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1．はじめに 

静止気象衛星から得られる大気追跡風や輝度温度の

データ同化は、気象庁の現業数値予報では欠かせないも

のとなっている。晴天域の輝度温度の同化は多くの予報

センターで行われ、雲の影響を受けた赤外域の輝度温度

については、数値モデルにおける雲の再現性の問題や雲

を考慮した放射伝達モデルを適用する際の仮定等に高度

化の余地があり、現在、研究・開発が進められている段

階である。輝度温度の同化に対して、リトリーブされた

雲物理量を同化するという手法もある。この手法では、

リトリーバル時に加わる誤差や不確実性を考慮する必要

があるものの、輝度温度の同化に比べて計算資源がかか

らないこと、モデルの水物質変数との関係がわかりやす

いことなどの利点がある。 

2015 年に打ち上げられたひまわり 8 号では、可視、

近赤外・赤外域のバンド数が格段に増え、水平解像度は、

赤外 2 ㎞、可視 0.5〜1 ㎞に向上し、時間間隔も全球は

10 分、日本付近では 2.5 分毎になって高頻度になった。

雲頂高度、雲の光学的厚さや雲粒有効半径などの雲物理

量と雲相などについては、ひまわり 8 号で観測される放

射量から高速放射伝達モデル計算を用いたインバージョ

ン解析（最尤推定法）により推定する最適雲解析

（Optimal Cloud Analysis：OCA）が開発され、多バン

ド化・高密度化・高頻度化した観測データにより、より

正確なプロダクトが高解像度で得られるようになった。

これまでに A-train の各種プロダクトと比較しても、良

い精度が得られていることが報告されている（Hayashi 

2016）。 

本研究では、この OCA プロダクトをデータ同化に利

用し、局地的大雨などのメソスケール現象の予測精度を

向上させることを目的としている。雲解析データを初期

値の改善も用いる手法はこれまでにも報告されている

（例えば、Wu et al 1995）が、ひまわり 8号で得られた

観測データは高頻度で高品質であり、このデータを用い

ればより有効に降水予測が改善できると考えられる。今

回は、最適雲解析で得られた情報と予報モデルや空港に

設置してある地上シーロメータ観測との比較をし、更に

NHM-LETKF（気象庁非静力学モデルに基づく局所アン

サンブル変換カルマンフィルタ）（Kunii 2014）を用いて

同化した実験の初期的な結果について報告する。 

 

2．OCAデータの特性 

OCA プロダクトの評価や同化実験を行う期間として、

平成 27年 9月関東・東北豪雨の期間を含む 2015年 9月

7～9日を選んだ。10分ごとの全球観測から、1ピクセル

解像度で OCAプロダクトを作成し、評価や同化実験には、

可視チャンネルが利用できる日中（00～09UTC）のみを

用いた。 

 

2.1 OCAと NHMによる雲水量の比較 

OCAで得られた雲水量（CWP、g m-2）と数値モデル

（NHM：気象庁非静力学モデル，格子間隔 2㎞/鉛直 60

層）より求めた CWPを上記の期間中で 10分毎に比較し

た。NHM の初期値は気象庁のメソ解析から作成し、ス

ピンアップの問題を避けるため、予報時間 6 時間後から

の出力を用いる。 

OCA による CWP（CWPoca）は、OCA で得られる雲

の光学的厚さτと雲粒有効半径 Re、密度ρを用いて、次

式により算出する。 

 

 

CWPocaと比較する NHMの CWP（CWPnhm）は、Jones 

et. al (2013)と同様に、モデル各層（n）の全ての水物質

の混合比（Qn（kg/kg））から、以下の式により、雲底

CBP（hPa）から雲頂 CTP（hPa）まで積算して CWP

へ変換する。 

 

 

ここで gは重力加速度，Pnは n層目の気圧である 

CWPocaとCWPnhmの差の頻度分布を図１示す。CWPoca

が CWPnhm に比べて過少となっていることがわかる。特

に深い対流雲の場合、OCAの光学的厚さは可視反射率に

対して感度が小さくなり、そのため CWPocaが実際より小

さくなっている可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 シーロメータによる雲底高度の比較 

OCA により推定した雲底高度と空港に設置されてい

る地上シーロメータ観測の雲底高度を比較した。雲底高

度 CBH（m）は、OCA による雲頂高度 CTH（m）、水

相に限った CWPである LWP（g m-2）と LWC（g m-3）

より、次式のように求められるとした。 

 

𝐶𝑊𝑃𝑜𝑐𝑎 =  
2

3
𝜌𝜏𝑅𝑒 

 

𝐶𝑊𝑃nhm =  ∑ 𝑄𝑛𝐶𝑇𝑃
𝐶𝐵𝑃  (Pn-Pn-1)/g 

図１．OCAと NHMによる雲水量(g m-2)の差のヒスト 
グラム．CWPocaから CWPnhmを引いている。 

 

 



 

 

 

ここで、LWCの値は、積雲に相当する 0.3を用いた。 

2015年 9月 7～9日の全期間でみると、OCAの雲底高

度はシーロメータ観測より高い傾向になった（図省略）。

これは、OCAで仮定したような雲頂から雲底まで一様に

雲で充填されている単層の雲分布ではなく、多層あるい

は不均一な雲分布を考慮しなければならないことを示し

ている。この問題を回避するため、最初の試みとして、

同化する対象を雲頂の低い「あまり発達していない積雲」

に限定することにした。 

図 2 に、9 日 00～09UTC の OCA とシーロメータに

よる雲底高度の散布図を示す。この期間は、静岡空港

（RJNS）から成田空港（RJAA）にかけて、強い降水域

がかかっていない時間帯では、南の海上からの流入に伴

う下層雲が通過していく様子がひまわり 8 号の可視・赤

外合成画像から確認できた。成田空港（RJAA、赤い■で

示す）や伊豆諸島北部（RJAZ、RJTO、RJTQ、青いマ

ーク）を見てみると、大きくばらついているが、「あまり

発達していない積雲」に対応する光学的厚さが 50以下で

雲頂高度が 700hPa 以下のものに限定すると、両者の低

い雲底が捉えられていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．OCAデータを用いた同化実験  

データ特性調査の結果から、あまり発達していない積

雲を選択するため、OCA データのうち光学的厚さが 50

以下のものをデータ同化に用いた。具体的には、前節の

方法で推定した雲底高度と雲頂高度の間を湿度95％に置

き換えて、湿度データとして同化した（Wu et al. 1995）。

その際、水平数十㎞程度に間引きをし、観測誤差は 30%

に設定した。 

データ同化実験に用いたのは NHM-LETKF で、格子

間隔は 15 ㎞、メンバ数は 50 とした。9 日 00～09UTC

の間に 3 時間同化サイクルを 3 回行って観測データを同

化し、得られた 09UTCの解析値を初期値として、15時

間の延長予報を行った。OCAによる湿度データの同化あ

りを TEST、同化なしを CNTLとし、両者の解析値と予

報値を比較した。 

3サイクル後の 09UTCの 700hPaの水蒸気混合比の解

析値の差（TEST―CNTL）をみると（図 3a）、OCA に

よる湿度を同化したことにより、TEST では南の海上を

中心に水蒸気が増加している。図 3b，cに CNTL、TEST

の 15時間後の 3時間積算降水量予報の分布、図 3dに同

時刻の解析雨量を示す。TEST では、南関東での強雨域

を CNTLよりも良く表している。全予報時刻平均の 3時

間降水量の各閾値でのスレットスコアでみても、CNTL

より改善した（図 4）。TESTでは、OCAによる湿度デー

タの同化により、南からの水蒸気の下層への流入が加え

られたため、CNTL での降水量の過少が緩和されたと考

えられる。今後は、引き続き OCAデータの QC法や同化

手法を検討し、他の事例の実験も行う。 
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𝐶𝐵𝐻 = 𝐶𝑇𝐻 −
𝐿𝑊𝑃

𝐿𝑊𝐶
 

 

図 3 (a)9 日 09UTC における 700hPa 水蒸気混合比の差
（TEST-CNTL），10日 00UTCの 3時間降水量予報(b)CNTL，

(c)TEST，同時刻の(d)解析雨量による 3時間降水量． 
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図４ 全予報時刻平均
の 3 時間降水量(mm)の

各閾値によるスレット
スコア．解析雨量と
10km 格子平均で検証．

実線、点線は TEST，
CNTL． 

図２ 9 日 00～09UTC の雲底高度(m)．縦軸が OCA、横軸 

がシーロメータ． 
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