ同化の有用性を示唆

する結果となっている． 

 

４． まとめ 

 NHM-LETKFを平成 24年 7月九州北部豪雨に適用

し，テータ同化実験およびアンサンブル予報実験を

行った．本事例に関しては，4 次元変分法による初

期値を用いた場合と遜色ない決定論的予報結果が得

られた上，アンサンブル予報が強雨の捕捉に有効で

あることがわかった． 

また，実験システムにネスティング手法を実装し，

大雨事例に応用することでその有用性を示すことが

できた．ただし，大雨の位置を正確に予測すること

は未だ困難であり，今後はレーダーデータや地上観

測を有効利用することで，予測精度向上を図る予定

である． 
 

 

 

図 1.  JNoVAおよび NHM‐LETKFの解析値を初期値とした決

定論的予報の検証結果(検証期間 7 月 10 日 12UTC から 7

月 13 日 12UTC までの 6時間おき全 13事例)．(a) 12時間予

報のスレットスコア，(b)  12 時間予報のバイアススコア，

(c)  24時間予報のスレットスコア，(d)  24 時間予報のバイ

アススコア． 

 

図 2. 7月 11日 06UTCを初期時刻とした 5km‐NHMの 18時

間予報における前 3時間積算雨量．(a) JNoVAからの予報，

(b) NHM‐LETKF からの予報，(c)  解析雨量． 

 

 

図 3.  2012 年 7 月 12 日 00UTC における，水平解像度 5km

のアンサンブル予報に基づいた 3 時間積算 50mm 以上の

降水の発生確率．予報時間はそれぞれ，(a) 36時間，(b) 30

時間，(c) 24時間，(d) 18時間，(e) 12時間，(f) 6時間． 

 

 

図 4.  水平解像度 5kmのNHM‐LETKFによる解析値を初期値

とした水平解像度 1kmの NHMにより再現された 1時間積

算降水量．予報時間は 6時間，対象時刻は 2012 年 7 月 12

日 00UTC．(a) 5km‐NHMからダウンスケールした場合，  (b) 

ネスティングしたNHM‐LETKFによる解析値を用いた場合． 
 
 
 

謝辞 

本研究は，文部科学省の HPCI 戦略プログラムの助成を受

けたものである．計算結果は理化学研究所のスーパーコン

ピュータ「京」を利用して得られたものである（課題番

号:hp120282）． 

50



 

 

夏季の東北地方における地上気温分布を対象とした中期予報を 

目指したアンサンブルダウンスケール予報実験 

福井真*、岩崎俊樹、佘偉明 (東北大院・理) 
 

Ⅰ．はじめに 

異常な天候は社会・産業に対して様々な影響を

与える。こうした現象には、地域性を伴って出現

するものもある。被害軽減のためには、出来るだ

け早く、また、出来るだけ空間的に詳細な予報が

重要になる。例えば、夏季にオホーツク海高気圧

から吹き出す北東風であるヤマセは、東北日本太

平洋沿岸地域において、低温と日照不足をもたら

し、農作物に大きな被害をもたらしてきた。ヤマ

セ自体は、水平スケールが 1000km 以上と大規模

な流れと捉えることができる(Ninomiya and 

Mizuno 1985a; JMSJ )一方で、鉛直スケールは

1km 程度であり背が低い。そのため、ヤマセが

卓越すると、東北地方を南北に走る脊梁山脈の影

響により、風上側と風下側で気温差が大きくなる

という特徴的な気温分布をみせる (Ninomiya 

and Mizuno 1985b; JMSJ )。気温の地域性を含

めた中期予報が可能であれば、その予測情報は、

ヤマセによる被害軽減のために有益である。そこ

で、本研究の目的は、地上日平均気温を対象とし

た中期予報における、力学的ダウンスケール(DS)

による予報の有効性を示し、さらに、EOF モー

ドに展開することにより、モード毎の予測可能性

を明らかにする。 
 

Ⅱ．実験概要 

DS では、側面境界値の影響を大きく受ける。

側面境界値の不確実性を考慮するため、水平解像

度 1.25°の気象庁 1 ヶ月アンサンブルハインド

キャストデータ(TL159L60, メンバー数：9)の各

メンバーに対し、水平解像度が 25km→5km とな

るように、気象庁非静力学モデル(JMA-NHM; 

Saito et al. 2007; JMSJ )を用いて DS を行なった。

対象領域を東北地方として、初期値は、2000-

2009 年の 6 月 20、30 日、7 月 10、20 日とした。

各解像度における地上気温の予報結果を、水平解

像度 5km の領域内に含まれる AMeDAS に内挿

し、各地点・各予報時間におけるバイアスを取り

除いた。さらに、AMeDAS データから求めた

EOF モードにアンサンブル平均予報を投影する

ことで、予測精度の評価を行なった。 
 

Ⅲ．結果 

a)アンサンブルダウンスケール 

アンサンブル手法を用いない単独予報において、

DS により RMSE が 1.8 倍程度に拡大した(図 1: 

左)。低解像度モデルにおいて解像できない局地

循環も解像できる DS では、より現実的な自然変

動を再現する。その一方で、境界値の持つ大規模

場の誤差だけでなく、局地循環の誤差が付加され

る。このため、単独 DS 予報では、RMSE が増加

したものであると考えられる。 

アンサンブル平均をとることで、RMSE が DS

前と同程度まで(図 1: 中)減少した。これは、アン

サンブル平均予報が信頼性の高い情報を抽出でき

ることを示す。さらに、低解像度全球予報では過

小評価していたアンサンブルスプレッドが DS に

より大きくなった(図 1: 右)。これらは、局地循環

の効果を含めた側面境界値由来の気温の不確実性

を、アンサンブル DS により予報できるようにな

ることを示している。 
 
b)EOF モードへの分解 

アンサンブル平均予報を EOF モード(図 2: 1 列

目)に分解した結果について示す。第 1EOF モー

ドは、東北地方全体で符号が同じで大きさも同程

度である。東北全体の気温の変動を示すモードで

あり、太平洋高気圧の位置と強い相関を持つ。第

2EOF モードは、東北地方の東西で符号が異なる。

ヤマセ卓越時に典型的な気温分布である東西の気

温偏差を示すモードであり、オホーツク海高気圧

と強い相関を持つ。第 3 モードは、東北地方の南

北で符号が異なる。南北気温偏差を示すモードで

ある。予測可能性はモードに依存しており、観測

と予測の相関係数 0.5 を閾値とみなすと、第 1

モードが 8 日、第 2 モードが 5 日、第 3 モードが

2 日である(図 2: 2 列目)。また、予測可能性の

DS による改善は、ほとんど見られなかった。 

観測に対する予測の回帰係数について調べると、

予測可能期間では DS により 1 に近づく(図 2: 3

列目)。これは、予測可能期間における量的評価

が、DS により改善することを示す。特に、全球

モデルでは捉えることができていない第 2、第 3

モードにおいて、DS による改善が顕著である。

これは、DS により局地循環を捉えることができ、

より現実的に地域的な変動度をシミュレートする

ことができたことを示している。 

また、各モードの量的評価の改善に伴い、各

モードのスプレッドが増加したことで、スプレッ

ドと RMSE の関係も改善した。これは、低解像

度の全球モデルでは過小評価していたスプレッド

が DS により改善することを示すものである。そ

して、予測可能な期間の長い低次モード程、スプ

レッドが飽和するまでの期間が長くなる傾向がみ
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られるようになった(図 2: 4 列目)。これらは、ア

ンサンブル DS によって、そのスプレッドが地域

的な気温予測の信頼度の指標として利用可能であ

ることを示唆するものである。ただし、DS 後に

おいても、ある程度改善するが依然として、予報

初期のスプレッドの過小評価が残っている。モー

ドの変動度自体は DS により十分扱えうるが、実

際に本研究で与えた摂動は、低解像度全球モデル

の初期値に関するもののみであり、また、メン

バー数も９と限られていたことで、十分な摂動が

与えられていないことが理由として考えられる。 

 

Ⅳ．まとめ 

DS では、低解像度の全球モデルで表現できな

い局地循環も扱える。そのため、大規模場の誤差

だけでなく局地循環の誤差も含むようになり、単

独 DS 予報では誤差を増幅してしまう。 

アンサンブル平均により誤差が減少し、信頼性

が向上する。さらに、DS によりスプレッドが増

加し、局地循環を考慮した確率予報が可能になる。 

予測可能性は側面境界値に依存している。特に、

ヤマセと強く関係する第 2EOF モードの予測可能

性は 5 日である。さらに、モードの振幅の大きさ

を DS により適切に予報できるようになる。また、

スプレッドの飽和に要する時間がモードの予測可

能な時間と対応し、地域的な気温予測の信頼性の

指標となりうる。 
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気象庁 1 ヶ月アンサンブルハインドキャスト

データは、気象庁気候情報課よりご提供頂きまし

た。ここに感謝申し上げます。

 
図 1 右図は、単独予報の RMSE [K](破線)とアンサンブル平均予報の RMSE [K] (実線)、 

左図は、アンサンブルスプレッド [K]。 

 
図 2 各 EOF モード(1列目)における、観測の成分と予報の成分の相関係数(2列目)及び、 

回帰係数(3列目)とアンサンブルスプレッド[K](4列目)。 

上から、第 1モード、第 2モード、第 3モード。
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メソアンサンブル予報精度に対するアンサンブルサイズ依存性 

小野耕介（気象庁予報部数値予報課） 
 

１．はじめに 
 気象庁では、メソスケールの気象現象による数時

間から 1 日程度先の大雨などの顕著現象の予測を目

的に水平解像度 5 ㎞のメソモデル（MSM）を運用

し、防災気象情報や飛行場予報の作成支援を行って

いる。一方で、メソスケールの現象は時空間スケー

ルが小さいことに加え、その予測精度が初期値に含

まれる誤差に敏感なため、単一の（決定論的）予報

で 1 日程度先までの実況を捕捉することが難しい場

合がある。このため気象庁では、MSM による決定

論的予報に対して信頼度･確率情報等を付加するこ

とを目的に、次期計算機システムにおいてメソアン

サンブル予報システム（MEPS）の本運用を計画し

ており、現在試験運用に向けた開発を進めている。

試験運用では、予報の水平解像度を MSM より低解

像度の 10km にする一方、信頼度･確率情報を作成

するために、アンサンブルサイズを最大で数十程度

と多くする仕様を想定している。 
本講演では、アンサンブルサイズを決定するため

の基礎調査として、アンサンブルスプレッド･平均予

報誤差に加え、防災気象情報の支援資料となり得る

降水確率予報の精度など、様々な特性についてアン

サンブルサイズ依存性を調べた結果を報告する。ま

た MEPS の性能を詳細に把握するため、総観場別の

検証も行ったので、その結果についても報告する。 
 
２．アンサンブルサイズの予報精度への影響 
 一般に、アンサンブルサイズを増やすと確率密度

分布の推定精度が向上するため、予報精度、確率情

報としての利用価値も向上することが期待される。

特に、MEPS の主要な目的の一つである顕著現象の

予測の観点では、低頻度であっても社会的影響が大

きい現象の発生の可能性を確実にとらえるために、

十分なアンサンブルサイズを確保する必要がある。

一方で、先行研究によれば、アンサンブルサイズが

大きくなると、そのサイズを増やしたことによる予

報精度改善が緩やかになるとの報告もある。Ma et 
al.(2012)は、米国環境予測センターの全球アンサン

ブル予報システムにおいて、アンサンブルサイズを

5 から最大 80 まで変えた実験を行い、アンサンブル

スプレッドにサイズ依存性が見られないことや、ア

ンサンブルサイズが 20 を超えるとアンサンブル平

均予報に精度改善が見られないことを示している。

また Clark et al.(2011)では、水平解像度 4km の雲

解像アンサンブル予報システムを用い、降水確率予

報に対する ROC スコアについて、アンサンブルサ

イズを 17 まで増やした際のインパクトを調べ、ア

ンサンブルサイズが増えると改善が次第に緩やかに

なることを示している。したがって、利用可能な計

算機資源を踏まえた適切なアンサンブルサイズの決

定にあたっては、アンサンブルサイズと予報精度・

確率情報の特性との関係をあらかじめ調査しておく

必要がある。 
 
３．実験設定等 
 実験の主な設定を表に示す。前述の通り、アンサ

ンブル予報は水平解像度 10km で 36 時間予報を実

施した。初期値摂動には、総観規模からメソスケー

ルの現象をターゲットとするために全球モデル

（GSM）に基づく全球特異ベクトル（GSV）及び気

象庁非静力学モデルに基づくメソ特異ベクトル

（MSV）を用い(Ono et al.2010)、側面境界値摂動

には、週間アンサンブル予報から得られる摂動を用

いた。なお、モデルアンサンブル手法については、

本実験では適用していない。また初期値摂動の作成

において、各摂動の空間分布が均等な広がりを持つ

よう、全球・メソ特異ベクトルを線形結合している

ため、特定のアンサンブルメンバーが大きな成長率

を持つということはない。したがって本実験では、

最初にアンサンブルサイズ 41 の予報を行い、検証

を行う際に正･負のペアを考慮してアンサンブルメ

ンバーを 10 ずつ取り除き、アンサンブルサイズを

31、21、11 としたアンサンブルを作成し、それぞ

れに対して検証を行った。これらの実験による検証

結果を、以下では M41 などと表す。 
 
４．アンサンブルサイズと計算機資源 

MEPS の試験運用を想定した場合のアンサンブ

ルサイズの計算時間への影響は、アンサンブル予報

部分のみであり、摂動作成部分の影響は小さい。そ

の理由は、初期値摂動用の GSV の計算が、その計

算に必要な全球速報解析作成を待つ必要があるのに

対し、それまでの間に MSV の計算を終えるのに十

分な時間があるためであり、また GSV は算出数を

増やしても計算コストが小さいためである。また、

気象庁のスーパーコンピュータでは、水平解像度

10km で 36 時間の 1 メンバー予報を行う場合、8 ノ

ードを割り当てると 15 分程度かかる。したがって、

アンサンブルサイズを 10 減らす場合、10 メンバー

の予報を並列に実行すると想定すると、80 ノード×

15 分程度の計算機資源の節約となる。 
 表：実験設定 

アンサンブル摂動作成 
初期値摂動 全球・メソ特異ベクトル法

側面境界値摂動 週間 EPS 摂動 
モデルアンサンブル 考慮せず 

アンサンブル予報 
初期値･境界値 メソ解析・GSM 予報値 
予報モデル 気象庁非静力学モデル 
予報モデル格子間隔 10km 
予報時間 36 時間 
アンサンブルサイズ 11, 21, 31, 41 
実験期間 2012 年の降水事例 

計 48 初期値 
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５．統計検証結果 
本実験の対象とした事例は、2012 年に温帯低気圧、

台風、梅雨前線及び下層擾乱を伴わない上層寒気に

よって日本列島で顕著な降水があった事例で、それ

ぞれ 12 初期値の計 48 初期値である（以下、それぞ

れ”温低”、”台風”、”梅雨”、”寒気”と表す）。 
（１）アンサンブルスプレッド・平均予報誤差 

アンサンブルスプレッドの時間発展については、

どの要素に対してもアンサンブルサイズが 11 から

21 に増えるとスプレッドが増加する効果が確認で

きたが、21 以上に増やしてもスプレッドは変わらな

かった。また事例別に見ると、”梅雨”と”寒気”では

どの要素でもアンサンブルサイズによる差は小さか

った。 
ラジオゾンデ観測値を真値として求めたアンサン

ブル平均予報誤差については、高度を除いてアンサ

ンブル平均予報がコントロール予報を改善しており、

予報時間とともに改善幅は大きくなっていた。アン

サンブルサイズ依存性については、前述のアンサン

ブルスプレッドのサイズ依存性に対応して、アンサ

ンブルサイズを 11 から 21 に増やすと改善が見られ

るが、それ以上サイズを大きくしても改善は見られ

なかった。全球 EPS（Buizza and Palmer 1998; Ma 
et al. 2012）と比較すると、アンサンブル平均予報

の改善にインパクトのあるアンサンブルサイズ数は

20 程度と同程度であるが、MEPS ではその影響が

予報初期から見られ、全球 EPS の 2~3 日後と比べ

ると早くなっている。これは水平解像度の高い

MEPS では、予報の早い段階から誤差の時間発展が

非線形的であるためと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）降水確率検証 
図 1(a)に降水確率予報に対するブライアスキルス

コアを示す。アンサンブルサイズを 11 から 21 に増

やすことで、強い降水ほどスコアが改善しているこ

とがわかるが、ここでも 21 以上のサイズでは改善

が見られない。この特徴は、信頼度･分離度に分解し

た検証、事例別の検証でも見られた（図略）。 
 次に確率予報値毎の性能を比較するため、ROC 曲

線を図 1(b)に示す。この図では、左上側にプロット

があるほど捕捉率が高く、誤検出率が低い。したが

って、曲線の下側の面積が大きいほど良い確率予報

であることを示す。また、一般に図の上側のプロッ

トほど確率予報値は小さい。この図より、アンサン

ブルサイズが大きいほど、面積は大きくなっている

ことがわかる。これはアンサンブルサイズが大きい

ほど、より多くの降水シナリオを提供でき、捕捉率

が向上したためと考えられる。特に強い雨ほど、低

確率予報値において誤検出率の増加に比べ捕捉率の

増加が大きく、サイズが大きいほど面積のサイズ依

存性が大きかった（図略）。 
以上の降水確率予報を、ユーザー側の視点でその

有用性を検証したのがコストロス（C/L）解析であ

る（図 1(c)）。図より、C/L 比の大きい（現象発生に

よる損失額が相対的に小さい）ユーザーにとって、

アンサンブルサイズを増やすことによる損失軽減率

の向上は見られないことがわかる。一方で、C/L 比

の小さい（現象発生による損失額が相対的に大きい）

ユーザーに対して、アンサンブルサイズが大きいほ

ど損失軽減率は大きいこともわかる。事例別にみる

と、”台風”以外の事例で強い雨ほどこの傾向が顕著

であった。Richardson(2001)によると、発生率が小

さい稀な現象において、C/L 比の小さいユーザーの

損失軽減率が大きくなることが理論的に示されてい

る。実際に今回の事例別実験では、”温低” や”寒気”
など強い降水の頻度が小さかった事例では、C/L 比

の小さいユーザーの損失軽減率が大きくなっていた。

これは、C/L 比が小さいユーザーにとっては、アン

サンブルサイズを大きくすることで、ROC 曲線で見

たように強雨の捕捉率が向上し、稀な現象を捕捉で

き、ユーザーに大きな損失軽減をもたらすためと考

えられる。 
 
６．まとめ 
 以上、アンサンブル予報精度に対するアンサンブ

ルサイズ依存性を調べた結果、アンサンブルスプレ

ッド･平均予報誤差及び降水確率に対するブライア

スキルスコアについて、アンサンブルサイズを 11
から 21 に増やすと改善がみられたが、それ以上で

は改善は見られなかった。一方、強い降水ほど、ア

ンサンブルサイズの増加とともに捕捉率が向上し、

特にC/L比の小さいユーザーにとって損失軽減につ

ながることがわかった。 
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図 1 3 時間積算降水

量に対する（a）ブライ

アスキルスコア（横軸

は降水量閾値)、（b）閾

値 20mm に 対 す る

ROC 曲線（縦軸が適中

率、横軸は誤検出率）

であり右下に拡大図を

付す、（c）閾値 20mm
に対する C/L 解析図

（縦軸が損失軽減率、

横軸がコストロス比）。

全て予報時間平均した

もので、全事例による。

(a) 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 
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インクリメント法 LETKF 解析 

*黒田徹(海洋研究開発機構）・藤田匡（気象庁数値予報課）・ 

瀬古弘・斉藤和雄（気象研究所/海洋研究開発機構） 

 

１． はじめに 

文部科学省 HPCI戦略プログラム分野３「防災・減

災に資する地球変動予測」の 1 課題として、メソス

ケール顕著現象の予測技術の高度化のため、LETKF

と気象庁非静力学モデル NHM を用いたアンサンブル

解析予報システムを開発している。 
 

２． インクリメント法 LETKF  

インクリメント法 LETKFは、通常の LETKF解析(イ

ンナーループ)に加え、スムーザーとしてアウタール

ープを実行する。初回サイクルの初期値は、週間ア

ンサンブル予報値から抽出した摂動を気象庁メソ解

析値に加算する。境界値は気象庁 mfboundaryデータ

に気象庁週間アンサンブル予報値摂動を付加して与

える。これらの摂動を利用したアンサンブル予報に

加え、コントロール予報も実行される。これらから

得られた予報誤差を利用して LETKF を実行する。以

上のインナーループの後、No-Cost スムーザーとし

てアウターループを実行する。アウターループとコ

ントロール予報の差から解析インクリメントを計算

し、これを利用して次のサイクルの初期摂動が構成

される。アウターループ予報の終端値は、次の解析

サイクルのコントロール予報の初期値となる。イン

ナーループは６つの時間スロットを持つ 4D-LETKF

となっており、予報誤差共分散の適応インフレーシ

ョンと観測誤差の局所化が行われている。アウター

ループの解像度をインナーループよりも高解像度化

すること(二重解像度)が可能であり、アウタールー

プの精緻化による精度向上が期待される。同化する

データとしては、地上、高層、航空機、ドップラー、

ウィンドプロファイラー、衛星風、Tovs観測などの

他、GPS 、Aqua/AMSR-E、TRMM/TMI、SSM/I観測も含

む。 

 

 
１図 LETKF 解析サイクル模式図 

 
 

２図 サイクル引き継ぎ処理 

 

３． 2011 年７月 九州豪雨  

2011年 7月第 2週は、週の初めに日本海から梅雨

前線が接近して以降、九州地方など各地で大雨とな

った。前線は日本時間 4 日に北部九州・北海道で大

雨をもたらした後、5 日に一旦南下した。翌 6 日に

は鹿児島県北部が大雨となった。7 日には北上して

九州北部・西日本は激しい雨となった。8 日に前線

はさらに北上し、四国から東海地方にかけて梅雨明

けが発表された。３図に大雨事例での３時間積算雨

量（レーダーアメダス図）を示す。最大雨量は３時

間積算雨量で日付順に 101mm, 189mm, 97mmであった。 

 

  
4 日 12UTC            6 日 00UTC 

 
   6 日 21UTC 
３図 九州域の大雨３事例の３時間積算雨量 

のレーダーアメダス図 
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４． 解析実験 

解析領域は MSM 領域を使用し、解像度 10km(格子

数)の解析と 5km(格子数)を用いる解析を行った。

各々の解析では２重解像度は用いておらず、アンサ

ンブル予報とアウターループは同じ解像度を用いる。

10km解析の仕様は、解析間隔６時間、１時間スロッ

トで、初回解析は 7 月 2 日 18UTC である。5km 解析

は解析間隔３時間、30 分スロットで、初回解析は 7

月2日21UTCとなっている。初回解析時刻の違いは、

入手可能なデータの対象時刻が規定されていること

による。以下で、各々の解析結果を比較する。 

 

4-1). スプレッドの時間発展 

 解析が進むにつれ、モデルの時間発展と解析の適

応インフレーションにより、誤差スプレッドが増大

し伝搬していく。４図に 4日 12UTCと６日 00UTCに

関し、10km解析と 5km解析のスプレッドを示す。今

回の実験では、4 日のスプレッドは６日に比べると

小さ目であり、まだ発達途中であることが伺える。

実際 4 日 12UTC の解析値から得られる降水量の位置

や強度分布は実況との隔たりが大きい場となった。

同時刻における比較では、5km解析の方が 10km解析

よりも大き目のスプレッドがよくいきわたっている。 

 

  
 

  

   

４図 ４日 12UTC（上図）及び６日 00UTC(下図) 

についての解析スプレッド。左図、右図は各々 

10km解析と 5km解析を示す。要素は高度 5500m 

の東西風。 

 

4-2). 6日 00UTCの事例の解析 

 この時刻は、10km 解析では 14 サイクル目、5km

解析では 26サイクル目にあたる。５図にアウタール

ープから得られる３時間積算雨量を示す。３図と比

較すると、10kmの場合は降水の位置・強度ともに３

図とは大きく異なる。一方、5kmの場合については、

強い降水の位置やその強度(106mm)の表現は良好な

ように見える。 

 

 
          10km                  5km 

５図 ６日 00UTCについての 10km解析（左図） 

と 5km解析（右図）のアウターループの３時間 

積算雨量 

 

５． まとめと今後の課題 

大雨を表現するためには、本システムでは現状

5km 程度が必要なように思われる。しかし、インナ

ーループとアウターループのどちらでこの解像度が

重要であったかは明らかでない。他方、本システム

の特徴として、インナーループを低解像度化して計

算コストの省略を図ることができる。10km解像度の

インナーループと 5km 解像度のアウターループによ

る実験を行うなどすれば、解像度のインパクトがよ

り明らかになると考えられる。 

5km 解像度の解析においても、４日 12UTC の解析

は良好ではなかった。これは、経過サイクル数が少

ないため、予報誤差共分散の適応インフレーション

が不十分となり、予報誤差が過小評価されて、デー

タ同化における観測値の重みが小さくなったことが

要因として考えられる。初回サイクルの開始時刻を

早めたり、あるいは十分飽和したと考えられるイン

フレーション係数を初回から利用するなどすれば、

改善できるのではと考えている。 

また、これら大雨事例についての予測可能性の検

証のため、各事例の事前の解析値を利用した延長予

報実験により、予測可能性の調査を行っていく必要

がある。 
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EnKFEnKFEnKFEnKF････EnVarEnVarEnVarEnVar のののの統合統合統合統合メソメソメソメソデータ同化データ同化データ同化データ同化実験システムの開発実験システムの開発実験システムの開発実験システムの開発    

 

＊

折口 征二  青梨 和正  川畑 拓矢  國井 勝 （気象研究所）    

 

1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに        

現在、データ同化システムの主流になってきている、

アンサンブルに基づくカルマンフィルターと変分法の統

合された同化実験システムの開発を進めている。これに

より 1 つのデータ同化システムでカルマンフィルターと変

分法の両方の解析をすることが可能となる。また、新し

い観測データのリトリーブ、位置ずれ補正や間引きなど

を解析前処理として実装すれば、どちらの同化方法でも

扱える利点を持つ。EnKF は、解析・予報サイクルとして

実装されている NHM-LETKF (藤田 2011.11ver；第 1 図)

を使用した。同化されている観測データは、従来型観測

データのほか、GPS 可降水量、ドップラー動径風、衛星

輝度温度と豊富である。1 サイクルの処理の流れとして

は、「初期場・初期摂動の準備→アンサンブル予報→

（観測データの取り込み）→QC→解析→地表面解析→

データ保存」となる。この解析部分に対応する EnVar の

モジュールを開発し NHM-LETKF に組み込むという方法

で進めた。従って、実際は NHM-EnVar の開発ということ

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 NHM-LETKF 解析・予報システム 

    

2. NHM2. NHM2. NHM2. NHM----EnVarEnVarEnVarEnVar の開発の開発の開発の開発    

基 本 的 な フ ォ ー ミ ュ レ ー シ ョ ン は 、 Ensemble 

Variational Assimilation（Zupanski 2005; Zupanski et al. 

2008; Liu et al. 2008）に従い、評価関数は以下の式によ

り表される。ここで、  はアンサンブル予報平均値（第一

推定値）、  はアンサンブル予報（メンバーi）、  は解析

値、   は背景誤差共分散行列、  は観測誤差共分散

行列、   はアンサンブル数の次元 Nを持つ制御変数で

ある。アンサンブル摂動で背景誤差共分散行列の 2 乗

根     を構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

開発した NHM-EnVar の実際のアルゴリズムは以下

青枠で示す。アンサンブル空間の評価関数とその勾配

ベクトルから LBFGS 法を用いてイテレーションを行い、

最適な解析値を計算する。EnVar では勾配ベクトルを求

める時、アンサンブル摂動を用いることになり、接線型コ

ード・随伴コードを必要としない。また、背景誤差共分散

行列は、同化時刻のアンサンブル予報から構成される

ため flow-dependent となる。 

 

 

アンサンブル空間の評価関数 

 

 

 

勾配ベクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

3. 13. 13. 13. 1 点観測による点観測による点観測による点観測による同化同化同化同化実験実験実験実験と結果と結果と結果と結果    

NHM-EnVar システムの動作を確認するため、1 点観

測による同化実験を行った。2011 年台風第 12 号

（Talas）の事例を対象として、台風中心の北東側、高度

5km の 場 所 に 、 風 の 擬 似 観 測 (U= － 35.54(m/s), 

V=45.68(m/s), obserr=0.5(m/s))を与えた。風速は第一

推定値の 2 倍とし、観測値を取り込みやすくするため観

測誤差は小さく設定した。領域は四国沖で解像度 10km、

格子数 180×140、同化時刻は 2011 年 9 月 1 日 1200 
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UTC とした。第 2 図にイテレーション数に対する評価関

数、背景項、観測項の値、第 3 図（a）,(b),（c）に風ベクト

ルの第一推定値（アンサンブル平均値）、解析値、解析

インクリメントを示す。第 2 図を見ると、イテレーション数

が増えるに従い、背景項は 0 から出発して大きく、観測

項は逆に小さくなり、評価関数は 12 ステップ程度で収束

する。これより EnVar がシステムとして正常に動作して

いることを確認することができる。第 3 図（a）,（b）,（c）か

ら、風の擬似観測が正確に同化されて、観測点を中心

とした周辺の領域で、第一推定値を観測値に近い値に

修正していることが分かる。また、台風中心の南西側に

も極大域を持つ正のインクリメントが現れて渦を強める

flow-dependent な結果が得られた。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 イテレーション数に対する評価関数、背景項、観測項の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図（a） 第一推定値（アンサンブル平均） 風ベクトル （高度 5km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図（b） 解析値 風ベクトル （高度 5km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図（c） 解析インクリメント 風ベクトル （高度 5km） 

 

4. 4. 4. 4. 今後今後今後今後    

現状の NHM-EnVar は、サンプリング誤差を抑制する

ための局所化が実装されていない。通常、局所化は背

景誤差共分散行列に対して行うが、NHM-LETKF で実

装されている観測局所化の方法をできるだけ活用して

統合システムを設計する方針である。この方法を取り入

れようとすると評価関数の勾配ベクトルを求めるタイミン

グで局所化を行うことになる。今後は、局所化の実装と

4 次元化を進めていく予定である。 
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離散ベイズフィルタを用いた 
マルチモデルアンサンブルデータ同化手法の開発 

＊大塚成徳・三好建正（理研計算科学） 

１．はじめに 

数値天気予報において、予測モデルの不

確実性を考慮するため、異なる力学コアや

物理過程スキームを用いた複数のモデルを

使ったマルチモデルアンサンブルに関する

研究が進んでいる。これまでの研究では、

各モデルに何メンバーを割り当てるかは、

最適に決められていないことが多い(e.g., 
Meng and Zhang 2007)。 
データ同化手法を用いてモデルのパラメ

ータを推定する手法は既に多くの研究がな

されている(e.g., Ruiz et al. 2013)。しかしな

がら、モデルの選択という離散的な情報の

決定は、連続的な値が許されるパラメータ

の推定とは大きく異なるアプローチが求め

られる。本研究では、アンサンブルカルマ

ンフィルタの中で、最適なメンバー数配分

をベイズ推定する新手法を開発する。最初

のステップとして、低次元の理想モデルを

使った結果を示す。また、様々なパラメー

タでの動作安定性について示す。 
 

２．実験設定 

用いるモデルは Lorenz の 40 変数モデル

(Lorenz 1996; Lorenz and Emanuel 1998)であ

る。モデルのパラメータ F を 8 として得ら

れた時系列を「真値」とし、真値に分散 1
の独立正規乱数を加えた時系列を「観測」

とする。この観測値を用いて Serial EnSRF
（Whitaker and Hamill 2002）を用いたデータ

同化実験を行う。同化は 0.05 時間ごとに行

い、40 点すべてのデータを用いる。アンサ

ンブルメンバ数は 20 とした。データ同化に

用いるモデルとして、F = 8 の「完全なモデ

ル」に加え、F = 6, 7, 9, 10 の「不完全なモ

デル」を用意し、モデル誤差を持った複数

のモデルを同時に用いて同化を行う。 
より良いモデルに多くのメンバーを割り

当てるために、各メンバーの延長予報と観

測の「距離」（ここでは L2 ノルムによる）

の逆数を尤度に用い、ベイズの定理により

各モデルの事後確率を推定する。真のモデ

ルを含まない場合、単一のモデルに収束す

ると成績が悪化する。それを防ぐために、

適応型共分散膨張法(Miyoshi 2011)の膨張

率を指標にしてメンバー数配分を均一化す

る方向に修正する。また、メンバー数配分

を時間的に平滑化し、動作を安定させる。 

 
図１：真のモデルを含まない場合（F = 6, 7, 9, 
10）における（上）各モデルのメンバー数（確

率）の時系列、（中）各モデルの確率（時間

平均）、（下）最適な組み合わせ、各モデル等

分配、動的分配（新手法）の場合の RMSE。 
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３．結果 

マルチモデルアンサンブルが真のモデル

（F = 8）を含む場合（F = 6, 7, 8, 9, 10）、

同化サイクル開始後速やかに真のモデル（F 
= 8）に収束する（図は省略）。真値に対す

る root mean square error (RMSE)は完全モデ

ル実験の場合と同じ結果を得る。 
一方、真のモデルを含まない場合（F = 6, 

7, 9, 10）、真のモデルに近い二つのモデル

（F = 7, 9）が選択される。図１（上）は各

モデルに割り当てられたメンバー数の時系

列を示す。同化サイクル開始後速やかに最

適な組み合わせに収束し、その後は多少の

時間変動を伴いながらも、ほぼ最適な組み

合わせが維持される。図１（中）は時間平

均した各モデルの確率を示す。F = 7 に 18
メンバー、F = 9 に 2 メンバー前後が割り当

てられている。図１（下）は手動チューニ

ングによる最適な組み合わせ、各モデル等

分配、動的分配の場合における RMSE を示

す。手動チューニングによる最適な組み合

わせは F = 7 に 4 メンバー、F = 9 に 16 メン

バーであるが、この場合は F = 7, 9 の組み合

わせになっていれば、どちらに多く割り当

てても RMSE に大きな違いはない。 
単一の不完全モデルに収束するのを防ぐ

メンバー数配分の均一化の強度と、動作を

安定させる時間平滑化の強さは、このシス

テムのチューニングパラメータとなる。そ

こで、これらを変えて同化実験を行い、誤

差の大きさの変化を調べた。 
図２は横軸が時間平滑化の強さ、縦軸が

メンバー数配分の均一化の強さ、コンター

が誤差の改善率を示す。均一なメンバー数

の実験で 0%、手動チューニングによる最適

なメンバー数配分の実験で 100%となるよ

う規格化しており、白は 100%以上の改善、

黒は改悪になる領域を示す。 
真のモデルを含む場合（上）、時間平滑

化が強すぎず、メンバー数配分の均一化の

強さが強すぎなければ、幅広い領域で真の

モデルに収束し、最善の精度が得られる。

真のモデルを含まない場合（下）でも幅広

い領域で従来法に比べて改善が見られ、特

に横軸10−1, 縦軸0.5付近では手動チューニ

ングと同等の精度が得られている。 
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図２：（上）F = 6, 7, 8, 9, 10（下）F = 6, 7,9,10
の実験における、メンバー数配分の均一化強度

及び時間平滑化強度に対する依存性。均一なメ

ンバー数の実験で 0%、手動チューニングによ

る最適なメンバー数配分の実験で 100%となる

よう規格化した値（改善率）を示す。 
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局所アンサンブル変換カルマンフィルタを用いた全球非静力学モデルのデータ同化実験  

 

*沢田雅洋（東大大気海洋研）、三好建正（理研計算科学）、佐藤正樹（東大大気海洋研） 

 

 

1. はじめに 

全球非静学モデルNICAM（Satoh et al. 2008）1)を用

いた様々な予報実験がこれまでに行われてきたが、使用

された初期値は静力学モデルを用いて作成された再解析

などから内挿していたため、必ずしもNICAMになじんだも

ので はなかった。そこで、初期値改善によるNICAMの延

長予測可能性について調べることを目的として、局所ア

ンサンブル変換カルマンフィルタLETKFをNICAMに適用す

ることを試みる。先行研究として、Kondo and Tanaka 

(2009) 2)では完全モデル実験の枠組みで膨張係数および

観測誤差に動的推定を適用し、20日以上安定に動作する

ことが示されている。しかし、使用した水平解像度は224

㎞格子相当であるため、高解像度化したときについての

動作を調べる必要がある。また、実観測データを用いた

ときに安定に動作するかも重要な知見である。本発表で

は、まず低解像度の水平格子を用いた完全モデル実験の

動作状況について報告する。 

 

2. モデル概要と実験設定 

本研究では、Glevel-5（224㎞相当）、鉛直 38層の NICAM

に、LETKF（Miyoshi and Kunii 2012）3)を適用し（以下、

NICAM-LETKF）、完全モデル実験を行った。アンサンブル

数は 11、水平局所化は 1000㎞、鉛直は 0.5㎞で、6時間

ごとに観測を同化した。OSSEでの真値は ERA-interimを

初期値として 1か月積分して作成した。観測値は真値に

ガウス分布を仮定して作成された乱数を観測誤差として

加えた。観測データは、緯度経度方向にそれぞれ約 12

度間隔、高度 10㎞以下に 2層置きに配置した。時間方向

には 6時間間隔に用意した。観測変数は東西風、南北風、

気温、湿度と地上気圧の 5 つである。同化サイクルは 6

時間で、同化実験は2011年11月3日から28日間行った。

各アンサンブルの初期値には異なる年の同じ日付(11 月

1日)のデータを用いて、2日間はスピンアップのため同

化をしていない。スプレッド膨張係数は動的推定を行っ

ている。 

 

3. 結果 

 図 1はモデル面 8層目（高度約 1570m）の東西風、気温、

雲水量と地上降水量の解析値に対するRMSEとスプレッドの

時系列を示す。同化開始直後に RMSEは小さくなり、東西風

は 2日、気温は 3日ほどでほぼ収束する。RMSEはスプレッ

ドに比べて大きく、LETKFは解析誤差をまだ十分に捉えてい

るとは言えない。また、観測誤差と比べてもRMSEが大きい。

要因として、アンサンブル数が少な過ぎること、観測デー

タ数が少ないことが考えられる。一方、観測データを直接

同化していない雲水量や降水量を見ると、同化開始直後に

RMSE の減少する様子は見られない。これらは位置ずれがあ

ると RMSEが大きくなるので、RMSEで評価するのは難しいか

もしれない。時間-経度断面図でみると大規模な降水帯の東

方伝搬などは真値とよく一致する。 

 図 2は東西風最下層の RMSE の水平分布を示す。上図(a)

は積分開始から 5-10 日、下図(b)や 15-20 日での時間平均

値である。同化サイクルを繰り返すことで、RMSE が小さく

なっているのが分かる。どちらも熱帯域と中緯度域で RMSE

が大きい領域がみられ、対流活動が活発な領域や力学的に

不安定な領域と対応するように見える。 

 高度方向に RMSE を見ると、東西風は下層ほど早く RMSE

が小さくなり、高度 10 ㎞で RMSE が小さく、観測データの

ある範囲で LETKF がよく機能していることが分かる。同化

実験期間の 28 日間 RMSE は増加することなく、安定に動い

ている。気温についてもほぼ同様の傾向がみられた。観測

データの全くない領域（高度 10㎞以上）でも、初期に比べ

てある程度 RMSEが小さくなっていることが分かる。鉛直局

所化領域を超えれば、完全にモデルのみで駆動しているの

で、対流圏上層の精度がよくなることで、観測データの影

響が直接及ばなくとも RMSEが増大しないと考えられる。 
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4．まとめ 

 NICAM-LETKF のシステムを構築し、完全モデル実験を

行い、メンバー数は少なくても 28日間安定に動作した。

ただし RMSEに比べてスプレッドが小さ過ぎるので、アン

サンブル数を増やすなどして、改善するか確かめる予定

である。動作確認ができ次第、実観測データの使用や高

解像度での動作について調査していきたい。同化サイク

ルを通して作成された解析値は、NICAM に適切な初期値

となるはずである。これを用いた予報実験を、延長予測

可能性の研究につなげるのが目標である。 
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図 1. RMSE（実線）とスプレッド（点線）の時系列。モデ

ル面 8層目(約 1570m)の東西風、気温、雲水量と地上降水

をそれぞれ黒線、赤線、青線、緑線で示す。 

 

 

図 2．モデル面最下層の東西風の RMSEの分布。（a）積分

開始後5-10日での平均、（b）積分開始後15-20日での平均。 

 

図 3．(a)東西風と(b)気温の RMSEの高度-時間断面図。各モ

デル面で領域平均した RMSE。 
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台風によって励起される海洋と大気の慣性重力波のエネルギ―フラックスの解析

◯相木 秀則 (海洋研究開発機構) R. J. Greatbatch (GEOMAR/Univ. of Kiel)

キーワード：位相独立表現、サンプリング間隔

１　はじめに
海洋中の波動の診断には時間平均がよく使われる。時間
平均をとるには、波の位相変化にくらべて波の統計量がゆっ
くりと変化することを前提としている。実際の海洋の波動
の診断では、この前提からはずれることがしばしばある。
時間平均を積極的にとりにくい場合として、(i)波の位相変
化が非常に遅い（定在波）、(ii)波の統計量の変化が突発的
である（台風などによって励起された慣性重力波）、(iii)観
測や数値実験の制約上、細かい時間間隔でサンプリングで
きない等があげられる。このような状況に対処するために
Takaya and Nakamura (1997, 2001)は「ロスビー波による
疑運動量フラックスの位相独立表現」を導いた。この表現
は大気波動の診断の研究でよく使われ実用性に定評がある。
ところが (a)ロスビー波によるエネルギーフラックスの位
相独立表現、(b)慣性重力波によるエネルギーフラックスの
位相独立表現（本研究）、(c)慣性重力波による疑運動量フ
ラックスの位相独立表現（本研究）は過去の研究では導か
れていない。

２　従来のエネルギー方程式
平均流がない f面上の成層流体中の擾乱を考える。従来
の研究では次のような式を用いてエネルギーの伝搬を表現
している。

(u′2 + v′2 + N2z′2)t/2 + (u′p′)x + (v′p′)y + (w′p′)z = 0. (1)

z′ ≡ −ρ′/ρz = (g/ρ0)ρ′/N2 は鉛直変位、N ≡
√

−gρz/ρ0

は浮力振動数である。式 (1)には位相依存性があることを
示すために線形の慣性重力波の解析解を使う。

p′ = A cos θ, θ = kx + ly + mz − σt, (2)
u′ = (p′σk + p′θfl)/(σ2 − f2), (3)
v′ = (−p′θfk + p′σl)/(σ2 − f2), (4)
w′ = −p′σm/N2, (5)
z′ = −p′θm/N2, (6)

分散関係式は (k2 + l2)/(σ2 − f2) = m2/N2 である (Gill,
1983)。解析解 (1-7)を式 (1)のエネルギーや圧力フラック
スに代入すると次のようになる。

(u′2 + v′2 + N2z′2)/2 = p′2σ2m2/[N2(σ2 − f2)],(7)

u′p′ = p′2σk/(σ2 − f2), (8)

v′p′ = p′2σl/(σ2 − f2), (9)

w′p′ = p′2σm/N2, (10)

x
y

z

図 1: 理想実験の模式図.

上線は時間平均を表す。従来の表現では p′p′θ = 0や p′2 =
p′θ

2 のような関係式を使って位相依存性に対処しているの
である。

３　新しいエネルギー方程式
詳細は省略するが、本研究では慣性重力波の支配方程式

から出発して位相依存性のない新しいエネルギー方程式を
導出した。この新しいエネルギー方程式の副産物として疑
運動量の式の位相独立表現も得られた。　

４　数値実験
台風の通過にともなって海洋内部に慣性重力波が励起さ

れる様子を理想化した数値実験を行った。一様成層して初
期に静止した海に、局所的な時計回りの風応力を与えて x
軸の方向に一定の速度で移動させる（図１）。10日間の数値
積分を行い、8.5日目の（一回の）スナップショットを用い
て、新旧のエネルギー方程式の比較を行った。図２ aは従
来の位相依存性のある表現 u′p′、図２ bは新しい位相独立
表現（詳細は省略）に基づく x軸方向のエネルギーフラッ
クスである (診断した深さは 2000m)。両方とも x軸の方
向に波のエネルギーが伝達している。従来の表現だと位相
変化が残るので、十分に細かい時間間隔（例えば３０分毎）
でモデルのスナップショットを出力した後にエネルギーフ
ラックスを計算してその時間平均をとらなければならない。
本研究の位相独立表現を使うとモデルの出力間隔が粗くて
も（例えば３時間毎でも）構わないのでオペレーションに
向いている。　

図 2: 数値実験の診断結果 (t=8.5日目). x軸方向のエネル
ギーフラックスの深さ 2000mにおけ る水平分布. (a)従来
の位相依存性のある表現の瞬間値:u′p′、(b)本研究の位相
独立表現の瞬間値.
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図 3: 数値実験の診断結果 (t=8.5日目). 鉛直方向のエネルギーフラックスの y = 0kmにおける鉛直分布. (a)従来の位相
依存性のある表現の瞬間値:w′p′、(b)本研究の位相独立表現の瞬間値、(c)従来の位相依存性のある表現の一日平均:w′p′、
(d)本研究の位相独立表現の一日平均.

2
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高解像度大気海洋結合モデルを用いた台風強度予測

伊藤耕介・黒田徹 (海洋研究開発機構／気象研究所)，
川畑拓矢・斉藤和雄（気象研究所），本田有機（気象庁）

1. はじめに

過去 30 年間，台風の進路予測が改善されてきたの

に対し，台風の強度予測の精度はほとんど改善されて

いない．台風強度は中心付近の海面フラックスに大き

く依存しており，壁雲域での対流活動を解像すること

が重要となる (Bryan and Rotunno, 2009; Ito et al.,

2011)．そのため，この深刻な問題に対処するためには，

台風強度に大きくかかわる内部コアの力学を適切に表

現する高解像度モデルを用いるとともに，海面の状況

を適切に再現し台風内部のエネルギーバランスを正確

に定量化することが必要となる．

ところが，現状の台風強度予測は，水平格子点間隔

20kmの全球モデル (GSM)をベースに行われている．

この解像度では，台風の内部コア構造は十分に解像さ

れていないと考えられる．気象庁は水平格子点間隔が

5kmとなるメソモデルを同時に運用しているが，この

メソモデルの台風強度予報性能を評価することは重要

なテーマである．

また，一般的な移動速度の台風が通過する際には，

海洋混合層内の運動エネルギー増大に伴うシア不安定

によって，混合層底部でのエントレインメントが起こ

り，数時間から１日程度のオーダーで海面水温が低下

する．このような海面水温の低下に伴い，海面を通じ

た大気側への水蒸気供給は少なくなるため，台風自身

の中心気圧は 30hPa程度弱められることもあると考え

られている（Schade and Emanuel 1999）．しかしな

がら，海洋混合層結合による水温低下 (例えば，Wada

et al. 2013)の効果は統計的に検証されていなかった．

本講演では，全球モデル (GSM)，メソモデル (MSM)，

大気海洋結合メソモデル (OMSM)を用いた台風強度

予測性能について，メソ解析の領域を対象とした予報

実験を行い比較・検証する．

2. 大気海洋結合モデル

台風がゆっくりと移動する場合には，エクマンパン

ピングなどの 3次元過程を考慮する必要があるが，一般

g
gg g

g
gg g

g
gg g

g
gg g

200km

海面水温偏差 海面流速

C.I.=0.2K

図 1 (左図)計算開始時刻からの海面水温偏差．（右図）海面
流速．ともに FT=36hにおける初期時刻 (2011年 8月 31
日 12UTC)からの偏差を示しており，台風マークは初期時
刻と FT=36hの中心位置を表す．

的な台風の通過に伴う海面水温の低下は，鉛直一次元

過程でよく近似できることが知られている (Ginis and

Yablonsky, 2009)．そこで，本研究では，海洋混合層

モデルとして Price et al.(1986)の鉛直 1次元モデルを

結合し，その影響を評価することにした．

大気と海洋の結合方法としては，大気側から海洋側

へは海面風速，短波・長波放射を与え，海洋側から大気

側へは海面水温を返す．計算のタイムステップは，大気

側で 24秒，海洋側で 10分とし，結合間隔は 10分間で

ある．海面水温の初期値は現在の予報システムと同じ

MGDSSTとし，海洋内部の水温は月別気候値 (World

Ocean Atlas 2009; 以下WOA)の各緯度・経度・水深

における海面水温からの偏差を，MGDSSTに加える

ことによって求めている．塩分濃度はWOAの値を用

い，初期場の流速は深さ 1000mに無流面を仮定して求

めている．

3. 結果

OMSMの典型的な計算結果として，2011年に日本

に接近した台風第 12号の予報について示す．大気モデ

ル単体では，海面水温が短時間スケールで変化するこ

とはないが，海面混合層モデルを結合した結果，台風

の進行方向右側後方で海面水温が最大 1.4◦C程度低下

し，表層流速の強い発散場が形成されている．これは，
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図 2 34個の台風の予報実験に基づく強度予報誤差の二乗平
均平方根:(左図)中心気圧 (hPa)．(右図)最大風速 (m/s)．

図 3 ベストトラックとの中心気圧の比較．横軸
がベストトラックの値を示し，縦軸が数値モデルの結
果を示す．(a)(d)GSM(b)(e)MSM(c)(f)OMSM．(a)-
(c)FT=0h(d)-(f)FT=48h．

風応力の向きが台風の進行方向右側において時計回り

に回転し，近慣性流を強める働きを持つことから説明

される現象であり (Price et al. 1986)，台風通過時の

海洋応答としてよく知られているパターンである (図

1)．

さらに，統計的な予報精度の検証を目的として，2009

年 4月から 2012年 9月のあいだに気象庁メソ解析領域

(側面境界から 500kmを除く)に存在した全ての台風

(34個)に対する，6時間おきの数値予報 (298実験)を

行った．その結果に基づいて計算された，台風強度の

予報誤差の二乗平均平方根 (RMSE)を図 2に示してい

る．一般的にOMSMがMSMやGSMに比べて最も良

い成績を示しており，特に中心気圧の RMSEは GSM

に比べて 20-40%低下している．また，MSMは中心気

圧の予報成績が GSMに比べてよいものの，1日以上

の最大風速の予報成績は GSMに劣っている．

図 4 34 個の台風の予報実験に基づく進路予報誤差の二乗
平均平方根 (単位は km)．

中心気圧の再現性を数値モデルとベストトラックと

の間で比較したものを図 3に示す．この図から，GSM

では FT=0hにおいて，台風強度が弱く評価されてい

ることが分かる．MSMとOMSMでは，その傾向は若

干改善されているものの，強い台風に関しては強度を

若干過小評価している．その一方，FT=48hにおいて

は，GSMとMSMにおいて，台風を強くしすぎてしま

う傾向にあった．最大風速に関しても同様の傾向が見

られた (図は省略)．

進路予報については，GSMが概してMSMとOMSM

に比べて若干良い成績を示していたが，3日予報の成

績ではわずかにMSMと OMSMの方がよい成績を示

していた (図 4)．海洋混合層モデルを結合したことに

よるインパクトはほとんど見受けられなかった．
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全球非静力学モデルによる 2004年 8月の台風発生予測可能性 
＊中野満寿男 1・沢田雅洋 2・那須野智江１・佐藤正樹 2･1 

1:海洋研究開発機構 2:東大 AORI   

 

１．はじめに 

北西太平洋熱帯域の季節内変動が、台風発生に

影響を与えることがよく知られている。たとえば、

2004年夏季は周期約 2ヶ月の季節内変動が顕著で

あり、フィリピン東方の対流活動が活発となった

6 月と 8 月に多くの台風が発生した(Nakazawa 

2006)。 

これまでに全球非静力学モデルをもちいて季

節内変動とそれに伴う台風発生が現実的に再現

できることが示されている（Miura et al. 2007; 

Fudeyasu et al. 2008）。しかしながら予測可能

日数がどの程度あるのかを調べるためには、初期

時刻をずらした大量の計算が必要であるため、こ

れまで調べられていない。本研究では全球非静力

学モデルを用いて台風発生の予測可能性を調査

する。 

２．モデルと実験設定 

本研究で用いたモデルは水平解像度約 14km の

全球非静力学モデル NICAMである。鉛直層数は 38

であり、モデルトップは 36.7km とした。雲微物

理過程は NSW6 を用い、対流パラメタリゼーショ

ンは用いていない。海洋混合層モデルを結合して

おり、参照海面水温データに緩和時間 7日でナッ

ジングする。モデルの初期値は ERA-Interim再解

析データから作成し、2004年 8月の各日 00UTCか

ら 30 日間積分を行った。参照海面水温データは

1980-2009 年の日々の気候値に初期時刻における

偏差を加えることで作成した。 

予報結果は気象庁 1ヶ月アンサンブルハインド

キャストデータ（モデルの水平解像度 T106；赤道

上で 120km）と比較する。 

３．結果 

３．１季節内変動の再現性 

図１に東経 120-150度で平均した OLRのホフメ

ラー図を示す。8 月にモンスーントラフが明瞭だ

ったことに対応し、観測（実線）された対流活発

域は、北緯 10度から 20度にかけて北進している。

一方で 9月はモンスーントラフが後退したことに

対応して、北緯 10 度付近には対流活発域が見ら

れない。NICAM は観測された対流活発域の北進と

消滅をよく再現している。図２は NICAM（8月 6-10

日初期値）と気象庁アンサンブルハインドキャス

トデータ（8月 10日初期値）で予測された北西太

平洋モンスーンインデックスを示す。NICAM は気

象庁の現業予報モデルと比べても、遜色ない予報

精度を示しているだけでなく、予報時間後半にお

いても観測された変動をよく予測している。 

 

 

 

 

図１ 東経 120-150 度で平均した観測（190W/m2

以下をコンター間隔 10W/m2で示す）と 8 月 14 日

初期値の NICAM で予報された（シェード）OLR

の時間発展。 

図２ 8 月 10 日初期値の気象庁ハインドキャスト

データ（一点鎖線）と 8 月 6-10 日初期値の NICAM

（破線）で予報された北西太平洋モンスーンインデ

ックス。陰は予報の標準偏差、太実線は観測値、細

実線は気候値をそれぞれ示す。 
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３．２台風発生の予測可能性 

2004年 8月は 8つの台風が発生したが、ここでは

8 月 20 日 00UTC に発生した台風 17 号（Aere）の

発生予測可能性について示す。図３は NICAMで予

測された台風 17 号の経路と中心気圧を示す。

NICAM は 8 月 2，10，12 日を初期値とした実験を

除いて台風 17号らしき熱帯擾乱を予測した。 

再解析データでは、8 月 15-20 日において、北

緯 5-15 度で平均した 850hPa の東西風は東経 150

度付近まで西風が卓越しており、これはモンスー

ントラフが東へ張り出していたことを示す。また、

同緯度帯を西進する偏東風波動起源の渦擾乱が

台風へと発達していた。NICAM はモンスーントラ

フの東への張り出しと偏東風波動起源の渦擾乱

をほぼすべての実験でよく再現した（図省略）。 

発生 2 日前の 8 月 18 日 00UTC には先行する台

風 15 号が中国・上海の約 400km 東にあった。再

解析データから求めた 3-8 日周期成分の 850hPa

の水平風は台風 15号から射出された Rossby波列

に伴う低気圧循環が、偏東風波動起源の渦擾乱に

重なっていたことを示す（図省略）。NICAM は 15

号台風から射出される Rossby 波列を予測できて

いない実験もあった。Rossby波列の予測の可否で、

8月 1日から 5日ごとに予測可能性を求めると、8

月 1-5日は２０％（4日初期値）、6-10日は６０％

（6，7，8日初期値）、11-15日は８０％（11，13，

14，15日初期値）であった。 

現在、2000年以降の 8月について同様の計算を

実行中であり他の台風発生についても解析を行

う予定である。 

 

謝辞：本研究は HPCI 戦略プログラム分野 3 のも

と、理化学研究所の京コンピュータを用いて行わ

れた（課題番号 hp120313, hp120279）。気象庁 1

ヶ月アンサンブルハインドキャストデータは気

象研究コンソーシアムから提供を受けた。 
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図３ 気象庁ベストトラックデータ（左上）と NICAM で予測された観測された台風 17 号の発生位置

（＊で示す）から 10 度円内を発生時刻（8 月 20 日 00UTC ）の前後 1 日以内に通過した台風の経路と

中心気圧（色）。各パネル左上の 4 桁の数字は初期値日を表す。たとえば０８０１は 8 月 1 日である。 
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台風の発生・発達に台風の発生・発達に台風の発生・発達に台風の発生・発達に対する成層対する成層対する成層対する成層安定度安定度安定度安定度のののの影響影響影響影響    

＊武田一孝・新野宏（東大大気海洋研究所） 

                     

１．１．１．１．    はじめにはじめにはじめにはじめに    

武田ほか (2nd NHM International Workshop 
2012)は、台風の特性や発達過程を調べる理想化実験

において従来から用いられてきた、初期渦を与えて

台風を発達させる方法(例えば、 Hill and Lackmann 
(2009)、Sawada and Iwasaki (2010) )ではなく、静

止大気中で初期に複数の温位擾乱を与えて生じた積

雲対流群から台風を発生させる実験結果について報

告した。そこでは、初期に与える温位擾乱の振幅や

擾乱を与える領域の水平サイズによらず台風が発生

した。Nolan et al.(2007)は成層が十分に不安定であ

れば、台風は自発的に発生することを報告している

が、武田ほか（2012）が用いた成層は、Nolan et 
al.(2007)で自発的発生が起きた場合よりもかなり安

定であり、Genesis Potential Index (Emanuel and 
Nolan (2004))の値も小さかった。本研究では武田ほ

か(2012)が用いた成層よりも更に安定化な場合につ

いて、積雲対流群からの台風の発生・発達の成層依

存性を調べることにした。なお、問題設定をより単

純化するため、武田ほか(2012)で用いていた短波放

射・長波放射の過程を除いて実験を行うことにした。 
 

２．実験設定２．実験設定２．実験設定２．実験設定    
 使用したモデルは気象庁非静力学モデル

(JMA-NHM)である。計算領域は水平方向に 3000km
×3000km(2.5km 格子)、鉛直方向に高度 23.5km ま

で 30 層の可変格子（地表付近 20m、上端で 1580m）

である。内部重力波の反射を防ぐため高度 18.9km
より上で Rayleigh damping をかけた。境界層スキ

ームは MYNN3、水平境界条件は周期条件とした。

対流パラメタリゼーションは用いず、雲物理は cold 
rain を用いた。地表面は海とし、海面温度は 302K
に固定した。15°N の f 平面上で水平一様な環境場

を与えている。 
基本場の温位・相対湿度の鉛直分布は Yamasaki 

(1983)を参考にして与えた。モデル最下面の初期の

気温は海水温と同じ 302K にしてあり、初期には海

面から顕熱フラックスが入らないようになっている。 
初期に対流雲群を発生させるため、計算領域の中

心から半径 200km の円内の高度 1.2km に、水平方

向の半径 20km、鉛直方向の半径 1.2km、最大温位

偏差の振幅 2K の回転楕円体状の warm bubble を

40km 間隔で格子状に配置した。（図１） 
 本研究では、台風の発生・発達の成層依存性を調

べるために、対流圏の温位鉛直分布を 3.5K/km、

3.7K/km、3.9K/km、4.0K/km と変えた実験（以下、

それぞれを S3.5、S3.7、S3.9、S4.0 と呼ぶ）を行っ

た。 
    
３．結果と考察３．結果と考察３．結果と考察３．結果と考察    

S3.5～S3.9 では、最終的に計算領域の中心付近で

積雲が組織化し、台風強度に達する渦が形成された

が、台風強度に達するまでの時間は、成層が安定に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なるにつれて遅くなった (図２、図３) 。 

計算開始からの数時間の対流系の振る舞いを詳し

く見たところ、今回行った４つの実験では、初期に

生じた対流が弱まる過程で下降流が生じ、これらに

伴う地表面近くの冷気プールの発散流が衝突するこ

とで、新しい積雲が生じていた。S3.5～S3.9 では、

最終的に冷気プールが合流し、領域の中心から放射

状に広がるガストフロントを形成して、その先端で

スコールライン的な降水システムが生じ、リング状

に広がっていった（図４上）。ちなみに、初期の鉛直

温位勾配が 3.9K/km の場合に、中心に warm bubble
を 1 個だけ配置して同様の実験を行ったところ、初

期に生じた積雲により冷気プールが生じるものの、

この積雲が衰退した後は何も起こらなかった。一方、

S4.0 では最終的に生じた冷気プールの強度は弱く、

厚さも薄かった。その為リング状の降水系が外側に

伝搬していく事はなく、やがてすべての対流は衰弱

してしまった（図４下）。 
    
４．まとめ４．まとめ４．まとめ４．まとめ    
 初期に温位擾乱を与えて発生させた積雲対流群か

ら台風を発生させる実験において、台風の発生・発

達過程に対する成層の安定度の影響を調べた。初期

の温位の鉛直勾配が 3.5～3.9K/km のときには台風

が発生したが、4.0K/km では台風は発生しなかった。

台風強度に達した実験における成層は Nolan et 
al.(2007)が自発的発生を報告したものより十分安定

であり、自発的発生とは異なる過程が働いているも

のと思われる。 
 また、台風が発生した実験では、初期に強い冷気

プールが生じ、降水系がリング状に伝搬していた。

台風の発生はこのリング状に広がっていく降水系が

消えた後に領域の中心付近で緩やかに起きており、 

図１： 

上）初期に与える温

位擾乱の水平分布

図（高度 1200m）。

縦軸、横軸共に単位

は km。 

下）初期に与える温

位偏差の鉛直断面

図。縦軸の単位は

m。横軸の単位は

km。 
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リング状の降水系が台風発生にどのように関わって

いるかについて詳しく調べていきたい。冷気プール 
の強さは中層の湿度にも関係していると考えられる

ため、中層の湿度を変えたときの対流群の振舞いと

台風の発生・発達の違いについても調べていきたい。 
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3.7K/km 3.9K/km 

図２：周方向に平均した 1455m における降水粒子の混合比

(shade)と接線風速(contour)の時間変化。左）S3.7、右）S3.9

の場合。縦軸は時間(hour)、横軸は台風の中心からの距離(km)。 

図３：中心気圧(hPa)と最大接線風速(m/s)、最大接線

風速半径(km)の時間変化。上）S3.7、下）S3.9 の場合。 

図３：280min における東西－鉛直断面内の降水粒子

の混合比(shade)と風速ベクトル(矢印)の分布。上）

S3.9、下）S4.0 の場合。縦軸は高度(m)、横軸は計算

領域中心からの距離(km)。 
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台風が单海上にある時に出現する非地衡風の成因について 

斉藤和雄（気象研究所/海洋研究開発機構） 

 

 

１．はじめに 

台風がまだ日本の单海上にある時、本土で

大雨が降ることがあり、PRE と呼ばれる現象

として知られている。台風によって水蒸気が

日本の上空に運ばれるという説明がされるが、

台風が单にあるのになぜ水蒸気が日本に向か

うのかという説明は、必ずしも一般に明瞭に

示されていない。また発達した台風が单海上

にある時、鹿児島、潮岬などその進行前面で

は、風向と等高度線の不整合が目立つ時があ

ることが予報現場では知られている。ここで

は、2009 年台風 18 号のケースについて見ら

れた、等高度線を横切る顕著な非地衡風につ

いて紹介し、その成因について議論し、非静

力学モデルによる結果を紹介する。 

 

２．台風が单海上にある時の非地衡風 

2009年 10月 8日に台風 18号が本州に上陸

した時は、それに先立つ 6日頃から 300hPa 面

の鹿児島、潮岬の風向と等高度線に不整合が

目立つようになっていた（大門, 2011）。図１

に示す 2009 年 10 月 7 日 00ＵＴＣの 300hPa

解析図を見ると潮岬や鹿児島などで等高度線

を横切る形で单寄りの風が観測されている。 

 

 
 

 

このような非地衡風が卓越する原因として、

斉藤(2011)は、①降水系の影響による運動量

の鉛直輸送②下層ジェットに代表されるメソ

スケールの気圧傾度力の影響、③山越え気流

の力学など地形の影響、④加速度ベクトルの

左向きに生じる非地衡風成分の影響、の４つ

の可能性を挙げた。 

①と②に関しては、この時刻の解析雨量（図

３）を見ると本州单岸に延びる停滞前線の北

側、九州单部から潮岬にかけてかなりの降水

が観測されている。この時刻、図４に示す同

時刻の 500hPa 解析では潮岬で单風、鹿児島で

单東風になっており、本州单岸の降水域で大

規模な上昇流があって下層からの運動量輸送

があるとすると、300hpa 高度の風は 500hpa

高度の風向の影響を受ける可能性がある。③

に関しては、鹿児島や潮岬の地形の影響を調

べる必要がある。 

 

 
 

 
 

 
 

図１ 2009 年台風

18号の経路図 

（気象庁 HP より） 

図２  2009年 10月 07日 00UTCにおける

300hPaの気象庁客観解析図 

図３  2009 年 10 月 07 日 00UTC における

気象庁解析雨量の図 

図４  2009年 10月 07日 00UTCにおける

500hPaの気象庁客観解析図 
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３．加速度による非地衡風成分と台風の関係 

ここでは前節で述べた④について説明する。

コリオリ力の緯度変化（ベータ項）を無視す

れば、地衡風の成分を ug, vg、非地衡風の成分

を ua, vaとし、地衡風に沿っての空気塊の加速

度を dg/dt とすると、両者には、 

a

gg

a

gg
fu

dt

vd
fv

dt

ud
 ,  

の関係が成り立つ（小倉、2000など)。 

図 5 に示すように、台風が傾圧帯に近付く

と、台風の北東象限では台風に向かう気圧傾

度力が弱まり、減速が生じるためこの場所で

は 

0,0 
dt

vd

dt

ud gggg

 

となり、結果非地衡風成分は、ua, va とも正

（北東向き：図の 2 重矢印）となるため、両

者を合わせた風（図 5 の矢印）は北向きにな

る。一方、傾圧帯の近くでは、ジェット気流

の影響により空気塊は東向きの加速を受け 

0
dt

ud gg

 

となり、非地衡風 vaは正となるため、両者を

合わせた実際の風は单西風となる。結果とし

て、台風が傾圧帯に近付く場合、台風の北東

象限と傾圧帯の近くの両方で、等高度線を横

切る单～单西の風が卓越することになる、 

 

 
 

 

 

 

４．気象庁非静力学モデルによる再現実験 

2009 年台風 18号のケースについて、NHMに

よる再現実験を行った。初期値は 2009 年 10

月 6日 18UTC のメソ解析、水平解像度は 10km

鉛直層数は 50層である。図 6下に 6 時間予報

による 300hPa高度の高度場と風ベクトルを

示す。モデルは地衡風から大きくずれた台風

から等高線を横切って北に向かう風を良く表

現している。今後、①～③の可能性を排除す

るために、凝結過程や地形についての実験を

行う予定である。 
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図 5 高度場（実線）と非地衡風成分（⇒）

および実際の風（→）の関係 

図 6 上）NHMの 6時間予報による 2010年 10

月 7 日 00UTC の前 3 時間降水量と地表風。

下）300hPa高度場と水平風ベクトル。 
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非静力学モデルを用いた 2012 年台風 15 号の多重壁雲の維持に関する研究
*辻野 智紀・坪木 和久 (名古屋大学 地球水循環研究センター)

1. 研究目的
台風をはじめとする熱帯低気圧は, 中心からおよそ百 km

以内に壁雲とよばれる対流活動の盛んな円形の雲域を有して
いる. 熱帯低気圧はまれに, この同心円状の壁雲を複数有す
ることがあり, 多重壁雲 (Concentric Eyewall) と呼ばれる.

Houze et al. (2007) では, 顕著な多重壁雲構造を伴ったハリ
ケーン Rita (2005) の航空機観測を行い, 多重壁雲の詳細な
構造を示した. 多重壁雲は一度形成されると, 内側の壁雲が
ゆっくりと減衰し, 外側の壁雲が徐々に内側に収縮するとい
う壁雲の置き換わり (Replacement)が起こる. この置き換わ
りの前後で熱帯低気圧の強度が急速に変化する. したがって,

壁雲の置き換わりを理解することは熱帯低気圧の正確な強度
予測という観点で重要である. Rita の場合には, 多重壁雲が
形成されて壁雲の置き換わりが起こるのにおよそ 12 時間程
度を要していた（Houze et al., 2007）. しかし, 2012 年の
台風 15 号 (Bolaven) は気象庁のレーダ観測 (図 1) から, 多
重壁雲が形成されてから少なくとも 1 日以上維持しており,

明瞭な壁雲の置き換わりは見られなかった. Replacement の
発生メカニズムとして, Houze et al. (2007) は下層のインフ
ローによる壁雲への水蒸気供給が内側から外側へシフトし,

内側の壁雲が徐々に減衰することで発生すると述べている.

つまり, Replacement には下層からの壁雲への水蒸気供給が
重要であると考えられる.

　そこで, 本研究では, 3 次元非静力学モデルを用いて
Bolaven に伴う多重壁雲構造の再現実験を行い, 多重壁雲
の長時間維持を再現する. さらに, その再現実験の結果を用
いて, 多重壁雲がどのようにして長時間維持されていたのか
ということを調べるため, 水蒸気と水収支の解析を行う.

2. 数値モデル・解析手法
本研究では,名古屋大学地球水循環研究センターで開発され

た非静力学雲解像モデル (CReSS; Cloud Resolving Storm

Simulator) を用いた. 初期値・境界値には気象庁 GSM (全
球) の初期値データを用い, 水平解像度 5 km で計算した. さ
らに 5 km (domain 1) の結果を用いて水平解像度 2.5 km

(domain 2) の計算を, さらに 2.5 km の結果を用いて水平
解像度 1 km (domain 3) の計算を行った. いずれも側面境
界条件は open boundary, 鉛直境界条件は固定境界, 鉛直方
向の格子数は 45 層でスポンジ層を上層 17km 以上に設定し
た. 各計算における積分時間等は表 1 に示す. また, 海面水
温は気象庁 mgdsst データを用い, 鉛直 1 次元方向に水温の
熱伝導過程のみ計算する.雲物理過程は氷相を考慮したバル
ク法パラメタリゼーション, 乱流過程は 1.5 次の乱流運動エ
ネルギーを予報するクロージャースキーム, 地表面はバルク
法パラメタリゼーション (Kondo, 1975) を用いた.

　この計算設定で行われた再現実験の結果のうち, 水平解像
度 1 km (domain 3) の結果を元に, 水蒸気・水収支解析を
行った. 具体的には domain 3 の計算結果について, 各時刻
における台風の軸対称中心を決定し (Braun, 2002), デカル
ト座標系で定義されている計算結果の各物理量を, 先に求め
た軸対称中心点を原点とする円筒座標系に変換した. そして,

中心から半径 70 km, 鉛直方向の高さは約 20 kmの円筒領
域について,

∂Q

∂t
= ADV+ PREC+ EVAP (1)

で表される水蒸気・水収支式を元に収支解析を行った. ここ
で, ADV, PREC, EVAP はそれぞれ円筒側面における水蒸

気・凝結水物質フラックス, 円筒底面における降水フラック
ス, 円筒底面からの蒸発の効果を表す. また, Q は円筒領域
内における水蒸気・凝結水物質の総和を表す.

表 1 各数値実験における設定.

各実験 5 km 2.5 km 1 km

鉛直上端 27 km 22.5 km 20.3 km

計算開始時刻 08/22 00Z 08/23 06Z 08/24 12Z

計算時間 6 日 4 日 2.5 日

3. 結果
図 2 は水平解像度 1 km における降水強度の水平分布

（シェード）と海面気圧（等値線）である. この図から, 気象
庁レーダと同じような多重壁雲構造が再現されていることが
確認できる. ただし, 実際のレーダ観測で見られるもっとも
内側の半径 10 km 程度の壁雲は, 今回の計算で再現されて
いない. 図 3は, 台風の中心について接線方向に平均した降
水強度の動径-時間断面図である. 左側が台風の中心である.

再現された Bolaven の中心から半径 30 - 60 km に降水強度
の強い領域が存在し, 計算開始 10 時間あたりで, その外側に
もう１つの壁雲が形成されている. 内側の壁雲に相当する強
い降水は計算開始から計算終了までほぼ同じ位置に維持しつ
づけており, Houze et al. (2007) のような明瞭な壁雲の置き
換わりは見られなかった. 紙面の都合で図は示さないが, 気
象庁ベストトラックと比較すると, 経路に関しては観測より
西に 100 - 200 km 程度ずれているが, 進路の傾向は一致し
ている. また, 最低中心気圧で見た強度は観測より 10 hPa

程度弱く再現されている.

　図 4 は (1) 式における各項 (上から, 水蒸気・水物質の領
域側面からの移流, 降水, 海面からの蒸発の時間変化), そし
て (1) 式の右辺全てを足し合わせた時間変化を示している.

これらの値は円筒について体積積分されており, 正値は円筒
内への水蒸気・水物質の供給, 負値は円筒内での水蒸気・水
物質の消費を表すことに注意する.

　 Bolaven の壁雲域に水蒸気・水物質を供給しているのは,

外側からのインフローであり, これは主に境界層内から供給
されている. 海面からの蒸発は一定量存在するが側面からの
移流に比べると 1-2 オーダー小さい. 外側から供給された水
蒸気・水物質は全て降水によって消費されている. このとき
の降水はそのほとんどが内側の壁雲で発生している.

　興味深い点は, 外側の壁雲が明瞭になる積分開始 10 時間
付近から積分終了まで, 外側からの移流および降水の大きさ
がほとんど変化していないことである. 各項の和の時間変化
をみても顕著な変化が見られない. 図 5 は多重壁雲構造が維
持されている時間における接線平均した鉛直流と動径風速の
半径ー高度断面図である. 半径 30 km 付近に見られるほぼ
直立した強い鉛直流域が内側の壁雲に相当する. 一方, 半径
100 km 付近に見られる相対的に外側に傾いた鉛直流域が外
側の壁雲に相当する. この図から, 境界層内のインフローは
外側壁雲の下端付近で最大値をもつが, その内側でもある一
定量のインフローが存在していることがわかる.

4. まとめ・考察
3 次元非静力学モデルを用いて, 2012 年台風 15 号に伴う

多重壁雲の数値実験を行った. 気象庁レーダによる観測と同
じように, 多重壁雲構造が形成されて 1 日以上の長時間に渡
り, 内側の壁雲が維持され, 壁雲の置き換わりは発生しなかっ
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図 1 気象庁ドップラーレーダによって観測された Bolaven
の多重壁雲構造. (シェードは降水強度; mm/h.)

図 2 数値モデルにおいて再現された Bolaven の多重壁雲構
造. (シェードは降水強度; mm/h, 等値線は海面気圧; hPa.)

図 3 中心について接線平均した降水強度の時間変化. (シェー
ドは降水強度; mm/h.)

た. ただし, レーダで観測されたもっとも内側の壁雲は今回
の再現実験では再現することができなかった.

　モデルで再現された Bolaven の内側壁雲域について, 水蒸
気・水収支解析を行った. 内側領域では外側からの水蒸気供
給の減少が見られず, 常に一定量の水蒸気がインフローとと
もに供給されていることがわかった. この理由から先行研究
で述べられている Replacement メカニズムに必要な条件を
満たしていないため, 明瞭な壁雲の Replacement が発生し
なかったと考えられる. 下層のインフローが長時間持続した
理由は, 外側壁雲が内側壁雲に比べて鉛直流の下端が浅く, ま
た内側と比較して鉛直流が小さくなっており, 外からのイン

図 4 Bolaven の内側壁雲域 (半径 70 km) における水蒸気・
水収支の時間変化. 上から ADV, PREC, EVAP, 各項の和
をそれぞれ表す. (単位は ×106 kg s−1).

図 5 外側壁雲形成後の接線平均した鉛直流 (陰影) と動径風
(等値線) の分布.

フローを外側壁雲において充分に捕捉することができなかっ
たためと考えられる.

　今回の再現実験では, 実際の観測で見られた半径 10 km の
もっとも内側の壁雲は再現されていない. したがって, 今回
の解析結果は実際の Bolaven の多重壁雲のうち, 内側から 2

つ目の壁雲の維持を説明するものと考えられる.

　今後の課題として, なぜモデルで再現された外側壁雲が深
く発達できなかったのかという点について, 力学的な観点か
ら調べる. また, 実際の観測で見られたもっとも内側の壁雲
を数値モデルで再現する.
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PALAU2013 観測期間に発生した台風の 
前兆となる西進擾乱の特徴とその予測可能性 

山田 広幸 1,2，那須野 智江 2，城岡 竜一 2，勝俣 昌己 2，篠田 太郎 3，上田 博 3 

(1:琉球大学理学部， 2:海洋研究開発機構，名古屋大学 HyARC） 

びる広がりを持ち，高さは 5km に満たない背の低い

ものだったが，台風への成長直前には円形にまとま

り背が高くなる特徴が見られた。 

１．はじめに 
熱帯西部太平洋における季節内変動の進行とモン

スーン開始との関連，台風の発生に対する雲物理過

程の理解を目指した特別観測 PALAU2013 が，海洋

研究開発機構と名古屋大学との共同で本年 5～7 月

に行われた。この期間中には，観測域周辺で 3 つの

台風（３，４，６号）が発生し，その数日前に前兆

現象となる西進擾乱が観測領域を通過した。特筆さ

れるのは，これらの西進擾乱が，現業予報に用いら

れている気象庁全球モデル(GSM)や，特別観測用の

リアルタイム実験に使用した全球非静力学モデル

(NICAM)において数日以上前から表現されていたこ

とである。本報告では西進擾乱の特徴と予測可能性

について述べる。 

3．西進擾乱の予測可能性 
気象庁GSMは今年 4月より 12UTC初期時刻の予

報が 11 日間に延長されており，解析にはこの予報

結果を用いた。図２は GSM により予報された，台

風 6 号に伴う正渦度域の中心位置の経路を表す。台

風へ成長した 6 月 28 日以降は観測された台風と良

く似た経路が予報されているが，特筆されるのは，

台風発生の 7 日前にあたる 6 月 21 日の予報から西

進する低気圧性擾乱が表現されていることである。

経路は北偏しているが，予報時間の縮小とともに西

よりの進路に改善している。このような西進擾乱は，

各日 12UTC を初期時刻として 7 日間積分を行った

NICAM の実験結果においても再現された（図省略）。 
2．西進擾乱の特徴 
図１は北緯 2.5-12.5度で南北平均した衛星赤外輝

度温度のホフメラー図を示す。特別観測が実施され

た東経 135 度周辺では，6 月 5 日，15 日，26 日頃

に西進する雲域が通過しており，それらは観測領域

の 5~7 度西方で台風に成長した。擾乱の西進速度は

6~11 ms-1で，西部熱帯太平洋でこの時期にみられる

擾乱としては平均的な移動速度だった。これらの擾

乱は正の相対渦度を伴っており，渦度域は東西に延 

4．まとめ 
ここでは台風 6 号について述べたが，3 号および

4 号においても西進擾乱が数日以上前から予報され

ていた。また，これらの擾乱は ECMWF アンサンブ

ル予報においても数日以上前から解析されていた

(Elsberry 2013, personal communication）。以上のこ

とから，観測期間に発生した台風は，その発生予測

が比較的容易な事例であると考えられる。発生機構

の解明と発生予報の実現に向け，西進擾乱の変質過

程を詳しく調査する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 北緯 2.5-12.5 度で南北平均した赤外輝度温

度の東西－時間断面図。数値は台風の発生位置を

表し，括弧に囲まれた数値は熱帯低気圧が最初に

解析された位置を表す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 台風 6 号の経路（太線）と，気象庁 GSM
により予報された渦の経路。予報経路について

は，初期時刻と解析終了時刻の日付を数値で表

す。黒丸は各日 12UTC における位置を表す。 
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梅雨前線帯低気圧の発達過程 

栃本英伍＊１・川野哲也＊２（*1東大大気海洋研, *2九大院・理）

 
1 はじめに 
	 梅雨前線帯では多くの低気圧が発生・発達する．

一般的に温帯低気圧の発達過程は傾圧不安定に

よって理解されているが,梅雨前線帯は傾圧性が
弱く湿潤な場として特徴づけられるため，単純な

傾圧不安定理論のみで理解することは難しい．こ

れまでは，梅雨前線帯低気圧（以降 BFD）の発
達過程に対して,上層擾乱とのカップリングや潜
熱加熱の重要性が指摘されている．本研究は梅雨

前線帯の東西の環境場の違いに着目して梅雨前

線帯の西側で発達する低気圧 (W-BFD)と東側で
発達する低気圧 (E-BFD)に分類し，それぞれの
発達過程を調査した． 
 
2 方法 
	 完全圧縮性非静力学モデル WRF を用いて
BFD の発達過程を調査した．水平解像度は２０
km，積雲パラメタリゼーションにはKain Fritch,	 
雲微物理スキームには，WRF	 Single Moment 
６ class (WSM6) スキーム，惑星境界層には
Yonsei University Schemeを用いた． 
 
3 結果 
3.1 事例シミュレーション 
	 実際に梅雨前線帯で発達した BFD の発達過程
を調査するために，実事例シミュレーションを行

った。いくつかの事例解析を行ったが，得られた

結果の傾向は同じであったため，ここでは

W-BFD, E-BFDそれぞれ 1事例ずつの結果を示
す。選択した事例はW−BFDが２００３年６月２
６日の事例，E-BFD が２００３年７月３日の事
例である．初期値・境界値には JRA25/JCDAS
の 6時間ごとのデータを用いた。再現実験（CNTL）
において，両事例とも再現時刻に多少のずれはあ

るものの，よく再現されていた（図略）． 
	 まず，上層擾乱の BFD 発達に対する影響を調
査するために，上層擾乱を取り除いた数値実験

（NOUL）を行い，再現実験と比較した（図１）．
W−BFD においては上層擾乱を初期場から取り

除くことで，発達度合いは弱まっていたが，ある

程度は発達する様子が見られた．これに対して， 

 
E-BFD において上層擾乱を取り除くと発達が顕
著に弱まっていた．これらのことから,上層擾乱は
両 BFD の発達に寄与しており，特に E-BFD の
発達に重要であることがわかる． 
	 続いて，潜熱加熱の BFD 発達に対する重要性
を調査するために，潜熱加熱を除いた数値実験を

行った．W-BFD においては，潜熱を除くことで
発達せず，低気圧の構造も崩れてしまっていた．

これに対して，E-BFD は潜熱を除くことで低気
圧は発達しないが構造は維持していた．これらの

ことから，潜熱加熱はW−BFDの発達に対してよ
り重要であることが示唆される． 
	 さらに，潜熱加熱と傾圧性の重要度を調査する

ために，有効位置エネルギー解析を行った．解析

結果により,W-BFD においては潜熱項が卓越し

ており，傾圧項の寄与は小さかった．このことか

ら，W-BFDの発達においては潜熱効果が支配的 
であることが明らかとなった．一方，E-BFD に
おいては，潜熱項・傾圧項の寄与が同程度であっ

た．したがって，E-BFD の発達には潜熱効果・
傾圧性の両方が重要であることがわかる． 
	 BFD 発達に対する潜熱効果をさらに理解する
ために，非断熱過程に伴う PV生成・消滅の時間

図  1	  W-BFD（左列）と E-BFD（右列）の
CNTL(上段 )と NOUL（下段）における SLP の
分布．  
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図  2 	 W-BFD（左列）と E-BFD（右列）
における PV 生成（カラー）と SLP（コンタ
ー）．上段が発達前半，下段が後半．  
 

図  3	 W-BFD（左列）と E-BFD(右列)の実
験における凝結生成物の鉛直積算（陰影）と

SLP（実線）．  

発展を調査した（図 2）．W-BFD,E-BFDの間で，
発達における PV生成の時間発展に顕著な違いが
見られた．まず，W-BFD の発達期において，前
半では低気圧中心の PV が大きいところで強い
PV が生成され，発達期後半になると低気圧前面
のPVの大きなところで強いPV生成が見られた．
このように，低気圧の発達に伴って PV生成域が
遷移する様子が見られ，BFD 特有の発達過程を
有していることが示唆される．これに対して，

E-BFD の発達においては，期間を通して低気圧
中心の北側から前面にかけて強い PV生成が見ら
れた． 
3.2 理想化シミュレーション 
	 事例実験で見られたような潜熱加熱・傾圧効果

の寄与をより一般化し，さらにより詳細な発達過

程を調査するために，平均的な環境場における理

想化シミュレーションを行った．計算領域は

4000 km× 4000 kmで，境界条件は東西が周期境
界条件，南北が開放境界条件を用いた．基本場に

は，まず 2000年～2007年までの 6，7月の間に
抽出されたそれぞれの BFDの環境場を 5日平均
と定義し，続いて，それぞれの BFD中心の緯度・
経度を合わせてそれぞれの BFD の環境場をコン
ポジットしたものを用いた。また初期擾乱には温

位擾乱（最大 ４K）を用いた。 
この実験において，現実的な W-BFD,E-BFD

が再現された（図３）．有効位置エネルギー解析

により，W-BFD においては潜熱加熱効果が支配
的であり，E-BFD においては潜熱加熱・傾圧効
果の両方が重要であるという，実事例実験と整合

的な結果が得られた（図４）．さらに PV 生成の

時間発展において，W-BFD においては，発達期
前半では擾乱中心付近での強い PV生成，発達期
後半では低気圧前面における強い PV生成という
PV 生成域の遷移が見られた.この遷移する様子
も事例実験での結果と整合的であった。 
これらの結果から，W-BFD は潜熱によって駆

動される梅雨前線帯特有のメカニズムを有して

いると考えられる．まず，弱い低気圧性擾乱の存

在下で一旦対流が生じると，CISK likeなメカニ
ズムにより急速に渦擾乱が発達する．この渦擾乱

が発達すると，渦自身の風によって低気圧前面に

暖湿な空気が運ばれることに加えて，擾乱の発達

に伴って，前線強化が生じる．これによって，低

気圧前面で水蒸気収束が生じやすくなり，低気圧

前面で対流が活発化し強い PV生成が生じるとい
うメカニズムである． 
 
4 まとめ 
	 梅雨前線帯では東西で異なるメカニズムを持

つ低気圧が発達することが明らかとなった．

W-BFD は潜熱によって駆動される，梅雨前線帯
特有のメカニズムで発達し，E-BFD は湿潤大気
における傾圧不安定的な発達をすることがわか

った． 

図  4	 W-BFD（上段）と E-BFD（下段）
における有効位置エネルギー傾向に関す

る各項の時間発展．  
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急激に発達した南岸低気圧の数値シミュレーション 

 

*渡邉 俊一・新野 宏・小倉 義光（東大・大気海洋研） 

 

１．はじめに 
 2013年 1月 13日に東シナ海で発生した低気圧は、

急速に発達しながら日本の南岸を通過した。その中

心気圧は、14日 00 UTCからの 24時間に 44 hPa 低

下し、最終的に 15日 12 UTCには日本の東海上で 936 

hPa まで低下した。この発達率は、日本の南岸を通

過する低気圧の中では、先行研究(e.g. Yoshida and 

Asuma 2004)と比べても非常に大きい。本研究では、

この低気圧の発達要因を GSM と気象庁非静力学モ

デル(JMA-NHM)を用いて調べた。 

２．低気圧の発達要因 

 図 1 に GSM から求めた低気圧の経路と 500 hPa

のトラフ（渦位の極大）の経路を示す。13日 00 UTC

に台湾の北の 123E、24N 付近に低気圧が発生した。

この低気圧とは別に 125E、16N 付近に熱帯低気圧が

存在しており、2 つの低気圧は北東進しながら、13

日 18 UTC に併合して 1つの低気圧になった。この

地上低気圧に対して、北西から 500 hPa のトラフ（ト

ラフ A）が接近してきた。トラフ Aの接近とともに

地上低気圧の急激な発達が始まり、14日 00 UTC か

らの 12時間で中心気圧が約 27 hPa降下した。14 日

12 UTC には地上低気圧とトラフ A の位置はほぼ一

致している。一方、この時刻には、北西から別の 500 

hPa トラフ（トラフ B）が地上低気圧に接近し、14

日 12 UTC からの 12 時間で中心気圧はさらに約 23 

hPa 降下した。このような発達過程は、Takayabu 

(1991)で示されたような、カップリング発達の特徴

と一致している。 

 一方、低気圧の急激な発達要因として潜熱の効果

が先行研究でも指摘されている。図 2 に GSM によ

る 1月 14日 00 UTCの 925 hPa での水蒸気混合比お

よび水蒸気フラックス量の分布を示す。発生初期に

熱帯低気圧周辺に存在していた大量の水蒸気が、低

気圧の南東側の強い南風によって低気圧の中心付近

に収束してきており、中心付近の下層には水蒸気混

合比が 15 g kg
-1という冬季としては非常に湿った空

気が到達していた。さらに、レーダーによる解析で

は、低気圧中心付近で 30 mm hour
-1以上の降水が観

測されている。これらのことから、凝結により大量

の潜熱が放出され、低気圧の急激な発達に寄与して

いたと考えられる。 

３．数値シミュレーション 
 この低気圧の発達要因を評価するために、 

JMA-NHM を用いて再現実験と感度実験を行った。

水平解像度は 10 kmとして、積雲パラメタリゼーシ

ョンは KF スキーム、乱流クロージャーモデルには

MYNN モデル（Level3）を用いた。初期値および境

界値には GSM を用いた。2013 年 1 月 13 日 00UTC

の GSM を初期値として、60 時間の積分を行った

（CTL）。また、感度実験として水蒸気の凝結を取り

除いた実験（DRY 実験）と海面からの水蒸気フラッ

クスを取り除いた実験（No_LH）を行った。DRY 実

験は初期時刻を 13 日 00 UTC、13日 12 UTC、14日

00 UTCと変化させた 3種類（DRY_1300、DRY_1312、

DRY_1400）を行った。 

図 1: 地上低気圧と 500 hPaトラフの移動経路。 

図 2: GSM による 2013 年 1 月 14 日 0000 UTC における

925 hPa水蒸気混合比（g kg-1; シェード）、水平風（ベ

クトル; m s-1）水蒸気フラックス（g m-2 s-1; コンタ

ー）。×は低気圧の中心。 
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 図 3 に各実験と GSM の中心気圧の時間変化を示

す。CTL（■）では 14 日 00 UTC からの 24 時間で

37hPa の気圧降下が起こり、低気圧の発達を比較的

良く再現できていた。DRY_1300（▲）では、初期

に存在していた低気圧は全く発達せず、14日06 UTC

以降では、気圧の極小が存在しなくなった。その後

14日 12 UTCに 145E、37Nに新たな気圧の極小が形

成され、この低気圧はその後 24時間で 17 hPa 発達

した（△）。DRY_1312（＊）では、14日 12 UTC ま

では全く発達せず、その後の 24時間で 20 hPa 気圧

が低下した。DRY_1400（×）では 14日 00 UTC か

らの 12時間で 4 hPa、14日 12 UTC からの 12時間で

9 hPa の緩やかな気圧低下がみられた。No_LH（□）

では 14日 00 UTC からの 24 時間で 29 hPaの気圧降

下がみられた。 

４．考察 
 CTL実験では、低気圧の中心付近で 30 mm hour

-1

という強い降水が再現されており、いずれの DRY

実験でも低気圧はほとんど発達しないことから、そ

の発達には潜熱の効果が大きかったと考えられる。

CTL 実験では潜熱によって生成された正の渦位偏

差が地表から 700 hPa付近に見られた。また、No_LH

でも低気圧の発達が最終的にそれほど弱まらなかっ

たことから、水蒸気の多くは南からの移流で供給さ

れていたことが分かった。 

上層の擾乱の影響については、発達の前半（13 日

12 UTC~14 日 12 UTC）では、トラフ Aの存在にも

関わらず、DRY 実験ではほとんど発達がみられなか

った。これは、20N~30N付近の傾圧性が弱く、トラ

フ A による下層の cyclogenesis が弱かったためであ

ると考えられる。また、Gyakum et al. (1992)によれ

ば、急激に発達する低気圧はその発生初期に下層に

強い循環を持っていることが報告されている。本事

例の低気圧においては初期の循環の維持には潜熱が

重要な役割を演じており、DRY 実験ではそれが維持

されないことで、トラフ A前面の上昇流による下層

の渦度の引き延ばしの効果が小さくなったことも考

えられる。一方、発達の後半（14 日 12 UTC~15 日

12 UTC）では、DRY 実験でも中心気圧の降下がみ

られることから、トラフ Bとのカップリングも発達

に寄与していた。この時間の低気圧は、35N~40N に

位置しており、この領域は下層の傾圧性が大きい領

域であったため、トラフ Bとのカップリングの効果

が大きくなったものと考えられる。ただし、傾圧的

な発達と、潜熱の効果には相互作用がある（Kuo et al. 

1991）ためトラフ Aの影響についてはさらなる評価

が必要である。 

５．まとめ 

本事例の低気圧の発達過程をまとめると以下のよ

うになる。 

1. 初期の熱帯低気圧付近に存在していた大量の水

蒸気が凝結することで、下層に正の渦位が生成さ

れ、低気圧性循環が生じる。 

2. 上層にトラフ Aが接近してくることで、その前面

の上昇流により、下層の渦度が stretchingされ強化

される。 

3. 低気圧が下層の傾圧性が強い領域に移動し、さら

にトラフ Bが接近することで、傾圧的な発達の効

果が加わる。 

ただし、2、3、においても凝結熱による正の渦位生

成は続いている。 

この低気圧が、他の事例と比べても非常に発達し

た最大の要因は、大量の水蒸気が南から低気圧中心

付近に収束してきたことで、潜熱による渦位生成の

効果が非常に大きくなったことである。また、2 つ

の深い上層トラフが、地上低気圧とカップリングし

たことで、傾圧的な発達が長時間持続したことも、

発達の要因であると考えられる。 
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図 3: 感度実験における中心気圧（hPa）の時間変化。 
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図 1 日射量予測（時別値；W/m2）の気象官署におけ
る観測値とモデル値の比較。２０１２年のつくばの結
果で, 初期値は 21UTC(日本時間 06時)のものを示す。
散布図のカラーは月別に示している。図中の coef 値
は相関係数を意味する。 

 

 

 

 

 
図 2. 異なる初期値毎の予測誤差の時間帯ごとの比較
を月別で示した。予測誤差は大気外日射量で規格化し
た。 

 

 

 

 

局地予報モデルの太陽光発電への利用と日射量予測誤差解析 
＊大竹秀明１・下瀬健一 1・山田芳則 2・Joao Gari da Silva Fonseca Jr1・高島工 1・大関崇１ 

1.独立行政法人 産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター, 2. 気象庁気象研究所 
 

 

1. はじめに 
太陽光発電システムは現在大量に導入が進められ, 

今後電力システムに連系されることが想定されてい
る。その発電電力量（以下, 発電量）は主に日射量
によって変動することから, 日射量の予測のニーズ
が高まっている。電力システムにおいては, 需要と
供給のバランスを保つ必要があり, 翌日の電力の運
用計画では前日の夕方に日射量予測をベースとした
発電量予測と予測誤差情報を利用した他の発電機を
含めた需給計画の策定が求められる。これには現在
メソモデル（MSM）の利用が有効とされているが
(Ohtake et al., 2013), 当日の運用計画の見直し・
修正を行うことも必要であり, そのためには局地モ
デル（LFM）の利用が有効である。しかし, 予測値に
は誤差が必ず含まれるため, 実際の地上の観測値か
らどれほど誤差が含まれるのかを検証する必要があ
る。現在, 産業技術総合研究所と気象研究所の共同
研究（＊）でLFMの日射量予測値の検証を進めている。
本研究ではこのデータを用いた場合の日射量予測値
の精度検証結果について報告する。 
 

2. データ 
解析に用いたLFMの予報結果は2012年度に実施さ

れた試験運用版であり, 予報領域も東日本領域に焦
点を当てて実施されたものを用いた（現業 LFMでは
日本領域全体をカバーしている）。用いられている放
射過程は MSMと同様のものが導入されているが, 雲
量の計算過程でパラメータの変更がなされていると
ころがある。試験運用版では 1日 8 回, 9時間の予
報を実施しており, 本研究ではこのデータを解析に
用いた。解析期間は 2012年 8月 22日から 12月 26
日である。検証にはモデル領域内に位置する気象官
署（32 地点）で日射量データ（時別値）を用いた。 
 
3. ピンポイントでの検証―つくばの例 
図 1 はつくばにおける日射量予測値と観測値との

比較を時別値で行ったもので, LFMの初期値は 21UTC
（日本時間当日 6 時）のものを用いた。予測値の散
布図は概ね一対一のラインに近いものの, 日射量予
測値は全体的に観測より高めに分布している。各月
毎の相関係数をみると 9 月は他の月に比べてややば
らつきが大きい傾向がある。また, 天候別に予測誤
差の傾向を見るために晴天指数の予測値と日射量予
測誤差の関係を調べた。ここで晴天指数を大気外日
射量で規格化した値として定義した。予測された晴
天指数が 0.6付近では正バイアスが顕著であり, 0.2
付近では多くの予測値は弱い正バイアスで, 時折大
きな負バイアスを示す場合があった（図略）。晴天指
数が 0.6 付近の予測誤差の最大・最小値の幅に注目
すると概ね±300W/m2の範囲内に収まっていた。 

次に予測誤差幅の時間変化を調べた（図 2）。太陽
高度の日変化を考慮し, 予測誤差の計算では大気外
日射量で規格化した（縦軸）。初期値を 3時間毎に変
えた場合の比較である。比較した初期値は 15, 18, 
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図 3．大気外日射量で規格化した日射量予測誤差の出
現頻度分布で初期値を 15, 18, 21, 00, 03, 06UTCで
変えた場合の比較。図中の数値は平均値（mean）, 標
準偏差（sd）, 歪度（skewness）及び尖度（kurutosis）
を示す。Num は解析したデータ数を意味する。解析に
は大気外日射 10W/m2以上を日射ありとして計算した。 

 

 

 

 

 

 

図 4．各月毎の日射量予測誤差（平均誤差;MBE）の分
布。2012年度に実施された東日本領域を中心とした試
験運用版 LFM の領域での検証で初期値は 06LST を使用
した。地上観測点には 32地点を利用した。 

 

 

 

 

21, 00, 03, 06UTC であり, 日本時間で日射が観測
される時間を解析した。ここでは便宜上大気外日射
量 10W/m2以上の時間帯を解析した。その結果, 時間
帯別には予測誤差の大きさには明瞭な違いは見られ
ない。季節別にみると 12月では誤差幅がやや小さい。 
次に図 3 は大気外日射量で規格化した日射量予測

誤差の出現頻度分布である。各初期値の結果を比較
すると平均値は 0.00～0.04 の範囲にありやや正バ
イアスの傾向が各初期値の結果でみられる。標準偏
差は 0.12-0.14 の範囲に収まっている。予測のリー
ドタイムが短くなるにつれて尖度が 1.26 から 2.23
と高くなり, 予測誤差がやや改善していることがわ
かる。 大気外日射量で規格化した日射量予測誤差で
は最大で±0.4 ほどの値をとることも確認された。
しかし, 初期値を更新し予測のリードタイムが短く
なったとしても出現頻度の分布の裾の幅はほとんど
変わらず, 予測の大外れは改善されていない。 
   

４. 予測誤差の地域性 
LFM の日射量予測誤差（初期値は 06LST を使用）

の平均誤差(MBE)の空間分布を月毎（9-12月）に図 4
に示す。9 月は中部地方を中心に負バイアスが集中
し, 誤差分布の地域性が見られた。10月以降の秋季
から冬季では予報領域全体が正バイアスである。 こ
の傾向は MSM の日射量予測誤差の傾向と類似した結
果を示している（図略）。LFM は境界条件に MSMを利
用しているため, MSM の誤差傾向が LFM に強く影響

を与えている可能性を示唆する。 
また, 稚内（北海道の北端の観測地点）や西日本

の観測点は正バイアスが他地点よりも比較的大きい
傾向がある。本解析で使用した LFM データは試験運
用版で東日本を中心とした計算領域のため, 境界付
近に近いためにバイアスが大きくなった可能性が考
えられる。RMSE も同様のマッピングを行うと 9月は
関東の内陸や沿岸部, 西日本領域で予測誤差が大き
くなる地域性も見られた（図略）。冬季は日射量が小
さくなるため予測誤差は秋季に比べて小さいが, 北
海道東部や関東では特に RMSE は小さかった。 
 

５. まとめと今後の課題 
LFM（試験運用版）の日射量予測誤差の精度検証

を計算領域内に位置する各気象官署(32 地点)の観
測値をもとに検証した。その結果, LFM の日射量の
予測値が全体的に過大傾向にあることがわかった。
新しい初期値を変えた場合には予測誤差幅がやや改
善するものの, 最大誤差は±0.4 の誤差の範囲内で
あった。 

本研究で解析したデータは東日本領域に焦点を
当てた計算のため, 現業 LFM の予報領域とは異なる。
今後,より正確な LFMの予測誤差情報の把握のため
には, 現業 LFM のデータを蓄積し, 通年による誤差
の評価や領域を現業版にした場合の誤差の変化を調
べる必要がある。 
 
謝辞：本研究は独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）の「太陽光発電システム次世代高性能技術の開発/

発電量予測技術の研究開発」（＊）においてなされた。太陽光発電
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NHM による首都圏の夏季降水シミュレーション 

   

清野直子・青栁曉典・津口裕茂（気象研究所） 

 

1. 研究の背景と目的 

 都市化が降水にもたらす影響は，気候的な降水

分布の変化や強雨発生への関わりなど様々な観点

から注目される．Fujibe et al. (2009) は，118 年間の

降水の地上観測データから，対流性の降水系が発

達しやすい暖候期の午後には東京の降水量に経年

増加傾向があり，1978 年からの 30 年では周辺に対

する降水量の正偏差が認められることを示してい

る．いっぽう，1976 年からの全国のアメダスデー

タからも大雨と短時間強雨の増加傾向が認められ

（気象庁気候変動監視レポート 2012），降水状況

の変化には，地球温暖化と都市の環境変化の双方

が影響を及ぼしている可能性がある．本研究では，

東京の都市環境の変化が降水にもたらす影響を調

べる目的で，数値シミュレーションにより，都市

化の顕著な東京都周辺の土地利用（都市の状態）

に変化を与えた場合の感度実験を行なった． 

 

2. 実験方法 

 実験は，中部日本域を覆う 2km 格子の気象庁非

静力学モデル（NHM，鉛直 50 層・水平 200×200

格子）を用い，2006 年からの 7 年間の 8 月を対象

に行った．初期値･境界値には気象庁メソ客観解析

を使用した．従来からの平板地表面スキームを用

い，現業モデル設定に近い地表面パラメータを与

えたものを標準実験（以下 SLAB 実験）とした．

これに対し，東京都区部およびその周辺の約 80km

四方の領域内で，建物用地など人工比覆面の割合

が 80%以上と高い格子に単層都市キャノピースキ

ーム SPUC（Aoyagi and Seino, 2011）を適用した対

照実験（以下 SPUC 実験）を行った．ここでは，

いったん生じた両実験の降水状況の違いが次の降

水系の発達に与える二次的な影響をなるべく少な

くするために，21JST を初期時刻として両実験に同

じ初期値・境界値を与え 27 時間積分を繰り返し，

予報時刻 FT=3～27（00～24JST）の一か月分の計

算結果を解析に使用した． 

 

3. 結果 

SPUC 適用格子では，建物の立体構造が大気との

熱交換に与える影響と人工排熱(妹尾ほか，2004) 

 

図１ 2012 年 8 月における SPUC 実験と SLAB 実験の月

平均気温の差（SPUC-SLAB）． 

が考慮されていることによって，SPUC 実験におけ

る都心付近の月平均地上気温は最大で 1℃程度

SLAB 実験よりも高い． 2012 年の両実験間の月平

均気温の差を図１に示す．気温差は都心付近で約

0.8℃と最も大きい．図に示した矩形域が SPUC 実

験において都市キャノピースキームを適用し，両

実験間で地表面設定に違いのある領域である．時

刻別に見ると，最高気温出現後の夕方から翌朝に

かけての気温差が大きくなる傾向が見られる（図

省略）．  

月降水量の空間分布の違いは，地表面設定に差

を与えた都市部周辺だけでなく広範囲に及ぶが，

東京都心を中心とする領域平均の月降水量をみる

と， SPUC 実験のほうが，都心部に近いほど降水

量の多い傾向があった．表 1 に SPUC 実験と SLAB

実験による関東の 7 年平均の 8 月の月降水量の比

較結果を示す．領域は k=1 が都市化率が最も高い

地域を中心とする約 10km 四方（11×11 格子）の

領域，k=2 は同じく 21×21 格子となっていて，k=4

が SPUC 適用域にほぼ一致する．  

 

表 1  SPUC 実験と SLAB 実験による関東の 7 年平均（ 2006 ～ 2012 年）の 8 月降水量の比較．         

月降水量差は，SPUC 実験-SLAB 実験の値を，月降水量比は月降水量差/領域平均月降水量の 7 年平均値を表す． 

領域番号　k 1 2 3 4 5 6 7 8 モデル全域

領域平均月降水量(mm) 119 118 119 119 120 121 121 123 109

月降水量差（mm） 13 7 6 4 3 2 1 1 0

月降水量比（％） 17.2 9.2 5.9 4.6 2.7 1.9 1.1 0.6 0.0

[℃] 
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月降水量比は各年における月降水量差/月平均降水

量の 7 年分の平均である．太字で示した k=3 から

k=6 の領域では有意水準 95%で実験間の降水量比の

正偏差が有意（SPUC 実験のほうが有意に降水量

大）となり，SPUC 適用域（k=4，図 1 に示した領

域）における 7 年平均では SPUC 実験の月降水量が

約 5% 大きかった． 

日降水量に着目し，同領域内の領域平均日降水

量と領域最大日降水量を 2 つの実験間で比較した

散布図を図 2，図 3 に示す．領域最大日降水量では，

例数は少ないものの違いが大きいケースがある．

領域平均日降水量のばらつきは比較的小さい．ま

た，20mm/day 以上の降水のあった格子数には明瞭

な違いは見られなかった．これらのことから，都

市中心部の高温偏差に応じて生じた両実験間の日

降水量の違いは，比較的局所的な降水量の増加に

よってもたらされたといえる．なお，個々の事例

で見ると，必ずしも SPUC 実験で都心付近の降水

が増える事例だけでは無いことに留意する必要が

ある．  
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図２ 2006-2012 年の 8 月における SPUC 適用域(k=4)での

SPUC 実験と SLAB 実験の領域平均日降水量．参考とし

て線形回帰直線（破線および式）を示す． 

 

図 ３ 図２と同じ，ただし領域最大日降水量． 

                    

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SP
U
C

SLAB

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

SP
U
C

SLAB

y = 1.02x+0.10 

y = 1.07x+0.34 

[mm/day] 

[mm/day] 

83



JMA-NHM の理想実験における境界層過程の解像度依存性の検証 
南雲信宏＊・山田芳則・加藤輝之（気象研究所）・原旅人（気象庁） 

 
 

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． 
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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． 

参考：Nagumo, N., Y. Yamada, S. Hayashi, T. Kato, and T. 
Hara, 2012: Verification of the resolution dependence of the 
atmospheric boundary layer process by NHM. 2nd 
International Workshop on Nonhydrostatic Numerical 
Models. 76-77. 
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Terra Incognita スケール境界層モデルの設計とテスト 
*伊藤純至 1,2・新野 宏 1・中西幹郎 3・Chin-Hoh Moeng4 

 1東京大学大気海洋研究所、2気象研究所、3防衛大学校、4NCAR 
 

1. はじめに 
メソスケールの数値気象モデル(以下、メソモデル)
においては、大気境界層内のサブグリッドスケールの
乱流運動による運動量や熱・物質の輸送に対し、パラ
メタリゼーションが必須である。水平格子間隔が乱流
渦の水平スケールより十分に大きいメソモデルでは、
鉛直１次元の輸送を表現する境界層モデルが従来使わ
れている。しかし、メソモデルの水平解像度がさらに
向上し、格子間隔が乱流渦のスケールと同程度になっ
た場合は、境界層モデルの未知の領域(TI:Terra 
Incognita)とよばれ、どのようなパラメタリゼーション
がふさわしいか、活発な議論が進行中である
(Wyngaard 2004, Honnert et al. 2011など)。著者た
ちも、乱流渦を解像するLarge Eddy Simulation(LES)
による計算結果をレファレンスとして、TI のスケール
でも適用可能な境界層モデル(以下 TIB モデル)の検討
を進めている。講演では従来の境界層モデルから簡単
な拡張によるTIB モデルの開発と、TIB モデルを実装
した数値モデルの検証結果について発表する予定であ
る。 
 
2. TIBモデルの設計 
  まず大気境界層内の乱流構造を陽に表現する LES
を行い乱流データベースを構築する。LES の解像度は
水平・鉛直共に25m、計算領域は18km×18km×5km、
水平方向には２重周期とする。初期に鉛直温位傾度が
4K/kmで一様に安定成層した状態から、一定の地表面
熱フラックス Q=0.2Km/s を与え、対流混合層を発達
させる。地衡風は鉛直一様に5m/sとする。 
 LESの計算結果に、サイズΔhの水平フィルターを課
す。各Δhに対し、サブフィルタースケールの２次の乱
流量が求まるが、格子間隔Δh の数値モデルはなるべく
それらを正しくパラメタライズするべきである。
Nakanishi and Niino(2006)などでは、Δh→∞に相当す
るLES結果の水平平均により、乱流量を適切に与える
ための、乱流マスター長さを定めた。本研究ではΔhを
7525mから 525mまで変えながら、1)TKEやθ2の散
逸項を与える乱流長さ Lε、2)鉛直乱流フラックスを与

える Lv、3)水平乱流フラックスを与える Lhをそれぞれ
考える。また、以後、長さは混合層深さ h、速度は対
流速度w*=(αgQh)1/3で無次元化する。ただしαは体積
膨張係数、gは重力定数である。Δhと比べて、LESの
解像度は十分小さく、LES のサブグリッド成分の寄与
は無視できる。 
 図 1 はTKE の散逸項εから見積もった、各Δhにお
ける< Lε/h>の鉛直プロファイルを示す。ただし< >は
水平平均を意味する。高さ 0.5h での<Lε>と乱流速度
<q>≡<(TKE)1/2>の関係をみると（図２）、各Δhでの<q>
に対し、散逸項<ε>~<q>3/<Lε>を等しく保つように<Lε
>を設定するべきである。 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 <Lv>を鉛直運動量フラックスの生成項と消散項の局
所平衡から見積もったところ、各Δh での Lvの鉛直プ
ロファイルは概ねLεに比例することがわかった（図略）。 
 <Lh>については、基本場がパッシブスカラーcの一様
な水平勾配∂C/∂yをもつ場合のLESから水平乱流フラ
ックス<vc>を求め、乱流長さ Lhを Lh=<vc>/(q∂C/∂y) 

図1  各水平フィルターサイズΔh/h対する、拡散項を
与える乱流長さスケールLεの鉛直プロファイル。  

図2 各Δhでの無次元化した<q>3と<Lε>の関係。  

Δh/h=0.34 

Δh/h=4.8 
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により見積もったところ、Lhは Lεとは異なる鉛直プロ
ファイルをもつことがわかった（図３）。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上のような知見をもとに、MYNN モデル
(Nakanishi and Niino, 2009)に対して以下のような、
簡単な変更を加える。 
1) 鉛直方向の乱流マスター長さLvをMYNNモデ
ルのL∞から以下のように、Δh/hによって補正し、
散逸項と鉛直乱流フラックスを与える。 

 
2) 新たに水平乱流フラックスを導入する。その際
に乱流長さはLh=min(0.1×Δh , 0.16h)とする。 

 対流混合層内は地表面付近を除き、L∞～0.1hであり、
Δh→0 で Lv～LH～0.1Δｈとなり、LES で汎用される
Smagorinskyモデルにほぼ漸近する。 
 
3. TIBモデルのテスト 
 次に、前章で検討したTIBモデルを、3次元の数値モ
デルのサブグリッドモデルとして実装し、時間積分し
た。数値モデルは伊藤ほか（2013春季大会）と同じも
ので、格子数は 12×12×80、鉛直格子間隔は 25m に
固定した。初期条件と境界条件は前章で行ったLESと
同一とし、対流混合層を発達させる。この数値モデル
において、従来のMYNNモデル及びTIB モデルを利
用した場合の振る舞いを比較する。 
 図4a,b はそれぞれΔｈ=500m 及びΔｈ=1km のとき
の、高さ h/2 における<w2>/w＊2の時系列を示す。ここ
でwは格子で解像された鉛直流速である。赤線が従来
のMYNNモデル、緑線がTIB モデルで計算した場合
の結果である。また、LESの結果をサイズΔｈの水平フ
ィルターで粗視化したときの<w2>/w＊2を十印で記して
いる。なお、スケールした対流の強さは、粗視化前の
LES や観測では、普遍的に<w2>/w＊2～0.4 となること

が知られている。 
  
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 対流混合層の発達が発達した場合は、LES より粗い
水平解像度でも、ある程度の強さの格子で解像される
対流が出現するべきである。MYNNモデルをサブグリ
ッドモデルとして導入したJMANHM等のメソモデル
で単に水平解像度だけを上げると、グリッド上では弱
い対流しか生じない。今回提案したTIB モデルを使う
と、LES の結果を粗視化したものと、より整合的な強
さを持つグリッド上が対流を再現される。 
 
4. まとめ 
 気象モデルの解像度が向上し、「Terra Incognita」の
領域に入った場合に適用できる境界層モデルを、対流
混合層の場合にLES結果をもとに検討し、従来利用さ
れている MYNN モデルの簡単な拡張によって実現す
る手法を提案した。サブグリッドモデルとして実装し、
対流混合層を発達させたところ、もっともらしい強度
のグリッド上対流を出現させることができることがわ
かった。 
 今後は湿潤プロセスの入った場合や、よりシアが強
い環境での検証を行う予定である。 
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図 3  各水平フィルターサイズΔh/h 対する、水平乱流フ
ラックスを与える乱流長さスケール Lhの鉛直プロファイ
ル。  

 

図4  格子間隔Δが(a)500m、(b)1km の場合、MYNNモデ

ル（赤線）とTIBモデル（緑線）を実装した数値モデルでの

グリッド上の対流の<w2>/w＊2の強さの時系列。十字はLES結
果をサイズΔの水平フィルターをかけた場合の値。 
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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
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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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首都圏で発生した極端高温とフェーンのメカニズム
*髙根 雄也（産総研）, 日下 博幸（筑波大計算科学）, 近藤 裕昭（産総研）

1 はじめに
近年，地球温暖化と都市温暖化との関連から都市域で
発生する極端高温への関心が高まっている．これまで，
先行研究によって首都圏の内陸域で発生する極端高温
の発生頻度が過去から現在にかけて増加していること
や，その増加の要因は高温気団下の晴天日の増加と都市
化であることが示されてきた．また，1994年 8月 3日，
1997年 7月 5日，2007年 8月 16日に発生した極端高
温には，山越え気流に伴う昇温（フェーン）が関与して
いることが指摘されてきた．しかしながら，フェーンの
発生が，過去に発生したその他の極端高温に共通した特
徴かどうかは不明であった．また，夏季に関東平野で発
生するフェーンのメカニズムは，これまで詳しく調査
されていなかったためよく分かっていなかった．した
がって，フェーンによって発生すると指摘されてきた極
端高温の形成メカニズムもよく分かっていなかった．
本研究では，まず過去 22年間に首都圏の内陸域で発
生した極端高温の発生タイプを観測データにより把握す
ることによって極端高温の気候学的な特徴を調べた．そ
の上で，観測データと領域気象モデルWRFを用いて，
同地域で発生する極端高温の形成メカニズムを，フェー
ンのメカニズムとともに調べた．

2 統計解析
過去 22年間（1990-2011年）の観測データを用いて
極端高温発生の必要条件を調べた．その結果，必要条件
は熊谷における当日の高い日最低気温と舘野における
850 hPa等圧面高度の高い気温であることが分かった．
これら 2つの必要条件を満たす極端高温発生日を，気
圧配置型・首都圏の内陸域の日中の地上風の型・前日ま
での連続晴天日数の値の組み合わせで分類した．その
結果，計 27種類のタイプの中で最頻出のタイプは「鯨
の尾型・南東風型・4日以上の連続晴天」を兼ね備えた
タイプであることが分かった．この結果は，フェーンの
発生が極端高温発生の必要条件ではないことを意味し
ている．また分類の結果，事例数こそ少ないが「鯨の尾
型・北西風型・4日以上の連続晴天」タイプは，首都圏
の内陸域が最も高温になりやすいタイプであることが
分かった．この結果は，フェーンが発生した日に，首都
圏の内陸域が特に高温となる可能性を示唆している．

3 事例解析
2011年 6月 24日に発生した 39.8℃の極端高温（「鯨
の尾型・北西風型・0-1日の連続晴天」のタイプ）と 2007
年 8月 16日に発生した 40.9℃の極端高温（「鯨の尾型・
北西風型・4日以上の連続晴天」のタイプ）の形成メカ
ニズムを多角的に調べた．2011年 6月 24日の極端高温
は，関東平野の南部を覆う南西風と北西部を覆う西寄り
の風の収束域の北縁で発生していた．この極端高温の
形成メカニズムを調べるために，オイラー熱収支解析を
実施した．その結果，極端高温形成の主要因は，西寄り
の風の侵入であることが分かった．この西寄りの風の侵
入経路と風下の気温上昇（フェーン）のメカニズムを，

後方流跡線解析・ラグランジュエネルギー収支解析・オ
イラートレーサ実験により調べた．その結果，西寄りの
風の侵入に伴う風下の気温上昇（フェーン）のメカニズ
ムは，典型的なフェーンのメカニズムとして知られてい
る，風上側で降水を伴わないタイプのフェーンと降水を
伴うタイプのフェーンが組合わさった，新たなメカニズ
ム（hybridタイプ）であることが分かった（図 1）．こ
れまで，両者のフェーンは理想的な環境場においては，
発生する環境場が互いに異なるため別々に発生すると
考えられてきたが，上記の結果は複雑地形が存在し現実
的な環境場においては，両者のフェーンが組合わさり風
下の高温をもたらす可能性があることを示唆している．

2007年 8月 16日に発生した極端高温は，おもに以下
に示す 2つ要因が組み合わさった結果，発生したことが
分かった．1) 2007年 8月 16日の前 7日間は，晴天が
連続していた．この前 7日間の連続晴天日数は，1998-
2008年の 7・8月の統計では 12番目に大きい値であっ
た．連続晴天によって土壌が乾燥し，それによって地
表面から大気へ供給される顕熱フラックスが増加して
いたものと推察される．そしてこの顕熱フラックスの
増加が極端高温の発生に寄与していたことが分かった．
このメカニズムは，中部山岳域の土壌水分量の感度実
験によって確認された．2) 数値実験の結果，地表面か
らの非断熱加熱を伴うフェーンの存在が確かめられた．
このフェーンは，気流が中部山岳と首都圏の内陸域の混
合層内を吹走する際に，サブグリッドスケールの乱流拡
散と地表面からの顕熱供給によって加熱され，この加熱
された気流が侵入することによって風下側の地上が昇
温するメカニズムである．後方流跡線解析とラグラン
ジュエネルギー収支解析の結果，この地表面からの非断
熱加熱を伴うフェーンが，先行研究が指摘していた風上
側で降水を伴わないタイプのフェーンに比べて極端高
温の発生に大きく寄与していたことが分かった．

Sea breeze�

Diabatic 

heating�
Adiabatic 

heating�

Convergence line�

Precipi- 

tation�

図 1: 2011年 6月 24日に発生した極端高温のメカニズ
ムの概念図．
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