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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。 

 



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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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)。 


