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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



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。 
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