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1 はじめに

多くの非静力学モデルでは、地面との境界の扱いの容
易さなどから、地形に沿った鉛直座標が用いられてい
る。この地形に沿った鉛直座標での水平気圧傾度力の計
算においては、地形が急峻な領域で大きな離散化誤差が
生じることが知られている。この誤差により循環が生じ
て予測精度に影響を及ぼす場合があるため、水平気圧傾
度力を精度よく計算する試みは以前から行われている
(Klemp (2011); Schär et al. (2002)など)。
気象庁の非静力学モデル asucaも、地形に沿った鉛直

座標が用いられており、地形の急峻な領域で大きな離散
化誤差が生じていることが理想実験で把握されてきてい
る。さらに asucaをベースとした現業モデルMSMの実
事例においても、この誤差は急峻な地形において無視で
きない大きさに成長し、気圧場にも影響を及ぼしうるこ
とも分かった。
本発表では、この誤差の原因となった気圧傾度力計算

の課題と、実事例への誤差の影響について報告する。

2 静止大気実験で生じる風速誤差

上述の水平気圧傾度力の誤差の大きさを見積もるため
に、静止大気実験と呼ばれる理想実験を行った。この実
験は、地表面摩擦・物理過程・コリオリ力を考えない乾
燥大気において、初期状態で水平風速 0m/s、静力学平衡
が成立する水平一様な大気を与え、予報時間が経過して
も静止状態が維持されることを期待する。このことを、
次式の水平鉛直 2 次元の運動量保存式の水平成分で考
える。
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ここで、u,w は水平・鉛直風速、x, z, tは水平・鉛直・
時間方向、ρ, pは密度・気圧とする。F はコリオリや摩
擦力などの項である。
初期条件では風速 0 を仮定しているため移流はなく、

水平一様の仮定から気圧傾度力も 0 であり、コリオリ
力・摩擦・物理過程も無いことを仮定している。そのた
め運動量の時間変化率も 0 となり静止状態が維持され
るはずである。しかし、急峻な地形上で離散的に計算を
行った場合、水平気圧傾度力 ∂p/∂x が精度よく計算さ
れなければ 0にならず静止状態が維持されない。静止大
気実験では、この水平気圧傾度力の精度を見積もること
ができる (Klemp (2011))。
今、asuca で同様の実験を行い、静止状態が維持さ

れることを確認する。Klemp (2011) と同様の鉛直プロ
ファイルを与え、MSMへの影響を考えるために地形は
MSMの最大傾斜程度（水平距離 5000mで標高差 700m
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図 1 静止大気実験の結果。実験開始から 1 時間後の
東西風速 [m/s]。左：現在の asuca の気圧傾度力計算
方法を用いた結果、右：Klemp (2011) の気圧傾度力
計算方法を用いた結果

∗ 現：気象庁地球環境・海洋部海洋気象課海洋気象情報室

程度）の山を考えて実行した結果、予報初期から急峻な
斜面の上空において気圧傾度力が 0とならずに、静止状
態が維持されないことが分かった。図 1左は、静止大気
実験での 1時間後の東西風速の予測結果である。予報初
期の段階から斜面上に風が発生し、その大きさは 1時間
後に 1m/s以上と無視できない大きさに達している。

3 地形に沿ったモデル面における水平気圧傾
度力計算の離散化誤差

asucaを用いたMSMの鉛直座標は、鉛直ハイブリッ
ド座標 (石田, 2008)を用いており、地形が急峻な領域に
おける地面付近のモデル面は、実空間の水平面に対して
大きく傾いている。
このような地形に沿った座標を持つモデルにおいて、
モデル面が傾いた領域で、実空間における水平気圧傾度
力を計算することを考える。水平鉛直 2次元で考えた場
合、x を実空間の水平方向、ξ, ζ をモデル面の水平鉛直
座標、ξx, ζx を x方向へのモデル座標の変換係数として、
水平気圧傾度力を次のように計算する。
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この ∂ p/∂ ξ, ∂ p/∂ ζ を、気圧が値を持つ点の中央で
風速を計算する格子上（Arakawa-C格子）で離散化する
ことを考える。この場合、モデル上で気圧を持つ点の値
p(k,i) から、気圧傾度力を計算する点の東西上下の気圧
pe, pw, pu, pd を求め、中央差分により気圧傾度力を計算
する。東西の点は、気圧のある点の値をそのまま、上下
の点は図 2で示すように各周囲 4点の気圧を線形内挿を
行い、それぞれ次のように求める。
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.

この離散化において、以下に述べるような大きな誤差
が発生する。離散化した水平気圧傾度力と実際の気圧傾
度力の差の大きさは、離散化の計算に利用した各点の気
圧を気圧傾度力を計算する点の周りで Taylor 展開する
ことで、見積もることができる。水平一様な大気におい
ては、地形の傾きを a(=高度差/水平距離)として、ξ, ζ
の高次の微分の項は微小なため除くと、誤差は次の式で
表される。
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図 2 水平気圧傾度力の計算に用いる点。◆：気圧傾
度力を計算する点、●：気圧の値が存在する点、▲：計
算のため、内挿して気圧を求める点



ここで、∆p/∆x, ∂p/∂xは、離散化した気圧傾度力と
解析的に求めた気圧傾度力 (水平一様の仮定のため 0)
で、∆x,∆z はモデルの格子間隔である。
この式から、斜面の傾き a、または水平方向の格子間

隔 ∆xが大きくなるほど、誤差も大きくなることが分か
る。このことは、aや ∆xが大きくなることで、差分や
内挿を計算する点の間隔が広がり、精度が落ちることに
対応している。また、気圧が鉛直方向に非線形で変化が
大きい（すなわち ∂ 3p/∂ z3 が無視できない値を持つ）
ことで、誤差が大きくなることもわかる。さらに、気圧
の鉛直分布が大きく変わらない限り、同程度の誤差が同
じ点で継続して発生する。すなわち、積分時間が長くな
るほど誤差が蓄積し、影響が拡大する可能性がある。
この誤差の値の大きさは、MSM における最大斜度・

格子間隔である a ∼ 0.1,∆x ∼ 5000m,∆z ∼ 50mにお
いて、Klemp (2011) やそれより気圧変化の大きい鉛直
プロファイルである ∂ 3p/∂ z3 ∼ 10−6-10−7 に対して、
積分時間 103-104sで誤差は 1 m/s程度に達する。

4 気圧傾度力誤差を減らす方法

このような、地形に沿った座標における気圧傾度力計
算において生じた離散化誤差を減らす方法として、一つ
は地形の影響によるモデル面の傾きを少なくし、上層の
面が早く水平に近くなるような鉛直座標をとることであ
る。この鉛直座標のとり方を変える方法で離散化誤差が
減少することは、Schär et al. (2002); Leuenberger et al.
(2010); Klemp (2011)などにより確かめられている。
また別の方法として、両隣の格子の上下のモデル面か

ら気圧傾度力を計算する点の高度の値に内挿して、直接
水平差分計算を行う方法が考えられる（図 3）。Mahrer
(1984); Klemp (2011)らの方法では、鉛直格子間隔以上
の距離で鉛直内挿は行わない。そのため、鉛直方向の内
挿誤差を抑えることができる。ただし、地形が急峻な場
合は、隣接格子における同高度の点が地面下に配置され
る可能性があるため、別に計算を行う必要がある。
さらに、上記の方法を組み合わせて計算を行う方法も

ある。すなわち、なるべく傾きが少ない鉛直座標を採用
して、かつ同じ高度に内挿した隣接格子の値から気圧傾
度力を直接計算する方法が考えられる (Klemp, 2011)。
asuca で気圧傾度力の誤差を減らすことを考えると

き、鉛直座標の変更によりモデル面高度が変わると、モ
デル面データのユーザに大きな影響が及ぶ。そのため、
ここではまず気圧傾度力の計算方法のみ直接水平方向に
求める方法に変更し、その実事例への影響を調査する。

図 3 水平気圧傾度力を、気圧傾度力を計算する点と
同じ高度に内挿した気圧から計算する場合に用いる点。
記号は図 2に同じ

5 気圧傾度力の計算方法を変更した場合の水
平風速への影響

前述のとおり、気圧傾度力の計算方法を、Klemp
(2011) に従って変更し、影響を調査した。すなわち、
気圧傾度力を直接水平差分を計算する方法（図 3）に変
更し、片側が地面下に配置される場合は地面上 3点から
二次関数で外挿して求めることとした。図 1左と同様の
条件で理想実験を試みたところ、図 1右の通り、気圧傾
度力の誤差が減少したことで、風速が減少し、静止状態
に近づいた。
同様に実事例でも気圧傾度力の計算方法を変更して
モデルを実行した結果、急な斜面に沿って気圧傾度力に
差が生じ、それに対応して風速にも差が見られた。図 4
は、asucaによる 10分後の東西風の予報結果と計算方法
の変更前後（変更前 −変更後）の差で、700hPa面と断
面図を示している。気圧傾度力の差に対応すると見られ
る、山を中心とした対称な風速差が見られており、この
差は 700hPa面でも 10分で 0.1m/s程度に達している。
差は 24時間後には 1m/s程度と無視できない値になり、
高度場や温度場にも影響を与えると考えられるため、そ
の影響を現在調査している。
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1. はじめに 

大気－陸・海洋間における運動量や熱、

物質の交換は、大気運動を決める最も重要

な要素の一つである。風速や温位等の鉛直

プロファイルは、Monin-Obukhov の相似

則に従うことが知られており、観測結果を

もとにいくつかの関数形が提案されている

(e.g., Businger et al. 1971, Beljaars and 
Holtslag 1991, Wilson 2001)。 
多くの気象モデルでは、相似則をもとに

モデル最下層の値と高度から地表面フラッ

クス量を推定している。多くの気象モデル

で採用されている有限体積法では予報変数

は格子平均値であるが、地表面フラックス

を求める際には予報変数を層中心高度での

値であると仮定している。対数に近い鉛直

プロファイルでは層中心高度での値は層平

均よりも大きい。したがって、従来手法で

は、地表面フラックスの絶対値を過小評価

している可能性がある。そこで本研究では、

層平均値を用いてフラックスを求める手法

の提案をおこなう。 
 

2. 層平均値と層中心高度の差 

風速および温位の鉛直プロファイルは、

摩擦速度 𝑢𝑢∗, 温度スケール 𝜃𝜃∗, Obukhov 長 
𝐿𝐿 から以下のように表される: 

u(z) =
𝑢𝑢∗
𝜅𝜅
�log �

𝑧𝑧
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, 

ϕ は普遍関数である。 
この式を鉛直積分し層平均値を求めると、 
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を得る。ここで、∆𝑧𝑧 は層厚, 

𝑅𝑅𝑧𝑧0 = 1 −
𝑧𝑧0
∆𝑧𝑧

, 

Ψ(ζ) =
1
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粗度、層厚、Obukhov 長を与え、層中

心値と層平均値の差を調べた。ここで、普

遍関数は Beljaars and Holtslag (1991) の
ものを用いた。粗度が大きいほど、また層

厚が小さいほど両者の差は顕著であり、1
割以上の違いがある場合もあることが分か

った。 



3. 層平均値を用いた地表面フラックス計

算スキーム 

鉛直平均した式を使うことで、層中心高

度における値を用いる代わりに、直接層平

均値から以下のように摩擦速度および温度

スケールを求めることができる。 
𝑢𝑢∗ =
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4. 数値実験 

提案手法をラージエディーシミュレーシ

ョンモデル (SCALE-RM; Nishizawa et al. 
2015) に実装し、不安定条件下における数

値実験を行った。実験設定は  Kitamura 
and Ito (2016) にならい、乾燥条件の下、

時間変化する地表面温度を与えた。表 1 に

実験設定の概要を示す。実験は、5 m から

80 m までの 5 通りの解像度 (等方格子) で
行った。 
図 1 は、積分開始 4 時間後からの 1 時間

平均した運動量および顕熱フラックスであ

る。従来の方法ではフラックスの絶対値が

数% 程度小さく、解像度が高いほどその差

が大きくなることが分かった。また、顕熱

フラックスでは提案手法の方が解像度に対

する収束性が良いことが分かる。 

 

図 1. 領域および時間平均した地表面 (左) 運動量フラックスおよび (右) 顕熱フラック
スの解像度依存性。横軸は解像度 [m] である。×および＋印はそれぞれ提案手法およ
び従来手法で得られた結果を表している。□および○は、各解像度および新旧手法そ
れぞれでのアンサンブル平均値を示している。 

表 1. 主な計算設定 
SGS model Smagorinsky type 

(Brown et al. 1994) 
普遍関数 Beljaars and Holtslag (1991) 
背景地衡流 Ug=4, Vg=0 [m/s] 
地表面温度 Ts=291.15+20sin(πt/12) [K] 
コリオリ 2Ωsin(π/4) [1/s] 
粗度 z0m=0.01, z0h = 0.001 [m] 
初期温位 
プロファイル 

θ0=288.15+0.004z [K] 

計算領域 9.6 x 9.6 x 3.2 [km3] 

 



距離基底函数を用いた球面螺旋節点上の浅水波モデル

∗ 榎本剛 (京大防災研)

1 はじめに

球面螺旋を用いると，球面上で準一様な節点を容易に

生成できる [1]。近年, 格子や構造を持たない球面上の節

点に対し, RBF（radial basis function, 距離基底函数）

を適用した 2 次元移流モデル [2] 及び浅水波モデル [3]

が開発された。そこで本研究では，簡潔なコードでスペ

クトル精度（高次精度）が得られる RBF法を用いて球

面螺旋の特性を生かした浅水波モデルを開発する。

1.1 球面螺旋

球面螺旋は, 経度 λと余緯度 θの簡潔な式で表される。

λ = mθ mod 2π (1)

m =
√
nπ とし, 回転軸 z = cos θ 上で n 個の点を等間

隔に取る [4]。本研究では, 南北両半球の節点の個数が同

じになるようにmを偶数に取り, 極付近の非一様性を緩

和するために両極上に節点を置いていない（図 1）。

1.2 RBF法

RBFϕ(r)（ユークリッド距離 rのみの函数）による内

挿は，次のように表される。

s(x) =

N∑
j=1

cjϕ(rj), rj = ||x− xj || (2)

n 個の節点 x1,x2, ...,xn において，そこでの値 f ≡
[f1, f2, ..., fn]

Tと内挿値が一致するという条件（選点法）

f = Ac (3)

を課す。ここで ri,j ≡ ||xi − xj ||に対して

A ≡


ϕ(0) ϕ(r1,2) ... ϕ(r1,n)

ϕ(r2,1) ϕ(0) ... ϕ(r2,n)
...

...
. . .

...
ϕ(rn,1) ϕ(rn,2) ... ϕ(0)

 . (4)

これを解けば，係数 c ≡ [c1, c2, ..., cn]
T が得られる。

微分演算子Dは，A−1と ϕ′(r)/rに比例する要素から

なる行列 B との積D = BA−1 で表される。逆行列を求

めるには，O(n3)の計算が必要となるが，節点の配置の

みに依存するので最初に一度だけ計算しておけば良い。

図 1 節点数 n = 529の球面螺旋

2 浅水波モデル

3次元デカルト座標系の浅水波方程式は

∂u

∂t
= −(u · P∇)u− f(x× u)− gP∇h− µx (5)

∂h

∂t
= −P∇ · (hu). (6)

ここで運動を球面上に拘束するため, 微分に対しデカ

ルト空間から球の接平面に投影する線型演算子 P ≡
I−xxT を作用 [3]させ, 時間変化に Lagrangeの未定乗

数 µ ≡ x · (u · P∇u+ g∇h)として運動方程式 (5)に強

制項を付加 [6]している。微分演算子の計算には

Bd
i,j = [dix

T
i xj − dj ]

ϕ′(rj(xi))

rj(xi)
, rj(xi) ≡ ||xi − xj ||

(7)

を用いる。ここで dは x, y, z のいずれかである. 時間積

分には，4次のルンゲクッタ法を用いた。

3 結果

節点数 4096 の最小エネルギー節点 [2, 3] と球面螺旋

節点について, Voronoi分割により面積の重みを計算し,

4π/n からのずれを図 2に示す。どちらもほとんどの場

所で誤差が ±1% 以内であるが, 球面螺旋の節点の誤差

は螺旋の曲率が大きい極付近に集まっているのに対し,

最小エネルギー節点は線状に分布している。

球面螺旋節点上の 2 次元移流モデルを用いて剛体回

転による移流実験（case 1）で用いた RBF はガウス型

の ϕ(r) = exp(−(εr)2)（ε は形状パラメタ）である。

α = ε∆x = 0.55 を固定し, 平均的な ∆x =
√

4π/n に

対して εを変化させる。cos型の山（∆t = 30分）では,

3 次精度を超える精度が，ガウス型の山（∆t = 10 分）



a) b)

c) d)

図 2 節点数 n = 4096の最小エネルギー (a, c)[5] 及

び球面螺旋 (b, d) 節点の重みの一様 4π/nからのずれ

(%)

表 1 節点数 n = 1849 での定常状態実験における h

の相対誤差 ℓ2。ME 及び SH はそれぞれ最小エネル

ギー節点及び球面螺旋節点。

case node ε ℓ2

2 ME 4 7.53× 10−9

2 SH 4 3.02× 10−9

3 ME 3.25 2.30× 10−7

3 SH 3 1.57× 10−7

で指数函数的な誤差の減少が得られた（図 3）。

定常非線型地衡流の実験では, デカルト座標で定式化

した浅水波モデルを用いる。RBFは，多重二乗 ϕ(r) =√
1 + (εr)2 を用いた。球面螺旋でも，最小エネルギー

節点と遜色ない結果が得られた（表 1）。

4 まとめ

簡単に一様性の高い節点を生成できる球面螺旋の特徴

を活かすため，座標系に寄らない RBF法を採用した浅

水波モデルを作成した。浅水波標準実験の結果, このモ

デルがスペクトル精度を持つことを確認した。定常非線

型地衡流の実験で, 球面螺旋節点でも,先行研究で用いら

れた最小エネルギー節点を用いた場合と遜色のない精度

が得られる。RBF法は O(n2)の計算量を必要とするが,

少ない節点で高い精度が得られることから, 本研究で開

発した力学コアは有用な手法であると考えられる。

23 32 43 56 64

23 32 43 56 64

a)

b)

図 3 (a) cos 型（N = 529, 1024, 1849, 3136, 4096，

破線は N−3/2），(b) ガウス型の山　（N =

100, 400, 900, 1600, 2500, 3600）の移流実験。◦ 及び
×はそれぞれ ℓ2 及び ℓinf ノルム。
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表 1．雲氷・雪・霰それぞれの温度域別昇
華成長量と雲粒捕捉成長量を表す変数． 

 

 

図 1. (a) 氷粒子混合比．(b) 水滴混合比．雪
粒子の (c) -36<T<-20℃, (d) -20<T<-10℃, 
(e) -10<T<-4℃における昇華成長量．(f) 雪
粒子の雲粒捕捉成長量． 

バルク法雲物理モデルを用いた粒子特性診断の精緻化に向けて 
*橋本明弘 1，三隅良平 2，折笠成宏 1 

1 気象研究所，2 防災科学技術研究所 

 

１．はじめに 
 雲・降水粒子の密度や形状は，雲・降水の

生成過程に深く関与し，大気の水・熱循環に

影響を与える．また，リモートセンシングによる

地球環境監視や防災的観点からも重要な要

素である．そのため，ビン法や超水滴法等を

はじめとして粒子特性を精緻に表すためのモ

デル開発が進められるとともに、それらを応用

した研究がなされているが，それには膨大な

計算コストが必要なため、汎用性は高くない．

一方，汎用的な気象モデルでは，粒子特性は

極めて簡単な形でしかモデル化されておらず，

直接観測やリモートセンシング観測で捉えられ

た粒子の特徴に関するデータの多様性に追

随できない．この問題を解消するため，気象庁

非静力学モデル(JMA-NHM)のバルク法雲物

理過程を多変数化し，雲・降水の粒子特性を

従来よりも精緻な形で診断できるよう改良し

た．  

２．数値モデル 
  JMA-NHM の雲物理過程は，大気中の氷

粒子を雲氷・雪・霰の３クラスに分け，それぞれ

の総混合比・総数濃度・地上降水量等によっ

て，大気中の降雪粒子の分布や地上降雪量

を予測する．そのため，モデルが表現できる氷

粒子のタイプは高々３つであり，実際の降雪に

おいて観測される多様な粒子タイプに着目し

た議論に用いるには限界があった(Hashimoto 
et al., 2017)．今回，雲氷・雪・霰それぞれの温

度別昇華成長量および雲粒捕捉成長量を新

たな予報変数として組み込んだことにより（表

１），粒子密度や形状に密接に関わる素過程

別の粒子成長量を，粒子の生成から降水を経

て地上に至るまで，追跡できるようになった． 
 



 

 
図 2. 素過程別成長量の寄与率を円グラフ化して表した粒子特性分布．背景は氷粒子混合比(図 1a)． 

３．数値実験 
  このモデルを使い，2 次元理想大気におけ

る山岳性降雪実験を行った．図 1 は，計算開

始から 13 時間後の結果である．雲頂高度は 4
〜5km（雲頂温度-40〜-30℃），過冷却雲粒は，

山岳上空に分布していた（図 1a, 1b）． 
 図 1c は，雪粒子混合比のうち，-20〜-36℃
の温度域における昇華成長によって生成され

た成分の分布である．ドメイン風上側（左側）で

は，ちょうど-20〜-36℃に分布し，ドメイン中ほ

どに行くにしたがい，落下や鉛直流によって上

下に広がっている．図 1f は，雪粒子の雲粒捕

捉成長によって生成された成分の分布である．

過冷却雲粒が盛んに生成される山岳上空で，

雲粒捕捉が強化されている． 
 図 2 は，雪粒子混合比に対する各素過程の

寄与率を円グラフで表している．雲粒捕捉

（Psacc）に着目すれば，雪粒子の雲粒付きの

度合いを評価することができる．また，昇華成

長における成長モードの観点から， -10〜

-20℃で a 軸成長，その前後の温度域で c 軸成

長が卓越することを考慮すると，温度別昇華

成長の各寄与率から，どのような晶癖が卓越

するかを推定できる． 

４．まとめ 
 温度別昇華成長量および雲粒捕捉成長量

を新たな予報変数として組み込むことで，素過

程別の成長量を，粒子の生成から降水を経て

地上に至るまで追跡できるようになった．素過

程が粒子密度や形状に密接に関連しているこ

とから，この手法を用いて，降雪粒子の物理特

性を，従来よりも遥かに精緻な形で予測できる．

今後，実大気条件のもとでの数値実験（橋本

ほか, 2017）を併せて行い，この手法の適用可

能性について検討を進める予定である．  
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Evaluations of thermodynamic phases of clouds in NICAM using Joint simulator 

and CALIPSO 
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1. Introduction 
It is important to evaluate and improve the cloud 

microphysics schemes in non-hydrostatic models such as 

NICAM (Satoh et al. 2014) using observation data. One of 

methods is a radiance-based evaluation using satellite data 

and a satellite simulator, which avoids making different 

settings of the microphysics between retrieval algorithms and 

NICAM. 

Depolarization ratio is defined as the ratio of backscatters in 

the planes of polarization perpendicular and parallel to the 

linearly polarized incident beam. Depolarization ratio has 

been used for inferring the cloud phase and the nature of ice 

crystals. Yoshida et al. (2010) developed a method that 

enables discrimination of vertically resolved cloud particle 

types based on depolarization ratio and a new parameter (x) 

estimated from two attenuated backscattering coefficients in 

neighboring layers using a Cloud-Aerosol Lidar and Infrared 

Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO). These 

parameters can discriminate between water and ice particles.  

We evaluated thermodynamic phases of clouds in a NICAM 

using Joint simulator and CALIPSO following Yoshida et al. 

(2010).  

 

2. Experimental design and data 
NICAM is a global, non-hydrostatic model that can be 

applied regionally by transforming the horizontal grid system 

to focus on a region of interest (stretched NICAM; Tomita 

2008a). The analysis domain is the region of the Southern 

Ocean between 45°S to 65°S and 170°E to 170°W. Mixed 

phased clouds are dominant and a convective system occurs. 

We focused on the period from 00:00 UTC on January 2 to 

00:00 UTC on January 3, 2007. Two microphysics schemes, 

the original NICAM Single-Moment Water (NSW6) scheme 

(hereafter, CON; Tomita, 2008b) and the modified NSW6 

scheme (hereafter, MODI) following Roh et al. (2017), were 

used and evaluated in this study.  

For the evaluation, we used Joint simulator (Hashino et al. 

2013) as a satellite simulator and developed the simulator of 

depolarization ratio in Joint simulator. A merged dataset for 

CloudSat CPR radar and CALIPSO lidar is used as 

observation data. (Hagihara et al. 2010, hereafter, KU data). 

In order to increase the sample size, the Ku data for the month 

of January 2007 is compared to the simulation. 
 

3. Results 
Figure shows two-dimension frequency distributions of x 

and depolarization ratio for mixed phased clouds between -

20℃ to 0℃ among KU data, CON, and MODI. The 

observation shows frequencies of 2D plate ice clouds and 

super-cooled water clouds are dominant in the cloud particle 

diagram of Yoshida et al. 2010. The peak of frequencies 

located from 0% and 3% of depolarization ratio related to 2D 

plate ice clouds. CON and MODI shows overestimation of 

frequencies of 3D ice clouds than the observation data. The 

peak of frequencies is between 20% and 40% of 

depolarization ratio. Both simulations do not reproduce 

frequencies of the 2D plate regimes, because 2D plate ice is 

not considered in microphysics of NICAM and Joint 

simulator. It is needed to understand and consider 2D plate 

ice clouds in microphysics of NICAM and Joint simulator.  

 

 

 
 

Figure. Joint histograms of clouds in terms of x and 

depolarization ratio () between -20℃ to 0℃ in January 2007. 

a) is from CALIPSO data. b) is from CON, and c) is from MODI. 

PDFs of cloud occurrences are shown on the below. 

 

 
MODI underestimates super cooled water clouds comparing 

to observation and CON. To improve the simulation of 

supercooled water clouds in MODI, we investigate the 

microphysical processes related to supercooled water clouds. 

We try to consider and evaluate the effects of 2D plate ice 

clouds in a satellite simulator. 
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構造物高さのばらつきが及ぼすキャノピー内の乱流特性への影響 

*吉田敏哉（京大院理）・竹見哲也 (京大学防災研) 

 

1. 研究目的 

 都市構造物に覆われた地表面は気象場を大きく

変えるインパクトをもつため、気象モデル利用にお

いて都市の影響を適切に表現することが望ましい。

Macdonald (2000)は植生キャノピーのアナロジー

から、ブロックを並べた地表面におけるキャノピー

内平均風速を高度の指数関数で解析的に表現した。

しかし近年の DNS や LES を使用した計算結果は、

キャノピー内の風速プロファイルは指数関数で表

現されないことを示した (Castro 2017)。これは指

数関数的なプロファイルを導出する際の、キャノピ

ー内の混合長や抵抗係数を一定にする仮定に問題

があるからである。実際、LES, DNSから求められ

たキャノピー内の混合長や抵抗係数は高度に依存

して変化する。都市キャノピー内の流れ場を正しく

扱う上でこれらの影響を考慮することは重要であ

る。 

 一方、多くの先行研究では、高さと配置が一様な

ブロック列上の流れ場を対象としている。実際の都

市構造物はその高さや配置の非一様性が非常に大

きいため、一様なブロック列を使用した研究のみで

は不十分と考えられる。そこで本研究では高さのば

らつきを有すブロック列を使用した流れ場の解析

を行った。 

 

2. 実験設定 

 本研究では中立成層大気を対象とした、高さのば

らつきを有すブロック列上の LES を実行した。計

算領域は主流方向 4 km・スパン方向 2.4 kmで、水

平解像度は 2 mとした。計算領域内には図 1で示さ

れたようなブロックが繰り返し並べられている。建

物高さのばらつきの影響を調べるために、建物高さ

の標準偏差と平均高さ𝐻𝑎𝑣𝑒の比𝑉ℎが0.0, 0.5, 1.0とな

るようなブロック列を用いた。ブロックの密度を示

す建ぺい率𝜆𝑝は 0.25 としている。本研究では流入

境界に別計算領域で作成した乱流境界層流をタイ

ムステップ毎に与えている。また、以下で述べる統

計量は計算領域下流で時間空間平均されたもので

ある。 

 

3. 結果 

 図 2 にレイノルズ応力−𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ と鉛直シアー𝑑𝑈 𝑑𝑧⁄

の鉛直プロファイルを示す。レイノルズ応力は建物

高さのばらつき度合を示す𝑉ℎが増加するほど大き

くなり、そのピークの高度も高くなっていることが

分かる。続いて鉛直シアーは、𝑉ℎ = 0.0の場合、平

均高さ付近で急激に強くなっている。これは建物高

さが揃っていることで、キャノピー内外の風速差が

大きくなるためである。𝑉ℎ = 0.5, 1.0のケースでは鉛

直シアーのピークが２つの高度に現れており、それ

ぞれ図 1で示されている大小のブロックの高さに対

応すると考えられる。また、𝑉ℎ = 1.0のプロファイ

ルは𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 1.5あたりでほとんどゼロになってお

り、この高度付近では風速が鉛直方向にほぼ一定に

なっていることが分かる。 

 続いて混合長𝑙𝑚の鉛直プロファイルを図 3a に示

す。ここで、𝑙𝑚 = (−𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ )
1

2/(𝑑𝑈/𝑑𝑧)として計算し

た。𝑉ℎ = 0.0の値はキャノピー内に極大値をもつよ

うなプロファイルとなっており、この特徴は既往研

究の結果と一致する。𝑉ℎ = 0.5のケースでは大小の

ブロックに応じたピークが見られる。𝑉ℎ = 1.0のケ

ースでは𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 1.5あたりでかなり大きなピーク

が見られる。これは図 2b で示されているように、

この高度で鉛直シアーがゼロに近いためである。図

3b ではそれぞれのケースの最大建物高さ𝐻𝑚𝑎𝑥で規

格化したプロファイルを示す。 図から𝐻𝑚𝑎𝑥を使用

した場合、𝑉ℎ = 0.0, 0.5のケースは𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 0.5~1.0

の高度で値が一致しており、キャノピー内上部の流

れ場が類似していることを示唆する。ただし、𝑉ℎ =

0.5のケースは、𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 0.5以下で極小値を示して

おり、高さのばらつきにより混合長の鉛直変化が激

しくなっていることが分かる。一方で、𝑉ℎ = 1.0の

プロファイルは𝑉ℎ = 0.0, 0.5と大きく異なり、

𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 0.5付近で大きなピークを示す。本研究で

は、それぞれのブロックは直線状に配置されている

が、高いブロックは千鳥格子状に配置した(図 1)。

先行研究ではキャノピー内の混合長はブロックの

配置の違いによって変化することが示されており、

千鳥格子状の配置の場合、𝑧 𝐻𝑎𝑣𝑒⁄ = 0.5付近にピー

クが現れる。この特徴は𝑉ℎ = 1.0の結果と一致して

いる。つまり、𝑉ℎ = 1.0のケースでは小さいブロッ

クの影響がほとんどなくなり、大きいブロックによ

って流れ場が支配されているということが示唆さ

れる。 

 以上のように、キャノピー内の流れ場は建物高さ

のばらつきやブロック配置の違いによってその特

徴が変化し、混合長のプロファイルもその変化の影

響を受けることが示された。 

 

４. まとめ 

 本研究では構造物高さのばらつきが及ぼすキャ

ノピー内の流れ場への影響を評価するため、LESを

用いた解析を行った。本研究により、キャノピー内

の混合長は構造物高さのばらつきや構造物の配置

の違いにより大きく変化することが分かり、キャノ

ピー内で一定とする従来の仮定には問題があるこ

とが示された。 
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図 1: 計算領域に配置されたブロック列。(左) 𝑉ℎ =

0.0, (中) 𝑉ℎ = 0.5, (右) 𝑉ℎ = 1.0。 

 

 

 

図 2: (a)レイノルズ応力と(b)鉛直シアーの鉛直プロ

ファイル。高度 zは𝐻𝑎𝑣𝑒で規格化されている。 

 

 

 

図 3: 混合長の鉛直プロファイル。(a)𝐻𝑎𝑣𝑒で規格化

した場合, (b) 𝐻𝑚𝑎𝑥で規格化した場合。(a)と(b)で縦

軸と横軸のスケールが異なる。 
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竜巻状渦を生ずるメソβスケール渦の数値シミュレーション 
*栃本英伍 1・横田祥 2・新野宏 1・柳瀬亘 2 

（1：東京大学大気海洋研究所、2：気象庁気象研究所） 

 

1. はじめに 

 2015年 9月 1日 0300 JST〜0400 JST頃にかけ

て、対馬の海上において強い突風が生じ、これ

により漁船 6 隻が転覆、5 名が死亡、1 名が行

方不明となる甚大な被害がもたらされた。この

突風は温帯低気圧の北東象限において形成さ

れた直径数十 km 程度のメソ βスケールの渦内

部で発生した竜巻状渦によると考えられる。本

研究は、温帯低気圧〜メソβ渦〜竜巻状渦に至

る階層構造を明らかにするために、数値シミュ

レーションを行った。 

2. 使用データと数値モデル 

使用した数値モデルは気象庁非静力学モデ

ル（JMANHM）で、初期値・境界値には 3 時間

ごとの気象庁メソ解析値（水平格子間隔は 5km）

を用いた。竜巻状渦を解像するために、３重ネ

ストした最も内側領域の水平解像度を 50m 

(NHM50m)に設定した。また、中間の領域、外

側 の 領 域 の 水 平 解 像 度 は そ れ ぞ れ

350m(NHM350m), 2 km(NHM2km)とした。最も

内側の鉛直層数は 100 層で地表面付近は 10 m

間隔、モデルトップ付近は 450m 間隔のストレ

ッチ格子を用いている。雲物理過程には氷相を

含むバルクモデルを用いており、積雲パラメタ

リゼーションは用いていない。積分開始時刻は

NHM2km が 2015 年 8 月 31 日 15UTC である。

また、メソβ渦の発生・発達過程を調べるため

に、2015 年 8 月 31 日 09UTC から積分を開始す

る水平解像度 2km の実験（NHM2km09）も行い、

さらにメソβ渦の起源を高精度で調べるため

に 350m の 解 像 度 を ネ ス ト し た 実 験

（NHM350m09）を行った。 

3. 結果 

a. メソβ渦内部の微細構造と時間発展 

 NHM50m によりメソβ渦内部で複数の竜巻

状渦が繰り返し発生・消滅を繰り返す様子が再

現された。これらの竜巻状渦に伴い、地表近く

の鉛直渦度が最大で 1 s-1を超え、風速は 55 m s-1

に達した。このことから、漁船の転覆を引き起

こしたのはこれらの竜巻状渦であることが示

唆される。また、これらの竜巻状渦は、メソβ

渦の中心西側の水平シアが大きい領域で発

生・強化を繰り返すことから、シア不安定によ

り生じていることが示唆される。 

 
図 1 NHM50m によって再現された、右図は高度 30 
m の雨水混合比（陰影）と海面気圧（実線）、左図

は渦度（陰影）と海面気圧（実線）。 
 
b. メソβ渦の構造 

 再現されたメソβ渦の構造は、地表面付近で

渦度が最大になるという特徴を示していた。こ

の特徴は高度１km 付近よりも上空に強い渦度

を持ち、竜巻をしばしば生ずるスーパーセルと

は異なる特徴を持つ。 



c. 渦度の時間発展 

 渦の時間発展を調べるために、各時刻におい

て水平 10 km で平滑化された渦度が、高度 500 

m で最大の地点を渦中心と定義した。このよう

に定義した渦の中心まわり 60 kmで領域平均し

た渦度は、まず高度 1000 km-1500 km 付近で強

化され、その後高度 500m 付近で強化される様

子が見られた（図 2 左）。一方、渦度の最大値

は、1700-1730 UTC 頃に高度 1000 km よりも上

空で強化された後、地表面近くで急速に増加し、

1920UTC 頃には 1x10-2s-1程度まで発達した（図

2 右）。 

d. 渦度収支解析 

 渦度の時間発展に対する物理的な要因を明

らかにするために、渦の中心まわり 60 km 領域

における渦度収支解析を行った。渦度方程式の

各項の和は、実際の渦度の時間変化とよく対応

していた(図省略)。そこで、渦度の時間変化に

対する各項の寄与を調べた。 tilting（立ち上げ）

項は高度 1km 付近で大きな正の寄与を持ち、

1800UTC 頃まで持続していたが、その後小さく

なっていた（図 3 左）。stretching（引き伸ばし）

項も 1700UTC 頃までは高度１km 付近で正の寄

与が最も大きかったが、その後、さらに下層で

徐々に寄与が大きくなり、1810 頃からは地表面

近くで急速に大きくなっていた（図 3 右）。一

方で、鉛直移流と水平移流は、高度 2km よりも

下層ではほとんど負に寄与していた。また、ソ

レノイド項は他の項と比較して寄与が非常に

小さかった。これらのことから、メソ β渦の形

成〜発達初期（1630-1830UTC）においては、立

ち上げおよび引き伸ばしにより高度 1km 付近

で渦が強化され、発達期（1830-1930UTC）にお

いては、さらに下層の地表面近くにおける引き

伸ばしにより渦が急速に強化されたことがわ

かった。 

 

e. 循環解析 

続いて、海面近くにおける強い渦度の起源を明

らかにするために、ラグランジュ的な循環の解

析を行った。1908UTC における地表面近くの強

い渦度のまわりを囲む閉曲線上に設置した 800

個の空気塊について後方流跡線解析を行い、循

環の時間変化を求めた。また、循環の時間変化

に対する傾圧項と摩擦項の寄与を調べた。その

結果、もともと大きな値を持っていた循環が時

間とともに摩擦によって減少するものの、大き

な値を保ったまま収束し、海面近くの強い循環

の起源となっていることがわかった。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 2. 渦の中心周り 60 km で平均した渦度（左図; 
x10-4）と渦度の最大値（右図; x10-3）の高度—時間

断  

図 3. 渦度方程式の立ち上げ項（左図; x10-7）と

引き伸ばし項（右図; x10-7）の時間—高度断面。 



雲解像モデルによる弱風域における水蒸気フラックスが台風の発達に及ぼす影響 

*青野憲史・岩崎俊樹・佐々井崇博（東北大院理） 

 

1. はじめに 
台風は暖かい海上(26.5°C 以上)で発生し、

海から蒸発する水蒸気の凝結熱をエネルギー
として発達する。台風発達の主な理論は、摩
擦収束に基づく CISKと風蒸発フィードバッ
クによる WISHE がある。CISK は渦と積雲
対流群との相互作用に着目し、台風中心付近
の対流が水蒸気の収束を促すフィードバック
を考えている。WISHE は海面蒸発量が風速
に依存することから、海面蒸発の増加と渦の
強化に正のフィードバックが成立し台風の強
化につながると述べている。 

台風のエネルギー源となる水蒸気の海面蒸
発量は風速に比例する(風蒸発)。したがって、
蒸発量には弱風域で小さく強風域で大きくな
る動径コントラストが形成される。この動径
コントラストが台風に及ぼす影響は、風蒸発
の交換係数に上限を設ける実験等により先行
研究がなされている。しかし、交換係数に下
限を設ける実験は行われていないため、風速
依存性により弱風域で蒸発量が小さくなる時、
台風発達がどのようになるのか十分に明らか
でない。そこで、本研究では非静力学モデル
を用いて水蒸気の交換係数に変更を加えた理
想化実験を行い、弱風域の蒸発量が台風の発
達に与える影響を調査した。 

 

2. 手法 
本研究で用いたモデルは気象庁非静力学モ

デル JMA-NHM である。計算領域は水平解
像度 2 kmで 2000 km四方をとり、鉛直には
高度 26.52 kmまで 51層に設定した。環境場
(気温、湿度)の鉛直プロファイルは、長期再
解析 ERA-Interimの 8月の 2011-2015年平
均 値 を 北 西 太 平 洋 領 域 (130°E-170°E, 

5°N-25°N)で平均して水平に一様に与えた。海
面水温は 29 °Cで一定とした。初期接線風は
次式で与えた。 

𝑣 =
2𝑉0𝑟/𝑅

1 + (𝑟/𝑅)3
                       (1) 

R =120 km、V0 =15 m s-1とした。rは台風中
心からの距離である。 

JMA-NHM の地表面水蒸気フラックスを
次のように変更した。 

𝐹𝑞 = 𝐶𝑞𝑉′(𝑞𝑠 − 𝑞)                    (2) 

𝐶𝑞 = 1.2 × 10−3とした。q は比湿であり、添

え字 sは地表面を示す。式(2)の風速 V’は、次
の関係を満たすものとする。 

𝑉′ = max(𝑉, 𝑉𝑞)                        (3) 

Vはモデルの地表面風速である。式(3)のパラ
メータ Vqに 0 m s-1 (CTL)、5 m s-1 (Vq05)、
10 m s-1 (Vq10)、15 m s-1 (Vq15)の 4つの値
を与え、感度実験を行った。 

 

3. 結果 
図 1は各実験の強度と大きさの時間変化で

ある。CTL実験では 30 hから急発達してい
るが、パラメータ Vqを増やすごとにそのタイ
ミングが遅れた。最終到達強度は Vq05 との
差は小さいものの CTLで一番強く、Vq10、
Vq15の順で弱くなっている。半径 300 km内
で領域平均した運動エネルギーを比較すると、
CTL では時間積分の経過とともに大きくな
り、Vq実験(Vq05、Vq10、Vq15)では定常状
態に達している。ただし、Vq10と Vq15との
間でその差は小さかった。高度 420 mの風速
半径は、CTLは急発達に伴って 30 h後に立
ち上がり、徐々に大きくなった。Vq実験は風
速半径の増加が途中で止まった。これらは運
動エネルギーのパターンと整合する。 

 

 
図 1：地表面最大風速、領域平均運動エネル
ギーおよび 17 m s-1風速半径の時間変化。 



図 2は軸平均した降水量と接線風速の時間
変化を示す。CTLは半径 20 kmに強い降水
(壁雲)があり、そこから外側に向かって伸び
る降水帯(レインバンド)を持った構造になっ
た。風速半径は時間とともに増加しており、
サイズの拡大を示唆する。Vq実験は交換係数
の下限値の設定により、台風の半径 200-300 

km より外側で降水が活発で、半径 100-200 

km 付近では降水が見られず、レインバンド
は不明瞭であった。 

図 3は発達期における台風の 2次循環を示
す。CTLは下層および中層に強いインフロー、
上層にアウトフローが形成された。角運動量
が中心へ輸送されてサイズの拡大と強度の増
加をもたらしたと考えられる。Vq 実験は 2

次循環が弱く、上層から低湿度空気塊が中層
に流入する構造を示した。対流圏中層雲の形
成を抑制し、降水に伴う非断熱加熱を抑制し
たと考えられる。 

 

4. 考察 
水蒸気の交換係数に下限を設けた結果、台

風の構造に大きな違いが見られた。成熟期に
おける下層の相当温位(図 4)は、Vq 実験が
CTLと比べて高いものの、動径コントラスト
は弱い。CISK を踏まえれば、摩擦収束があ
れば下層に多くの水蒸気があるほど台風はよ 

 

 
図 2：軸平均した降水量(シェード)と接線風速
(等値線、5 m s-1間隔)の半径-時間断面図。 

り強く発達するはずであるが、今回の結果と
は整合しない。摩擦収束によるフィードバッ
クを考えている CISKによる台風発達は、下
層の収束流を必要とする。本結果のように外
側で蒸発が活発である場合、下層の気圧傾度
が弱くなり、水蒸気や角運動量の中心への輸
送が抑制されると考えられる。これは蒸発量
が多いだけでは台風発達には不十分で、動径
コントラストが重要であることを示している。
一方、WISHE から、相当温位の動径コント
ラストの強化によって台風が発達することが
示唆される。WISHE の風蒸発フィードバッ
クは、弱風域で蒸発が抑制されることの重要
性を含んでいる。Vq実験は蒸発量の動径コン
トラストが弱いため、多量の水蒸気量にもか
かわらず発達が抑制されたと考えられる。台
風の発達には水蒸気量だけではなく動径コン
トラストの形成が重要であり、交換係数が風
速依存性を持つことによって台風の組織化に
有利に働いている可能性がある。 

 

 
図 3：発達期における軸平均した質量流線関
数(等値線、1×108 kg s-1間隔)と相対湿度(シェ
ード)の半径-高度断面図。 

 

 
図 4：高度 0-100 mで平均した相当温位の半
径方向の分布。 



台風 1610号(Lionrock)の数値シミュレーションにおける海洋の役割 

和田 章義 1, 小山 亮 1, 吉村 裕正 1, 中野 満寿男 2, 中川 雅之 1 
(1:気象研究所、2:海洋研究開発機構) 

 

１．はじめに  

2016年台風第 10号（Lionrock）は 8月 21日1200UTC

に日本の南海上で台風へと昇格した後南西進し、反

時計回りの経路を進んだ後に北東方向に転向、北西

に進路を変え日本に上陸した。北日本太平洋側への

台風上陸は 1951年の統計開始以降初めてであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１（a）Hiwamari8 の赤外域（Band13: 10.4µm）におけ

る輝度温度分布。時刻は８月 30 日 0730UTC。（b）衛星マ

イクロ波による８月 30日の日別海面水温分布。 

 

Lionrock は 8 月 28 日 0600UTC に最大強度に達し

た。その後衰退期であったにもかかわらず、

Himawari-8（Bessho et al。、2016）は8月30日0730UTC、

台風が北日本に上陸する直前で対流バースト（Riehl 

and Malkus, 1961, Steranka et al., 1986）を観測

した（図 1a）。気象庁ベストトラックデータセット

ではこの対流バーストが生じた期間、目立った強度

変化は解析されていない。台風の成熟期から衰退期

にかけて、台風経路の右側に海面水温低下域が形成

されていた（図 1b）。 

Lionrockの強度変化及び予測可能性を理解するた

め、ここでは水平解像度 3km 非静力学大気波浪海洋

結合モデルによる数値シミュレーション（和

田,2017）、領域大気海洋結合同化システム(Wada and 

Kunii, 2017)による Lionrock 及び海面水温解析、及

び２つの水平解像度 7km メッシュの全球非静力学モ

デル（Nakano et al., 2017）を用いて数値実験を実

施した。２つの全球モデルとは、気象研究所が開発

した２重フーリエモデル(DFSM)、海洋研究開発機構

（JAMSTEC）、理化学研究所及び東京大学が開発した

正 20 面体大気モデル(NICAM)である。 

２．結果 

2.1 対流バースト 

非静力学大気波浪海洋結合モデルにより３通りの

実験を実施した。「FIX」実験は非静力学大気モデル

による実験、「CPL」実験は大気波浪海洋結合モデル

による実験を表す。また「SEN」実験は 8月 29日 2100 

UTC まで大気波浪海洋結合モデルにより数値シミュ

レーションを実施し、以後は非静力学大気モデルに

より数値シミュレーションを実施した実験を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ ベストトラック及び３つの実験での（上図）最大風

速の時系列、 （下図）中心気圧の時系列。 
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FIX実験・SEN実験では 8月 29 日 2100 UTCから 8

月 30 日 0900 UTC にかけて最大風速は急速に増加し

た（図 2上）。CPL実験ではベストトラックで見られ

た最大風速の単調な減少が良好に再現された。一方

で中心気圧にはどの実験とも大きな中心気圧の降下

は見られなかった（図２下）。 

2.2 海面水温場の変化 
図 1b で示した台風による海面水温低下域の形成

について、2016 年８月 15 日から８月 31 日まで、

NHM-LETKF を元に開発した領域大気海洋結合同化シ

ステムを用いて解析実験を行った。メンバー数は50、

水平解像度は 15km、AMSR2の海面水温（JAXA作成）

L2 データを観測データとして用いた。同化サイクル

は６時間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３  データ同化により得られた８月 30 日の日別海面水

温分布。 

 

図３から図１b で示された台風により形成された

進行方向右側での海面水温低下域が解析されている

ことがわかるものの、海面水温低下量は小さい。L2

レベルのデータでは現れない低い海面水温が衛星マ

イクロ波による日別海面水温データプロダクトに現

れている可能性があることに注意する必要がある。

しかしながらデータ同化結果は台風を解像するには

水平解像度が粗いことから、実際に海面水温が低い

ことも十分考えられる。現場観測等を用いた検証を

今後実施する予定である。 

2.3 予測可能性 
８月 23 日 0000UTC を初期値として、物理過程の

異なる２種類の DFSM 及び NICAM を用いて台風

予測実験を実施した。図４に中心気圧の予測結果を

ベストトラック解析値とともに示す。DFSM は物理

過程が異なっていても、台風中心気圧を過大に降下

させる傾向にあるのに対し、NICAM の結果はベス

トトラック解析値に対して、やや過大となった。図

1b、図３の海面水温低下の台風予測に対する効果は

本実験において含まれていないことを考えると、

NICAM の結果は海洋モデルを結合することにより

改善される可能性がある。 
DFSM については、大規模凝結を計算するサブル

ーチン内を整理し、PDF を計算するために使われる

範囲を 0.2~0.5 から 0.04~0.2 に変更した。これによ

り中心気圧の過剰な降下は見られなくなった。全球

降水分布では局所的な降水が目立つようになったこ

とから、台風強度予測改善のためにより慎重に物理

過程を見直す必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４  DFSM,NICAM 及びベストトラックによる中心気圧の

時間変化。実線は８月 23日 0000UTC初期値実験にて DFSM

の物理過程の一部変更を行った結果。破線は８月 23 日

0000UTC初期値実験そのもの。 

 

３．議論とまとめ 

移動する台風により形成される海面水温は、従来

から台風発達を抑制する役割をもつものとして、考

えられている。ここではより小さいスケールでの対

流の抑制に果たす役割を示した。しかしながら海面

水温解析そのものにも誤差が含まれることから、現

場観測データを用いた解析・モデル検証は台風だけ

でなく、海面水温についても必要である。全球非静

力学大気モデルの海洋結合化は将来の台風予報にと

って必要であるかもしれないものの、結合化以前に

大気物理過程の妥当性を確認すべきである。 
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Introduction 
 The formation of a tropical cyclone (TC) 
depends on various factors. During rapid 
intensification (RI) phase, one particular 
parameter that influences RI is vertical wind 
shear, which is often only considered between 
850hPa and 200hPa  (Kaplan and DeMaria 
2003; Onderlinde and Nolan 2017). Since the 
impact of shear is not straightforward, 
considering shallower layers may aid the 
physical interpretation, and might show 
different pathways through which RI is affected 
at different altitudes.  

This study aims to use a numerical model to 
simulate TCs in an idealized setting and to 
investigate the response of a TC to 
environmental vertical wind shear in a shallow 
layer at different altitudes, and how these differ 
from unsheared environments and a broader 
shear in a layer from 850hPa to 200hPa. One 
specific point of interest is the relative humidity 
within and immediately surrounding the TCs 
and changes thereof in different scenarios. 
Experimental design 

This study uses the Non-hydrostatic 
Icosahedral Atmosphere Model NICAM 
(Tomita and Satoh, 2004; Satoh et al., 2008, 
2014). The simulations are performed on a 
double-periodic f-plane, as described by Ohno 
and Satoh (2015). The lengths of the directions 
are about 7000 km in x-direction, 6000 km in y-
direction, and 38 km in z-direction. The Coriolis 
parameter is prescribed at a latitude of 20N.  

To enable f-plane experiments for a sheared 
environment, we specify a shear in the northern 
half of the domain and an inversed shear profile 
in the southern half of the domain (Fig. 1). The 
temperature field is in thermal wind balance 
with the shear. The initial vortex is only given 
within the northern half of the domain; the 
tangential velocity is 20 m/s and the radius is 
400 km for the initial vortex. Three cases of the 
shear are shown in Fig. 2: A2 850hPa to 200hPa 
shear, A3 midlayer shear, and A4 toplayer shear. 

Results 
The evolution of the maximum azimuthally 

averaged tangential wind speed of simulations is 
shown in Fig. 3. The simulations with initial 
wind shear first experience a phase of barely any 
intensification, and then a delayed RI phase. The 
toplayer shear shows the smallest delay in RI, 
while the midlayer shear shows the shortest RI 
phase of the sheared cases. What is notable is 
that the maximum azimuthally averaged 
tangential wind speed differs only mildly after 
six to seven days of simulation. 

The cumulative precipitation at RI onset is 
shown in Fig. 4 for the three cases of the 
simulations. The most striking difference is that 
A2 and A3 seem to promote convection, and 
thus formation of precipitation, on the side of the 
TC where the rotation is opposite to the zonal 
wind, while in simulation A4 convection seems 
to be promoted on the side where the rotation 
and the zonal wind are in the same direction. 

We further analyze relation between relative 
humidity (RH) fields and the initial sounding. 
The midlayer shear is centered around the RH 
minimum of the initial sounding, while the 
toplayer shear is centered far above this 
minimum. This indicates that the intrusion of 
dry air into the storm in the midlayer shear case 
is linked to the higher environmental zonal wind 
speed at an altitude where the RH is low.  
Summary 

Idealized numerical simulations of TCs were 
performed using NICAM. These simulations 
were initialized with a vertically sheared zonal 
wind profile. The shear in shallow layers at both 
chosen altitudes successfully delayed RI of the 
initial vortex by a time comparable to the delay 
caused by the wind shear in a deeper layer. The 
RH fields and their relation to the initial 
sounding are analyzed. Furthermore, it is 
proposed that the tilt of a tropical cyclone that is 
caused by vertical wind shear may play a minor 
role in development near the beginning of the 
rapid intensification phase. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Meridional distribution of the initial 
environmental fields for the midshear case. Left: zonal 
wind, right temperature. 

Fig. 2: Shear profile and the initial sounding. 
Top: midshear (A3), middle: topshear (A4), 
bottom: broadshear (A2). 

Fig. 3: Time evolution of maximum 
tangential velocities.  

Fig. 4: Cumulative precipitation until 96 
hours. Top: midshear (A3), middle: topshear 
(A4), bottom: broadshear (A2). 
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1. はじめに 
 近年の計算機性能の向上により、メソ気象モ
デルの利用時、1 km を切るような高い水平解
像度を用いる場合も多くなっている。高解像度
化による再現精度の向上が期待される。一方、
鉛直1次元の輸送を考慮する従来の物理過程の
パラメタリゼーションにとって、1 km 程度の
解像度は、様々な前提が不適切になってしまう
という指摘もある（グレーゾーン問題）。 
 現実事例に対し水平解像度を1 km以下まで
向上させた場合の解像度依存性を系統的に調査
した例はあまりない。米国中部域では水平解像
度3 kmから1 kmに向上させた場合に再現精
度が向上したという報告がある（Schwartz et 
al., 2017）。本研究では、メソ気象モデルのひ
とつである気象庁非静力学モデル (JMANHM; 
Saito et al., 2006)を用い、現実事例に対し夏
季・冬季それぞれある程度長い期間において各
日の実験を実施した。ひまわり８号で得られた
輝度温度や解析雨量といった観測データを参照
しながら、異なる水平解像度5 kmから500 m
の間で再現結果の検証や、計算グリッド上で表
現される上昇流の違いを確かめた。 

 
2. 実験設定 
 2015年夏季（7/1-8/31）、また2016年冬季
（1/12-2/18）の各日の3 JST、または9 JST
を初期値とし、それぞれ18時間、12時間の時
間積分を行う系統的な実験を実施した。初期
値・境界値は３時間毎の気象庁メソ解析によっ
て与えた。 

図 1 計算領域（実線）と解析対象領域
（点線）。シェードは地表面高度 

図2 各解析領域（a夏季関東、b夏季関西、c冬季北陸）、地上降水量の閾値（横軸）に対し
て、水平解像度2kmのFSS（位置ずれを20 km許容）との差分。 
 



 計算領域のサイズは水平1100 km×900 km
（図１）、鉛直60層とし、水平解像度のみを5 
km、２ km、1 km、500 mと４種類変化させ
た実験を行った。水平解像度とタイムステップ
以外の計算設定はすべて同一に揃えている。乱
流モデルはMYNN レベル2.5を利用し、積雲
パラメタリゼーションは用いていない。雲微物
理過程は 3-ice の１モーメントバルク法である。
夏季の実験については関東・関西域と、冬季の
実験については北陸域を解析対象とした（図１）。 
 
3. 結果と考察 
 数値モデルで再現された地上降水量を、解析
雨量と比較検証した。高解像度モデルの評価に
利用されるFraction Skill Score (FSS; Roberts 
and Lean, 2008)を利用する。FSSはある範囲
において、閾値以上の降水量の出現割合の一致
を0-１の範囲で示すスコアである。本研究では
位置ずれのみを許容するFSSを用いる。解析領
域内の陸上の全格子点において、各日 12 JST
から17 JSTにわたって積算した頻度に基づき、
FSSを解像度ごとに評価した。図2は水平解像
度2 kmの結果に対する差分を示している。 
 水平解像度の5 kmから 2 kmへの向上させ
た場合は、明確にスコアの改善となっている。
一方、水平解像度の2 kmから1 kmや500 m
への向上については、比較的僅かなスコアの改
善しかみられない。地形の影響が少ないと考え
られる関東域では特にこの傾向が強い。 
 高解像度化に従い、微細地形のモデル内の表
現も向上する。地形が複雑な関西域（図１）で
は、2km からサブキロメートル解像度へ対し、
スコアの改善が比較的大きくなっている（図
2b）。また夏季とは環境が大きく異なる冬季の
北陸域では弱い降水に対しスコアの向上がみら
れる。 
 モデルで表現される上昇流の強さやサイズを、
異なる水平解像度間で比較した。高解像度ほど、
上昇流は強くなる一方、サイズは小さくなって
いる。そのため上昇流によるフラックスがあま

り大きくならないと考えられる。降水物質の総
量はほとんど解像度依存性がない。内訳もあま
り違いはなかったが、唯一冬季北陸域について、
水平解像度が高くなるほど、あられの量が大き
くなっていた。 
 水平解像度が1 kmや500 mの場合、解像度
が2 kmの場合にはみられない地表面近くの上
昇流速のピークが生じる。これは計算格子状で
境界層の対流が解像され始めていることを示す。 
 夏季の２ヶ月間のうち、関東域において、水
平解像度による違いが顕著であったのは 7 月
30日のみであった。同日、関東域で期間中最大
となる数100回の落雷が観測されている。７月
30 日のみについてFSS を算出すると、解像度
が高いほど明らかに再現精度が向上していた。
水平解像度が高いほど、あられの分布量が多く、
コールドプールと降水システムからのアウトフ
ローが強化されたため、降水システムの位置が
観測により近くなっていた。 
 夏季関東域ではこの例外事例を除き、水平解
像度 2 kmと1 km・500 mの実験の間で、上
昇流や境界層の対流に相違はあるものの、降水
のパターン、タイミング等はほとんど変化して
しない。したがって、単純に水平解像度を向上
させるのみでは、地上降水の再現に関し性能向
上にはあまりつながらない。解像度向上ともに
様々な物理過程の適応させる必要がある。 
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1. はじめに（目的） 

 夏季熱雷のような不安定性降水の発生位置・

時刻・発達度合いを数値モデル内で正確に再現

することは難しいとされている．そこで，数値

モデルの性能向上を目指して，まず水平解像度

を変えた場合の再現性への影響を調査するため

に，夏季静穏・熱雷日を対象に複数の設定でモ

デルを実行し，その結果を解析した．特に1km以

下の水平解像度を用いることで，水平解像度向

上に伴い一様な精度向上が見られるのか，もし

見られない場合にはその原因を調査することを

目的とした． 

 

2. 対象期間と解析方法 

 対象とした日は，2015年7，8月，2016年7，8

月の四ヶ月間において，関東平野(一都六県)の

アメダスデータから，午前中の関東全体の平均

日照時間が4時間以上，平均風速が3m/s以下，平

均雨量が0.1mm/h以下，かつ午後に降水量10mm/h

以上が1地点以上観測された日とした．この条件

を満たす日は2年間で12日存在した(表1)．（同じ

二年間で，6月には2日，9月にも1日該当日が存

在した．）2事例を除いて，高気圧に覆われて日

中晴れる典型的な熱雷日であった． 

 上記対象日に対して，気象庁非静力学モデル

(NHM)を用いた再現実験をおこなった．モデル水

平解像度は，1km，500m，250m，125m，の4種類，

鉛直層は60層，物理過程は全て同一（積雲パラ

メタリゼーションナシ，乱流はDeardroff）のも

のを利用し，計算領域も全て同一の関東平野を

中心とする約300km四方とした（図略）．初期値・

境界値は，各日の03JSTを初期値とするメソ解析

から実行した水平解像度1kmの広領域NHMから作

成し，06JSTを初期値として10分毎に境界値を与

え，12時間の再現実験を行った． 

 

3. 結果 

 全12事例について，主観的に見た降水分布の

再現性および対アメダス1mm/hrのスレットスコ

アを表1にしめした． 

 主観的に見た降水分布では，位置・量・時間

が比較的良く合っているのが2事例，位置ズレ・

時間ズレはありつつも降水は再現しているのが

7事例，降水分布がほとんどあっていないものが

3事例あった．また見た目では，水平解像度によ

る降水分布の違いはあまり見られなかった． 

 対アメダス雨量1mm/hrのスレットスコアを水

平解像度別に見ると，水平解像度によるスコア

の違いが大きな事例は約半数存在したが，水平

解像度が細かくなることでスコアが一様に向上

したのは2事例（2015/8/5，2015/8/6）に過ぎな

かった．また，どれか一つの水平解像度が最も

スコアが良いということはなく，事例によって

最も良いスコアの水平解像度がそれぞれ異なる，

という結果となった． 

 

4. 再現性の良かった事例・悪かった事例 

 例として，不安定性降水の再現性が悪かった

事 例 （ 2015/8/4） を 図 1に ， 良 か っ た 事 例

（2016/8/4）を図2に示した．それぞれ06～18JST

の12時間積算降水量を同期間の解析雨量と共に

示した．解析雨量では，図1左，図2左共に栃木

県，群馬県の県境付近に50mmを超える降水域が

見られた．時間別に見ると（図略）いずれの事

例でも12JST頃から県境付近の標高の高いとこ

ろから降水が発生し，午後にかけて降水域が発

達していく様子がみられた．一方で，数値モデ

ルによる再現実験結果では，図1右では12JST頃

に図中の四角で囲った領域で降水はあらわれる

ものの発達せずに終わり，図2右では観測同様に

12JST頃にあらわれた降水域が時間と共に発達

し，観測同様県境付近に強い降水をもたらした． 

 この再現性の違いをもたらした要因を調べる

ために，気象庁毎時大気解析のデータを用いて，

モデルの再現結果と比較した．図1，2の図中で

四角で囲った初期に降水の発生した領域約20km

四方について，地上風の収束・発散（図3，4），

地上気温（図略）の時間変化を比較した．どち

らの事例でも降水が発生する12JST頃にかけて

収束が増加しており，毎時大気解析との差も大

きくはなかった．再現性の良かった事例（図4）

は12～15JSTにかけて収束が大きい状態が持続

しており降水の維持発達に寄与していた可能性

が考えられるが，再現性の悪かった事例（図3）

でも1kmモデルを除いて毎時大気解析と同程度

の収束を維持しており，これが降水系が維持発

達できなかった原因かどうかはさらに調査が必

要である．同エリアの地表付近の気温の時系列

をみると（図略），降水が始まる直前の10－12JST

頃の気温は，再現性の悪かった事例の方では毎

時大気解析より1～2℃低くなっており，このこ

とが再現性の影響した可能性も考えられる． 

 また，より局地的な風系や地表面加熱の影響

も考えられるため，各事例での再現性の違いに

ついてさらに詳細な検討を行う予定である．特

に初期の降水雲の発生・発達プロセスにどうい

った要素が影響しているかについて，引き続き

調査を行う．  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1.2015/08/04(再現失敗)事例の 12 時間

積算降水量．左）解析雨量，右）NHM-01km 

表 1．アメダスデータから抽出した 

夏季晴天静穏・午後強雨日とモデル再現性 

（2015，2016 年 7，8 月）  

日付 日照時間  

～12JST 

平均風速  

～12JST 

平均降水量  

～12JST 

10mm/h 地点

数/午後  

総観場  モデル  

再現性(主観) 

対アメダス 1mm/h スレットスコア  

dx01km dx500m dx250m dx125m 

20150719 5.0hr 2.7m/s 0.02mm 9 高気圧 × 0.03 0.02 0.03 0.02 

20150720 4.3 2.2 0.00 17 高気圧  × 0.11 0.09 0.06 0.03 

20150802 5.3 1.9 0.00 17 高気圧  △ 0.03 0.05 0.09 0.03 

20150804 5.6 1.9 0.00 1 高気圧  × 0.04 - - - 

20150805 6.1 2.4 0.00 3 高気圧  △ 0.02 0.03 0.06 0.12 

20150806 6.3 2.2 0.00 11 高気圧  △ 0.03 0.05 0.11 0.17 

20160730 6.2 1.7 0.00 1 高気圧  △ 0.18 0.11 0.11 0.06 

20160731 4.6 2.8 0.03 8 高気圧  △ 0.08 0.09 0.08 0.09 

20160804 5.4 1.5 0.00 8 高気圧  ○ 0.13 0.14 0.10 0.04 

20160810 5.2 2.2 0.00 9 高気圧  ○ 0.02 0.06 0.12 0.10 

20160821 4.8 2.2 0.00 4 気圧の谷 △ 0.02 - - - 

20160826 4.9 1.6 0.00 14 寒フレ △ 0.14 0.18 0.21 0.15 

 

 

 図 2.2016/08/04(再現成功)事例の 12 時間

積算降水量．左）解析雨量，右）NHM-01km 

 

図 3.2015/08/04(再現失敗)事例の 

20km x 20km[図 1 図中枠内]の 

地上収束・発散時系列 

 

図 4.2016/08/04(再現成功)事例の 

20km x 20km[図 2 図中枠内]の 

地上収束・発散時系列． 

06JST         09           12            15           18 06JST         09           12            15           18 



従来型観測のみを同化する領域再解析の力学的ダウンスケールに対する優位性 

*福井真 1,2、岩崎俊樹 1、斉藤和雄 2,3、瀬古弘 3,2、国井勝 4 

(1:東北大院理、2:気象研究所、3:海洋研究開発機構、4:気象庁)  

1． はじめに 

我々は、長期間(約 60 年)に渡り一貫した品質を

持つ日本域を対象とした高解像度大気場データセ

ット作成を目指し、従来型観測のみを同化する長

期高解像度領域再解析のフィージビリティについ

て検討した。 

ラジオゾンデなどの従来型観測が整備されてか

らおよそ 60年が経過した。これらの従来型観測を

含めた観測データを用いて JRA-55 をはじめとし

た全球再解析が実施され、高精度な過去の大気場

データセットが作成されるようになった。これら

全球再解析データは、細かな地形等の影響を受け

る地域気候の気候変動に対する応答の調査や地域

気候を特徴づける過去のメソスケール極端現象の

解析にそのまま用いるには粗すぎるため、高解像

度化が必須である。高解像度化手法として、力学的

ダウンスケール(DS)が広く用いられているが、再

現精度やスピンアップに関して問題が指摘されて

いる。このような DSに対して、我々は、高解像度

で過去の大気場をより高精度に再現する手法とし

て、従来型観測のみを同化する領域再解析を提案

する。ここで、同化するデータを従来型観測に限定

するのは、観測システムの変遷による影響を除外

するためである。本発表では、一例として 2014 年

8 月の 1 ヶ月間を対象とした領域再解析実験を行

い、DSに対する優位性を示すと共に今後の課題に

ついて述べる。 

2．実験設定 

本領域再解析システムでは、全球再解析 JRA-55

を初期値及び境界値として、NHM-LETKF を用い

て、従来型観測のみ（ラジオゾンデと地上気圧）を

同化する。まず、JRA-55を側面境界として、東ア

ジア域を水平格子間隔 25 kmの NHM-LETKFで解

析し、さらに、日本及びその周辺域を水平格子間隔

5 kmの NHM-LETKFで解析を行う。 

比較対象として、同化をしない DS による実験

を 2 種類行った。一つは、対象期間を通じて連続

的に時間積分する長期積分型 DS 実験である。こ

の長期積分型 DS 実験では、側面境界からの強制

だけでなく、7 kmより上空に対してスペクトル境

界結合により波数境界からも強制をかけた。もう

一つは、定期的に内部の場を側面境界として用い

る場に取り換えて時間積分し直す再初期値化型

DS実験である。Kayaba et al. (2015) に倣い、再初

期値化は 6時間おきに行う。具体的には、25 km格

子間隔の NHMによる 3-12 時間予報を初期値・境

界値とした 5 km格子間隔の NHM を用いて、9 時

間時間積分し、後半 6時間を利用する。 

3. 結果 

3.1 海面更正気圧 

 図 1 に、海面更正気圧について、気象庁現業メ

ソスケール解析(メソ解析)に対する根二乗平均差

(RMSD)の時系列を示す。長期積分型 DS では

RMSD が大きく、必ずしも精度よく総観場を再現

できていない。尚、側面境界に用いた JRA-55では

総観場を再現できているのを確認している。この

ことは、境界条件とモデルの物理法則による拘束

だけでは、広い領域を対象とした長期積分におい

ては内部の場を必ずしも正しく決められないこと

が示唆している。これに対して、領域再解析では、

長期積分型 DS のように RMSD が大きくなること

はない。従来型観測と限られてはいるが、観測を同

化することによって、総観場のパターンの再現が

大きく改善する。なお、再初期値化型 DSにおいて

も、再初期値化によって境界値の JRA-55の特徴が

保持されるため、長期積分型 DS と比べて RMSD

が抑えられている。 

3.2 パワースペクトル 

上空 500 hPa 面における東西風のパワースペク

トルを図 2 に示す。領域再解析は、解析値と第一

推定値は共に、メソ解析や長期積分型 DS と同程

度のパワースペクトルの有している。一方、これら

に対して、再初期値化型 DSでは、再初期値化され

てから時間が進むにつれて徐々にパワースペクト



ルが大きくなりメソ解析のものに近づくものの、

依然として不足している。再初期値化に伴うスピ

ンアップの問題を抱えていることが示唆される。 

3.3 降水量 

降水量について、約 55 km間隔の JRA-55格子の

格子平均値に直し、気象庁解析雨量を検証データ

に対して検証を行った。図 3 は、解析雨量に対す

る閾値毎の降水頻度の再現精度を表すバイアスス

コア及び閾値毎の降水頻度に加え時空間的な一致

の度合いも含めた再現精度を表すスレットスコア

を示したものである。 

バイアススコアは、閾値に依らず、再初期値型

DSが長期積分型 DSや領域再解析に対して小さく、

降水頻度を過小評価している。これは、再初期値化

型 DS が抱えるスピンアップの問題を反映したも

のである。一方、スレットスコアでは、長期積分型

DS が、再初期値化型 DS と領域再解析に対して、

閾値に依らず小さく、降水の時空間パターンが実

況からずれていることを示唆する。これは、長期積

分型 DS が総観場を必ずしも精度良く再現できな

い問題を反映したものである。 

 

4．まとめ 

従来型観測のみを同化する領域再解析実験を行

った。総観場の再現性に問題のある長期積分によ

る DS 及びスピンアップの問題を抱える再初期値

化を行う DSに対する優位性について確認できた。 

 本報告では、対象期間が夏季 1 ヶ月にとどまっ

ているが、季節性の再現性や多くの極端現象にお

ける再現性の確認が必要である。また、冬季の積雪

を含めた再現は、地上気温などの重要な気候要素

を正確に見積もるために必要である。さらに、積雪

量の把握自体が水資源管理などの立場から非常に

重要である。今後は、積雪量を診断する陸面過程モ

デル(e.g. SiB)を取り入れた領域再解析システムの

有効性について調べる必要がある。 
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領域再解析 再初期値化型 DS 長期積分型 DS 

図 3．6時間降水量についての気象庁解析雨量に対する 

(a)バイアススコア及び (b)スレットスコア. 

  

メソ解析 

長期積分型 DS 

再初期値化型 DS(FT00) 

再初期値化型 DS (FT03) 

再初期値化型 DS (FT09) 

領域再解析 (解析) 

領域再解析 (第一推定値) 

図 2．500 hPa面における東西風のパワースペクトル  

領域再解析 再初期値化型 DS 長期積分型 DS 

図 1．海面更正気圧のメソ解析に対する RMSD 



NHM-LETKFにおけるアンサンブル変換の調査 
＊斉藤 和雄 1,2、横田 祥 1、Le Duc2,1、國井 勝 3,1、松信 匠 4  

（1気象研究所、2海洋研究開発機構、3気象庁数値予報課、4筑波大学） 

 
1． はじめに 

アンサンブル予報を用いるデータ同化手法は、

アジョイントモデルが不要なため開発コストが少

なく、アンサンブル予報が同時に行える、などの利

点があり、研究や現業に利用されるようになって

きている。アンサンブルデータ同化ではデータ同

化に必要な予報誤差をアンサンブル予報摂動から

見積もるが、アンサンブル予報場の特性はどのよ

うにアンサンブルメンバーを生成させるかに強く

依存する。LETKF やアンサンブル変分同化法など

では、初期値摂動手法として、解析誤差共分散行列

の固有値分解に基づくアンサンブル変換法(Bishop, 
2001)が広く用いられている。アンサンブル変換で

は前の解析予報サイクルからの予報摂動の線形結

合で次の解析予報サイクルのための解析摂動が作

られる。アンサンブル変換法の利点として、摂動振

幅に解析誤差が反映すること、摂動場の直交性が

ある程度保証されるということが挙げられる。一

方で、LETKF の摂動は、BGM 法や特異ベクトル法

などの他の摂動手法に比べて成長が遅く、アンサ

ンブル予報の初期摂動として用いた場合のアンサ

ンブル平均の精度やアンサンブル予報の検証スコ

アで必ずしも良くないことが講演者らのこれまで

の NHM-LETKF を用いた調査（Saito et al. 2011; 
2012: Tellus)で示されている。 

これまでの気象学会などでの講演(2016 年秋、

2017 年春、秋)では、アンサンブル変換で何が起き

ているかを確認するため、簡易全球モデル

SPEEDY を用いた LETKF について、変換行列の係

数を実際に出力して確認するとともに、変換行列

非対角成分の重ね合わせによる摂動ベクトルを図

示し、摂動ベクトルの空間構造の不整合を確認し

た。また対角成分と非対角成分による摂動のパワ

ースペクトルの局所化スケール依存性について調

べ、局所化スケールが小さい場合、非対角成分によ

る摂動は、高波数側のスペクトル成分が大きくな

っていることを示してきた。ただし、SPEEDY-
LETKF の解像度は水平約 400km（鉛直 7 層）と粗

く、ノイズを加えた疑似ゾンデ観測を同化するだ

けの簡単なシステムであった。ここではより現実

的な同化システムとして数値予報モデル（気象庁

非静力学モデル）で実データを同化する NHM-
LETKFで同様な調査を行いアンサンブル変換によ

る摂動ベクトルの特性を見てみた。 
 

2．実験設定 
実験に用いた NHM-LETKF の諸元は以下のよう

なものである。 

• 計算領域日本とその周辺 3600kmx2880km 
• 水平格子間隔 15 km 鉛直 50 層 
• アンサンブルメンバー数 20  
• 気象庁の現業メソ同化システムに準じたデータ

を同化  
• データ同化サイクル 6 時間 
• RTPS (Relaxation to prior spread)によるインフレ

ーション 
• 水平局所化スケール 200 km（100km と 400km も

比較）.  
• 鉛直局所化スケール 0.1 (ln p) 
• 全球アンサンブル予報に基づく境界摂動  

 
実験は全球アンサンブルのダウンスケールを初

期メンバーにして 2016 年 8 月 1 日 00UTC から

NHM-LETKFによる 4日間のスピンアップを行い、

8 月 5 日 06UTC の解析場を調べた。 
 
3. 結果 
3.1 解析場と変換行列の係数 
 500hPa 高度に相当する第 25 層(Z*=5721m)の水

平風についての解析場、メンバー１の解析摂動を

図 1 に示す。解析場は当日の気象庁 500hPa 客観解

析の場の特徴を良く表現している。 
 

 

 
 
同化する観測データの多い日本付近  (35.7N, 
135.8E）、及び同化データの少ない太平洋上(40.3N, 



147.7E) の 2 か所について、変換行列の係数を出力

して確認した。Duc et al. (2017)で指摘されているよ

うに、観測の多い場所で非対角成分が大きくなる

傾向が確認できた（下図は日本付近の第 25 層の変

換行列の係数) 

 
 
3.2 摂動ベクトル 
 これまで摂動ベクトルを変換行列の対角成分と

非対角成分に分けて表示してきたが、Duc et al 
(2017) に応じて 

 
のように固有値平均値に単位行列を掛けたものと

残差に分解し表示する。T は対角成分が大きいた

め P による摂動は非対角成分による摂動と大変良

く似ている。P による摂動は、層の高さが鉛直局所

化スケールを超えると層間での違いが目立つよう

になる。ここでは、水平局所化スケール 400km の

場合の P による摂動について、第 27 層と第 24 層

の水平風と鉛直風について示す。 

 

 

 
 

 
 
3.3 摂動ベクトルのパワースペクトル 
摂動ベクトルのパワースペクトルについても比較

してみたが、400km 以下では水平局所化のスケー

ルを小さくした場合に高波数側でスペクトルのパ

ワーが相対的に大きくなる傾向は、SPEEDY-
LETKF ほど目立たなかった。スケール 1,000km の

場合 P の摂動そのものが小さくなりすぎることに

よるように思われる。 
 
4．今後 

P による摂動を抜いた場合に、アンサンブル予

報の性能が改善するか確かめる必要がある。また

今回の実験では、水平格子間隔 15km で積雲対流

をパラメタライズしているため、鉛直流について

は値そのものが大変小さく問題が顕在化しにくい

かも知れない。深い対流を含む雲解像モデルで鉛

直流の摂動構造を調べてみたい。 
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１．はじめに 

 Kawabata et al. (2015) ではいくつかの二重偏

波レーダーデータ同化手法について精度を比較し、

散乱計算をフィッティングによって簡略化したや

り方(FIT)と、観測された KDPから雨水量を算出す

るやり方(KD)の 2 種類が、精度が良く、変分法デ

ータ同化には適していると結論づけた。今回は、

これらの観測演算子を NHM-4DVAR へ実装し 
(川畑ほか 2016)、2014 年 6 月 24 日に東京都調

布市付近に発生した雷雨事例について適用を試み

た。用いた同化システムを NHM-4DVAR と

LETKF による Gain hybrid システム(Kawabata 
et al. 2017)である。 
 
３．観測演算子 

FIT の観測演算子は以下の通りである。 
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ここで、H,V および h,v は水平、鉛直偏波を表す。

さらに α、β はフィッティング係数、λ、Kw、N0、

Λ、Γ はそれぞれ波長、誘電係数、 intercept 
parameter、slope parameter である。すなわち、

モデル内で予報された混合比と数濃度から反射強

度、ZDR、KDPを算出する。 
KD は次式で与えられ、事前に用意された係数

(b2,c2)と波長(f)、観測された KDP から雨水量を算

出する。 

Q c  

FIT と KD の大きな違いは入力値としてモデルの

予報値を与えるか、観測値を与えるかという点に

あるが、いずれもモデルの雨水量混合比解析にイ

ンパクトを与える点では同じである。 
 アジョイントモデルの制約と KDP の性質を鑑み

て扱いやすい液体の領域のみで同化を行い、モデ

ル内で気温が 0℃以下の高度は除外している。 
 
４．同化実験 

 今回とりあげた事例は、調布市付近に激しい降

雹が発生した事例で、山内と足立(2017、気象研究

ノート)によって気象研究所二重偏波レーダーを

用いてその構造が解析されている。 
本実験においては、同化時刻(6/24 04UTC)に対

して 23 時間前から解像度 5km の LETKF による

サイクルを実施し、さらに 2km で 10 時間前から

サイクルを実施している。これによって高解像度

の第一推定値を得、ハイブリッドによる解析を行

った。第一図に FIT と KD、それぞれによる同化

を行った結果を示す。同化した観測データは、

GNSS 可降水量、成田、羽田空港レーダー、MRI-C
レーダーデータである。なお MRI-C のみが二重偏

波化されており、偏波情報のインパクトをもつ。 
結果として、FIT、KD、どちらの同化手法を用

いた場合でも、第一推定値からは大きな改善がも

たらされているが、比較するとほぼ同じ雨水量分

布を示しており、強度が若干異なるのみであった。 
今後は、インパクト実験を行い、同化手法によ

る違い、ハイブリッドの効果などについて調べて

いきたい。 
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局地数値予報システムにおける衛星輝度温度と土壌水分量同化
幾田泰酵 (気象庁予報部数値予報課/気象研究所予報研究部)

1 はじめに
気象庁では 2017年 1月 26日 03UTCから、局地モ

デル (LFM)の初期値を作成する局地解析に変分法バ
イアス補正を導入し、晴天域の衛星輝度温度・衛星土
壌水分の同化を開始した (Ikuta 2017)。本節ではこの
変更の概要と予測へのインパクトを紹介する。

2 変分法バイアス補正
変分法バイアス補正は、変分法データ同化を行いつ

つ観測のバイアスを逐次補正する手法である。Der-

ber and Wu (1998) によって米国環境予測センター
(NCEP)で実用化され現在では多くの現業数値予報セ
ンターで採用されている。この変分法バイアス補正は、
2006 年に気象庁の全球解析に導入され (佐藤 2007)、
その後の改良 (石橋 2008)を経て、現在では衛星輝度
温度同化に欠かすことのできない技術となっている。
今回、局地解析で新たに衛星輝度温度を同化するに

あたり、適切にバイアスを補正するため変分法バイア
ス補正を局地解析に導入した。

3 晴天域の衛星輝度温度同化
局地解析で利用を開始した衛星観測は、静止気象衛星

「ひまわり 8号」に搭載されている可視赤外放射計AHI、
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA)が打
ち上げた水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)

に搭載されている高性能マイクロ波放射計 AMSR2、
JAXAと米国航空宇宙局 (NASA)が共同で打ち上げた
全球降水観測計画 (GPM)主衛星に搭載されているマ
イクロ波放射計GMI、欧州の現業極軌道衛星Metopや
米国の現業極軌道衛星 NOAAに搭載されているマイ
クロ波気温サウンダ AMSU-A及びマイクロ波水蒸気
サウンダMHS、米国の地球観測衛星Aquaに搭載され
ているAMSU-A並びに米空軍の軍事気象衛星DMSP

に搭載されているマイクロ波放射計 SSMISにより観
測されたものである。
観測輝度温度と計算輝度温度にはバイアスがあり、

特にマイクロ波イメージャではそのバイアスが大きい。
例えば統計の結果AMSR2の対流圏の水蒸気に感度の
ある幾つかのチャンネルで約 5Kという大きな正バイ
アスがあることを確認している。この正バイアスを補
正無しで同化すると多くの場合において大気は過剰に
湿ることになる。しかし、変分法バイアス補正を導入
することにより、それらの衛星観測のバイアスが適切
に修正され同化できることを確認した。
衛星輝度温度同化による予測精度の変化を調べるた

め観測インパクト実験を行った。実験における相対湿
度プロファイルの対国内ゾンデ検証結果を図 1と図 2

に示す。検証結果は、輝度温度を同化することで相対
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図 1 夏期間の対国内ゾンデ検証の相対湿度プロファイルの
平均誤差。(a)と (b)の青破線は輝度温度無し、赤実線は
輝度温度有りを表す。(c)と (d)の黒実線は輝度温度有り
と輝度温度無しの差を表す。(a)と (c)は初期時刻、(b)と
(d)は予報時間 9時間の検証結果である。また、(c)と (d)
のエラーバーは 95%信頼区間を表す。
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図 2 夏期間の対国内ゾンデ検証の相対湿度プロファイルの
二乗平均平方根誤差。その他は図 1と同じ。

湿度の鉛直プロファイルの予測精度が改善したことを
示している。降水予測精度は、夏期間では改善に統計
的有意性はなく、冬期間では改善が統計的に有意であっ
た。衛星輝度温度を同化することで得られた水蒸気の
プロファイルの改善は、モデルの湿潤バイアスが軽減
し高層観測により近づいたことを表すものである。

4 土壌水分量同化
LFMは地中温度と土壌体積含水率を予報変数とし

て持ち、そして局地解析もまた地中温度と土壌体積含
水率を解析変数として持つ (幾田 2014)。そのため地
中温度や土壌水分量などの地中の観測を要素変換する
ことなく直接同化することができる。しかし、地中の
直接観測は定常的且つ広範には実施されていないため、
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図 3 夏期間における全初期時刻からの地上気温予測の対ア
メダス検証における (a)平均誤差、(b)二乗平均平方根誤
差、(c) 平均誤差の TEST−CNTL、(d) 二乗平均平方根
誤差の TEST−CNTL。横軸は予報対象時刻。(c) と (d)
のエラーバーは 95%信頼区間を表す。

同化できる期間や場所は非常に限定される。一方、衛
星観測に着目すると様々な衛星には土壌水分に関する
プロダクト（土壌水分量プロダクト）があり、定常的
且つ広範に同化利用できる 1。
マイクロ波散乱計による観測から推定された土壌水

分量は、英国気象局で現業利用されている。その手法
は、事前に土壌水分量プロダクトを同化に適した擬似
観測データに変換し同化する手法である。具体的に、
変換には土壌水分量プロダクト値とモデルの土壌体積
含水率を用いる。それらの値を用いて、同化する擬似
観測の事前確率密度分布を正規分布型に変形する変換
係数を統計的に求める。その変換係数を用いて土壌水
分量プロダクト値から擬似観測データを作成する。こ
のような手法は累積分布関数 (CDF)マッチングと呼
ばれる (Dharssi et al. 2010)。局地解析における土壌
水分量同化は、CDFマッチングによって変換した土壌
水分量を用いて行う。しかし、この CDFマッチング
は静的な補正方法であるため、測器の劣化などによる
経年変化に追随できない。そこで、局地解析ではCDF

マッチングに変分法バイアス補正を併用しバイアスを
逐次補正しつつ同化することとした。
今回、局地解析に導入したデータは、「しずく」衛星に

搭載されているマイクロ波放射計AMSR2及びMetop

に搭載されている散乱計ASCATの土壌水分量プロダ
クトである。同化に利用したデータは、森林、海、湖
沼、都市域、積雪域、降水域を除いたものである。ここ
で、土地利用状況は国土数値情報を基に判別し、積雪
域は積雪解析、降水域は解析雨量の 1時間積算降水量
の有無を基に判断している。これらの条件の選択は、
プロダクト自体の特性や第一推定値との乖離が大きい
ことを根拠とした。
土壌水分量の同化による予測精度への影響を調査す

るため観測インパクト実験を行った。その結果、地上
1 https://www.wmo-sat.info/oscar/gapanalyses/

?variable=149

気温予測の改善を確認した。土壌水分量を同化した実
験をTEST、同化していない実験をCNTLと呼ぶ。図
3にアメダス観測地点における地上気温予測の検証結
果を示す。TESTでは主に日中の負バイアスが改善し
ていることが分かる。土壌水分量の初期値の修正がな
ぜ地上気温予測に効果をもたらすかは、幾田 (2015)で
示したとおり、土壌体積含水率が修正されることで地
表面フラックスを介して地上気温予測が修正されるた
めである。

5 まとめ
今回、局地解析では変分法バイアス補正を導入した

事で衛星輝度温度を適切に同化することが可能となっ
た。更に、土壌水分量を同化することによって地上気
温の改善が得られた。変分法バイアス補正は、観測の
設定の変更、測器の劣化、モデルの変更など誤差原因
の変化に追従しバイアスを動的に補正し続ける。この
ように定常的で適切なバイアス補正は精度を維持しつ
つ現業的にデータ同化を行う上で非常に重要である。
なお、メソ数値予報システムでも変分法バイアス補正
及び土壌水分量同化の導入に向けて開発を進めている。
実現すればメソモデルの予測の精度向上が期待できる。
さらにメソモデルは局地解析の第一推定値としても利
用しているため LFMの精度向上も期待される。
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ひまわり８号最適雲解析プロダクトの同化利用の試み 

大塚道子（気象研），林 昌宏（気象衛星センター），瀬古 弘（気象研・JAMSTEC） 

 

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。 

 

謝辞 各空港のシーロメータのデータは、気象庁観測部

より提供頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Jones et al. 2013: https://doi.org/10.1175/MWR-D-12-00238.1  

Wu et al. 1995: https://doi.org/10.1175/1520-0493(1995)123 

<0347:SRPFUA>2.0.CO;2 

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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ひまわり８号の高頻度大気追跡風や海面水温を用いた 

集中豪雨や台風の予測精度の向上 

瀬古 弘（JAMSTEC/気象研）・國井 勝（気象研/気象庁）・伊藤耕介（琉球大）・下地和希（気象庁） 

 
1．はじめに 

平成 27 年 7 月に正式運用を始めた「ひまわり 8 号」

は，0.5~2km という格段に増加した水平分解能で，フル

ディスクを 10 分毎，日本周辺を 2.5 分毎という高頻度で

観測をしている．これらの高頻度な画像で捉えた雲など

の移動から高密度な水平風分布が 10 分毎に得られる．ま

た海面水温分布も 1 時間という高頻度で得られている。

風速や海面水温は大気下層の水蒸気量に大きく影響を及

ぼし，水平風も水蒸気の輸送量の情報を与えるため，こ

れらを同化して数値モデルの初期値を改善することがで

きれば，集中豪雨や台風などの予測精度の向上が期待で

きる．また，ひまわりは観測範囲が広いため，より上流側

の水蒸気量やこれから接近してくる擾乱の風分布を得る

ことができ，より早い時刻の正確な予測（より長いリー

ドタイムの確保）にも大きく寄与すると考えられる．今

回は、ひまわり 8 号の大気追跡風や海面水温のデータ同

化が、平成 27 年の関東・東北豪雨や平成 29 年度の九州

北部豪雨，平成 28 年の台風 10 号の予測をどのように改

善するかについて紹介する． 

 

2．高頻度大気追跡風の同化の効果 

関東・東北豪雨は，平成 27 年 9 月 9～11 日に関東地

方や東北地方で発生した記録的大雨で，栃木県や茨城県，

宮城県などに浸水や土砂災害，河川の氾濫等の甚大な被

害をもたらした．9 日 21 時から 10 日 00 時までの 3 時

間降水量では関東地方を南北にのびる降水域により，栃

木県内で100ミリを超える大雨が観測されている（図1a）. 

この事例では，ひまわり 8 号の連続画像で捉えた雲や

水蒸気の動きから算出する「高頻度大気追跡風」（Shimoji,  

2014）を同化し，関東・東北豪雨に対する温の予測精度

への効果を NHM-LETKF（Kunii, 2014）を用いて調べ

た．図 1b~c は図 1a と同じ時刻の 3 時間降水量である．

従来の観測データを用いた結果（図 1b）では，関東地方

に強い降水帯が予測されているものの，位置が西にずれ

てしまっている．一方，高頻度大気追跡風を用いた実験

結果（図 1c）では，降水域が実際に近い位置に予想され

ていた．大気下層の気流分布や暖湿な気塊の分布につい

て，観測データを用いて推定された毎時解析と比較する

と，従来の観測データのみを用いた実験では関東地方の

南側に明瞭な収束は見られないが，高頻度大気追跡風を

用いると収束がより明瞭に再現されていた．この収束域

の改善により，現実に近い位置に豪雨が予測できたと考

えられる（Kunii et al, 2016）． 

次に，平成 29 年 7 月に発生した九州北部豪雨の事例に

高頻度大気追跡風に同化した実験を行った．図 2a は平成

7 月 5 日 21 時の 1 時間降水量の分布である．九州北部に

東西にのびる降水帯があり，この降水帯により１時間に

100 ㎜を超える降水量が観測された．従来の観測データ

同化した場合、高頻度大気追跡風を同化データに加

えた場合も，九州北部に強い降水域が再現された

（図 2b,c）．しかし，降水量については，高頻度大

気追跡風を用いた場合に 1 時間に 100 ㎜を超える

領域が現れていて，高頻度大気追跡風を用いないと

きよりも降水予報が改善されていた．この時の初期

値時刻の水平風や水蒸気量を見ると，高頻度大気追

跡風を同化した場合、降水域に水蒸気を供給する東

シナ海で水平風が強化され，水蒸気量も増加してい

た．これらの変化により 1 時間に 100 ㎜を超える

領域が再現できたと考えられる． 

 

3. 1 次元混合層モデルと用いた海洋と大気の結合と 

海面水温の同化の効果 

次に，平成 28 年 8 月 19 日から 30 日までの長時

間にわたって日本近海にあった台風第 10 号を用い

て，海洋モデルとの結合や海面水温の同化の効果を

確認した（図 3）．まず，大気下層の強風が海水を撹

拌する効果を考慮した1次元混合層モデル（CMSM, 

Ito et al. 2015）を数値モデルに組み込んだ効果を

紹介する．現在，現業の数値予報で用いられている

(a) (b) (c) 

図 1 (a)平成 27 年 9 月 10 日 0 時の 3 時間積算観測雨量(mm)．破線の丸は豪

雨が発生地域．(b)-(c) 9 日 3 時を初期時刻とする 21 時間予報の 3 時間積

算予測雨量(mm)．(b) 従来の観測データのみを用いた実験，(c)は高頻度大

気追跡風を用いた実験． 

図 2 (a)平成 29 年 7 月 5 日 21 時の 1 時間積算観測雨量(mm)．破線の丸は

豪雨が発生地域．(b)-(c) 5 日 6 時を初期時刻とする 15 時間予報の 1 時間

積算予測雨量(mm)．(b) 従来の観測データのみを用いた実験，(c)は高頻

度大気追跡風を用いた実験．矢印は 100mm 以上の領域を示す。

(b) (c) (a) 



気象庁の「全球日別海面水温解析値」（MGDSST，図 3 左

上）は，短時間の水温変化とノイズとの区別が困難なた

めに短時間の水温変化が取り除かれていて，さらに、全

球でのデータが不均一でないように，ひまわりの観測値

も取り入られていない．そのため MGDSST は，台風の

経路に沿った低温域が表現されていない．大気モデルに

海洋混合層モデルを組み込んだ実験では経路に沿って低

温域が再現された（CPL_NOHIM）．しかし，よく見ると

静岡県や岩手県の沿岸に MGDSST に比べて低温域が現

れていた．今回，海洋と結合させたモデルは，水平方向の

海水の移動等が表現できない 1 次元混合層モデルであり，

現実の海洋の振る舞いを十分に表現できない可能性があ

ることから，ひまわり 8 号で観測した海面水温データを

同化し，観測値を使って海面水温を修正した．ひまわり 8

号の海面水温を同化すると，大気と海洋を結合させたこ

とで得られた台風の経路の低温化を保持しつつ，静岡県

や岩手県の沿岸に見られていた低水温域が弱まり，

MGDSST に近づいた（CPL_HIM）．  

 

4. 高頻度大気追跡風，1 次元混合層モデルを用いた海洋結

合と海面水温の同化の効果 

3 節と同じく平成 28 年 8 月の台風第 10 号を用いて，

1 次元混合層モデルを用いた海洋との結合やひまわり 8

号で観測された海面水温の同化に加えて，さらに高頻度

大気追跡風を同化データに追加した実験を行った．「気象

庁 MGDSST 利用（CTL）」，「海面水温のデータ同化＋1

次元混合層モデルを用いた大気海洋結合システムの利用

（CPL）」,「高頻度大気追跡風と海面水温のデータ同化＋

1 次元混合層モデルを用いた大気海洋結合システムの利

用（CPL-AMV）」について，台風第 10 号の経路や中心気

圧をベストトラックと，降水分布はレーダの降水分布と

比較した． 

台風の経路のベストトラック（第 4 図上

段の黒線）と，それぞれで予測した台風の

経路と比較すると，CPL-AMV，CPL，CTL

の順にベストトラックに近く，また 30 日

15 時の各予報のアンサンブル平均の位置

（第 4 図中段に黒丸で示す）でも，CPL-

AMV が最もベストトラックの位置（黒い

四角で示す）の近くに再現されていた．台

風の中心気圧については，CTL では海面

水温の撹拌による低下がないために過度

に発達して低くなっているが，1 次元混合

モデルで海洋モデルと結合させて海面水

温を同化する（CPL）と，CTL では過度

な発達が抑えられている．さらに大気追跡

風も同化データに加える（CPL-AMV）と，

最もベストトラックに近くなっていた（第

4 図下段）．これらの再現された台風の位

置や中心気圧の違いは，降水分布の差にな

って現れていて，CPL-AMV では三陸地方の強い降水域

が再現し，最も観測に近くなっている． 

 

5．まとめ 

今回の結果は，ひまわり 8 号の高頻度・高密度な大気

追跡風や海面水温データが，データ同化を通じて集中豪

雨や台風の予測を改善させる可能性を示す成果であり，

将来の顕著現象の予測精度の向上につながるものである．

今回の実験の海面水温について，大きな水温差がある海

域で雲が少なく，場所の観測データが有効に働いた．観

測データの分布が常にこのような好条件になるとは限ら

ないため，より多くの事例で有効となるような同化法を

開発したい． 

 

謝辞：文部科学省フラッグシップ 2020 プロジェクト「ポ

スト『京』で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題」

における重点課題④「観測ビッグデータを活用した気象

と地球環境の予測の高度化」（課題 hp160229）の支援を

受けています． 

(d) 

CTL CPL CPL-AMV 

図 4 (上段) 8 月 29 日

9 時を初期時刻と

する33時間予報結

果．等値線は海面

更正気圧，色域は 1
時間積算雨量．  

(中段) 8 月 29 日 9 時

を初期時刻とした

台風10号の上陸約

3 時間前（30 時間

予報）の位置. 
(下段) 8 月 20 日 9 時

～30 日 3 時までの

6 時間毎の全 40 予

報における台風の

中心気圧． 

観測 

図 3 平成 28 年 8 月 30 日

の気象庁の全球日別海

面水温解析（MGDSST），

大気海洋結合モデルで

得られた海面水温(CPL_ 

NOHIM)，ひまわりを同化

し た 海 面 水 温 (CPL_ 

HIM). 



「平成 29年 7月九州北部豪雨」の発生要因について 
 

津口 裕茂 （気象研究所予報研究部） 
 

1. はじめに 

2017年 7月 5日から 6日にかけて，福岡県・大分県を中心に

記録的な大雨が発生した(第1図)．福岡県朝倉(アメダス)では，

最大1時間降水量で129.5mm，最大3時間降水量で261.0mm，最

大24時間降水量で545.5mmを観測し，いずれも観測史上1位を

大幅に更新した．この大雨により，福岡県・大分県では土砂崩

れや河川のはん濫などの甚大な災害が発生し，30 名を超える死

者が出た．気象庁は，この大雨を「平成29年7月九州北部豪雨」

と命名した．本研究では，「平成 29年 7月九州北部豪雨」の発

生要因を明らかにするために，観測・客観解析データの解析と

気象庁非静力学モデル(JMA-NHM)を用いた再現・感度実験に取り

組んでいる．本発表では，これまでの解析からわかった点につ

いて報告する． 

 

2. 大雨をもたらした線状降水帯の特徴 

この大雨は，“線状降水帯”によってもたらされた．この線状

降水帯は，福岡県と佐賀県の県境付近で積乱雲が繰り返し発生

し，それらが猛烈に発達しながら上空の西寄りの風に流されて

東へ移動することで形成されていた(第 2 図)．線状降水帯のこ

のような形成過程は，“バックビルディング(型)形成”と呼ばれ

ている．この線状降水帯が数時間にわたって持続し，見かけ上

ほぼ同じ場所に停滞したことによって，狭い地域に降水が集中

することとなり，記録的な大雨となった． 

 

3. 線状降水帯が発生した環境場の特徴 

大雨の発生期間中，梅雨前線の南側100～200kmに位置してい

た九州北部付近の大気下層(高度 500m)には，東シナ海から南西

風によって多量の水蒸気を含んだ暖湿気塊が継続的に流入して

いた(第3図左)．ただ，比湿は18g/kg程度であり，この季節に

おいては特に高い値ではなかった．また，九州北部付近の 500h

Pa面(高度5500m付近)には，平年よりも気温が約3℃低い，-7℃

以下の寒気が流入していた(第 3 図右)．これらのことから，九

州北部付近は，積乱雲が発生・発達しやすい不安定な成層状態

になっていたと考えられる． 

このような不安定な成層状態が持続する中，九州北部付近に

は，地表に温度傾度帯(気温の等値線の水平間隔が狭い場所)が

存在していた(第 4 図)．また，この温度傾度帯は，東シナ海か

らの暖湿気塊の流入と中国地方・四国地方付近の降水(先行降

雨)の蒸発によって冷却された空気の流入により，強化されてい

たように見える．この地表の温度傾度帯付近で積乱雲が次々と

発生し，それらが東西に連なることで線状降水帯が形成され，

持続していた．ただ，大雨をもたらした線状降水帯の先端部(西

端)付近には標高1000m程度の脊振山地があり，その東側には標

高が高く，地形が複雑な山地が存在している．これらのことか

ら，線状降水帯の形成・持続には，地表の温度傾度帯ではなく，

脊振山地や九州北部の山地が大きく影響していた可能性がある． 

第 1図：解析雨量から作成した2017年 7月 5日 12時から6日 12時まで

の 24時間積算降水量の分布． 

第 2図：2017年 7月 5日 13時 10分～15時 00分の実況の高解像度降水

ナウキャストによる降水強度分布の10分毎の時系列．矢印は線状降水帯

を形成する個々の積乱雲(群)の移動を示す． 

第3図：(左)2017年7月5日12時の高度500mの比湿の水平分布(カラー：

g/kg)，気圧(等値線：hPa)と風ベクトル．同時刻の地上天気図に解析さ

れていた停滞前線を重ね描きしている．(右)左図と同時刻の500hPa面(高

度 5500m 付近)の気温の水平分布(カラー：℃)，高度(等値線：m)と風ベ

クトル．それぞれ，気象庁メソ解析から作成． 



4. 気象庁非静力学モデル(JMA-NHM)による再現・感度実験 

大雨をもたらした線状降水帯の形成メカニズムを調べるため

に，JMA-NHMを用いて再現・感度実験を行った．初期値・境界値

に気象庁メソ解析を用いて水平格子間隔 5kmの JMA-NHMを実行

し，その結果にネストすることで水平格子間隔 500mの JMA-NHM

を実行した． 

再現実験(標準実験)では，線状降水帯の形状，位置，降水量

を良く再現することができた(第5図a)．また，再現された線状

降水帯にはバックビルディング(型)形成の特徴がみられ，地上

付近の気温や風の分布も実況とよく一致していた(図略)． 

再現実験(標準実験)の結果が良好であったことから，この結

果を基に感度実験を行った．まず，線状降水帯への地形の影響

を調べるために，地形を編集した感度実験を行った．脊振山地

のみを除去した実験(第5図b)では，線状降水帯が形成されたが，

標準実験と比較して降水域がやや広がり，降水量の最大値も小

さくなっていた．また，九州北部の山地をすべて除去した実験

(第5図c)でも，ほぼ同様の結果になった．以上のことから，脊

振山地や九州北部の山地は，線状降水帯の形成にとって必要不

可欠ではなく，降水の集中化や強化に寄与していたと考えられ

る．次に，線状降水帯への地表の温度傾度帯の影響を調べるた

めに，雨滴の蒸発を10分の1にした感度実験を行った．ここで

は，九州北部の山地をすべて除去した実験に組み合わせた実験

の結果を示す(第5図d)．これをみると，九州北部付近に線状降

水帯は形成されたが，停滞性が弱く，位置がやや東へ移動して

いた．地上付近の気温の分布をみたところ，地表の温度傾度帯

は形成されていなかった．以上のことから，地表の温度傾度帯

の形成・強化には雨滴の蒸発による冷却が寄与しており，さら

に，この温度傾度帯が線状降水帯の位置を規定していたと考え

られる． 

以上の再現・感度実験から，大雨をもたらした線状降水帯の

形成にとって，脊振山地・九州北部の山地と地表の温度傾度帯

は，決定的な要因ではないことが示唆される． 

 

5. まとめ 

これまでの解析から，「平成 29年 7月九州北部豪雨」の発生

要因として，以下のことがわかった．また，発生要因の概念図

を第6図に示す． 

① この大雨は，バックビルディング(型)形成の特徴を持つ線状

降水帯によってもたらされた． 

② 九州北部付近は，下層に多量の水蒸気を含んだ暖湿気塊が流

入し，上空には寒気が流入していたため，積乱雲が発生・発

達しやすい不安定な成層状態となっていた． 

③ 不安定な成層状態が持続する中，九州北部付近の地表には温

度傾度帯が形成されていた．この温度傾度帯付近で積乱雲が

次々と発生し，それらが東西に連なることで線状降水帯が形

成されていた． 

④ JMA-NHMによる再現・感度実験の結果から，脊振山地や九州北

部の山地は線状降水帯の降水の集中化や強化に寄与しており，

また，地表の温度傾度帯は線状降水帯の位置を規定していた

ことが示された． 

第 4図：2017年 7月 5日 15時 00分のレーダー強度の水平分布(カラー：

mm/h)と同時刻のアメダスデータから解析した高度補正した地上気温(等

値線：℃)と風向風速(矢羽根)．地形を重ね描きしている． 

第 5 図：水平格子間隔 500m の気象庁非静力学モデル(JMA-NHM)による再

現・感度実験の結果．すべて5日 12～15時の 3時間積算降水量(カラー：

mm)．標高を等値線で示す．(a)標準実験，(b)脊振山地のみを除去した実

験，(c)九州北部の山地をすべて除去した実験，(d)cに加えて，雨滴の蒸

発を10分の 1にした実験． 

 

第 6図：「平成29年 7月九州北部豪雨」の発生要因の概念図． 
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A parameter sweep experiment on the influence of 
vertical structure of environmental flows on deep moist convection 

 
Shigeo Yoden (Kyoto U.), Hoang-Hai Bui (U. Bergen), and Eriko Nishimoto (JAMSTEC) 

 

1. Introduction 
There are some observational evidences of the influence of the equatorial quasi-biennial oscillation (QBO) on 

the tropical moist convective systems (e.g., Collimore et al., 2003; Liess and Geller, 2012). Modulation of the 
Madden-Julian Oscillation (MJO) by the QBO in boreal winter is a hot subject in recent years (Yoo and Son, 
2016; Nishimoto and Yoden, 2017). Motivated by these, we have investigated modulation of moist convection and 
its organization associated with a QBO-like oscillation obtained in a two-dimensional minimal model framework 
of nonhydrostatic cloud-system resolving model (Yoden et al., 2014; Nishimoto et al., 2016; Bui et al., 2017). 
Yoden et al. (2014) re-examined an internal oscillation dynamically analogous to the QBO, which was firstly 
obtained by Held et al. (1993) as a radiative convective quasi-equilibrium state in the minimal model framework 
under a periodic lateral boundary condition without Coriolis effects. They showed the robustness of the QBO-like 
oscillation, which is not sensitive to the choice of model configuration such as domain size and horizontal 
resolution, or boundary conditions such as prescribed zonal wind at the top and sea surface temperature. 

Nishimoto et al. (2016) studied the modulation of moist convection associated with the QBO-like oscillation, 
and found alternative appearance of two types of convection, squall-line type and back-building type, depending 
on the vertical shear of zonal mean zonal flow near the surface. Wave characteristics and vertical momentum 
transport processes of convectively generated gravity waves were also analyzed by time-space spectral analysis 
for piece-wise time intervals to show their dependence on the vertical structure of environmental flow fields. Bui 
et al. (2017) performed a new series of low-level nudging experiment with reduced zonal mean zonal wind toward 
zero from the surface to a certain level, in order to investigate the influence of vertical structure of environmental 
flow on deep moist convection, by separating the vertical shear effect of the mean zonal flow near the surface 
from that around the cloud top near the tropopause. The obtained results reveal that the QBO-like oscillation 
modulates the moist convection via two mechanisms related to the vertical shear. Large values of the shear near 
the surface enhance the longevity and intensity of the moist convective systems by separating the updraft and 
downdraft. On the other hand, large values of the shear near the cloud top tend to disrupt the convective structure 
and lead to weakening moist convection, although this mechanism seems to be secondary. 

In this study, we further perform a parameter sweep experiment by using the nudging technique in a 
two-dimensional parameter space; the vertical shear of environmental flow near the surface, dU/dz|z~0 , and the 
mean zonal wind at the top boundary placed at the lower stratosphere, U|z~top , in order to investigate the parameter 
dependence of precipitation characteristics, generation of gravity waves, and role of convective momentum 
transport under the radiative moist-convective quasi-equilibrium states controlled for each condition. 

2. Model description and experiment 
The model used here is version 3.4 of the Advanced Research of the Weather Research and Forecasting Model 

(ARW) (Skamarock et al. 2008). The model is configured to run in a two-dimensional framework in a periodic 
domain of 640-km width and 5-km horizontal resolution. The initial domain top is 20-km height with 100 vertical 
levels. The diurnal and seasonal variations of solar radiation are removed by setting the solar declination to the 
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equinox condition and the solar insolation to the daily averaged value (436Wm-2). The Coriolis parameter is set to 
zero, and the sea surface temperature is fixed to 300K throughout the integration. In the model, convective 
parameterization is turned off and moist convection is represented explicitly. For cloud microphysics, the WRF 
single-moment 6-class microphysics scheme (WSM6) is used. Other physics options include the Rapid Radiative 
Transfer Model (RRTM) longwave radiation, MM5 (Dudhia) shortwave radiation, Yonsei University (YSU) PBL, 
Monin–Obukhov similarity theory surface layer, and the 1.5-order prognostic TKE closure option for the eddy 
viscosities. 

A traditional Rayleigh damping layer is put near the top boundary (top 5 km) with taking one of the following 
four values: U |z ~ top = 0, 10, 20, and 30 ms-1. Nudging near the surface is the same as that introduced by Bui et al. 
(2017);  

(1) 
 

Only the zonal mean zonal wind is nudged to prescribed vertical shear, dU0/dz|z ~ 0 = -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 
ms-1(3km)-1. The initial zonal wind satisfies the prescribed values in these layers, linearly connected between them. 
The initial thermodynamic state is constructed by using the climatological profiles of equatorial temperature and 
moisture from the ERA-Interim dataset (Dee et al. 2011) with an initial perturbation of a small warm bubble in the 
middle of the domain. In the two-dimensional experimental parameter space (7x4), all runs have 100-day 
integration period with a 5-min output resolution, and the last 60 days after initial transience are analyzed. 

3. Results 
Time mean and variable range of the zonal mean zonal wind is plotted to characterize the radiative convective 

quasi-equilibrium state for the 7x4 parameter space. Time variation of zonal mean daily precipitation also shows 
systematic dependence on the exprimental parameters. Particularly, the standard deviation of the precipitation is 
sensitive to dU0/dz|z ~ 0 and then U |z ~ top . Figure 1 shows Hovmoeller diagram of 5-min precipitation p(x,t) for the 
7x4 parameter space. Two types of convection pattern are confirmed to be dependent on the vertical shear of zonal 
mean zonal flow near the surface for small or zero U |z ~ top ; squall-line type for large value of dU0/dz|z ~ 0 whereas 
back-building type for small or zero value. For large U |z ~ top , another feature of back-building type organization 
appears with longer life time. A new computational algorithm is developed to detect and characterize convective 
systems. Statistics of the detected convective 
systems are studied, such as (a) number of 
total systems detected, (b) life time of 
systems, (c) system propagation speed, (d) 
maximum 5-min precipitation, (e) average of 
5-min precipitation, and (f) average of 
ccumulated precipitation. Vertical 
momentum transports associated with tilted 
convection and gravity waves are also 
analyzed following Nishimoto et al. (2016) 
with separation of convective momentum 
transport and upward and downward 
gravity-wave momentum transports. 

 
Figure 1  Hovmoeller diagram of 5-min precipitation p(x,t) 



スマトラ島の降水の日周期に関する数値実験 

*奥川椋介(富山大理)，安永数明(富山大院理工学研究部/海洋研究開発機構) 

 

1．はじめに 

海洋大陸域と総称されるインドネシア付近の多

島海は，世界で最も降水量の多い地域の１つであ

り，大気の大循環にとって重要な役割を果たして

いる．この地域の降水は顕著な日周期を示すが，

この日周期は季節内振動や赤道波等の，ゆっくり

と変動する環境場によって変調されることが分か

っている．一方で，季節内振動や赤道波自身も，

この地域の日周期に影響を受けることが知られて

おり，そうした異なる時間スケールの相互作用

が，最近注目を集めており，それを観測的に明ら

かにすることを目的として，インド洋スマトラ沖

で集中観測(Pre-YMC)が行われた．スマトラ島で

は，降水は午後に陸上で発達し始め，上空の東風

卓越時には，その降水システムは，夕方から夜半

にかけて維持しながら西方の海域へ移動していく

という日周期が見られる．この陸上から海上への

降水域の移動，維持，再発達のメカニズムに関し

ては，まだわかっていない． 本研究では，この

メカニズムを調べることを目的に，スマトラ島沿

岸での降水の日周期について，領域気象モデル S

CALE-RMを用いて再現実験を行った．  

2．実験設定・使用データ 

 使用したモデルは，理化学研究所計算機科学機

構を中心に開発されているSCALE-RM(ver 5.2.1)

である．計算期間は，2015年11月22日00Zから20

15年12月13日00Z(1日のスピンアップ期間を含む)

の21日間とした．計算領域は図1に示すようにdo

main01(d01)を配置した．また，その内側に 

One-wayネスティングを用いてdomain02(d02)を

配置し計算を行った．水平格子間隔はそれぞれ17.

5km(格子数：256×240)，3.5km(格子数：640×

512)，鉛直層は下層50m，上層1250mのストレッ

チグリッド(80層)，モデルトップは高度約29kmと

した．物理過程は，d01，d02共に雲微物理過程

に6-class1モーメントバルクスキーム(Tomita 2

008)，放射過程にmstrnX(Sekiguchi and Nak

ajima 2008)，乱流過程にMYNN level 2.5を使

用し，d01のみ積雲パラメタリゼーションとして

Kain-Fritschスキームを使用した． d01の初期値

，境界値は，NCEP-FNL(水平解像度：1°×1°，

時間解像度：6 時間)，地形データはGTOPO30(1

km)，土地利用データはGLCCv2(1km)を使用し

ている．また，モデル結果との比較として、GSM

aP(水平解像度：0.1°×0.1°，時間解像度：1時間)

を使用した．なおモデルによる物理変数の出力時

間間隔はそれぞれ，3時間，1時間である． 

 

 

3．結果 

 図２は GSMaP，d01，d02それぞれの計算期間

内の降水強度の平均を示している．地理的な分布

を見ると，d01は沿岸の海上に降水のピークが見

られるが，GSMaPでは海上の方が陸上よりも降

水量は大きく，そういった地理的な分布の再現は

できていない．また d02では，海上に降水のピー

クは全く見られない． 

図３は，GSMaP，d01，d02それぞれで再現さ

れた平均的な降水の日周期を示している．ここで

図 1 計算領域(実線) 

domain02 

domain01 



図 3 図 1の破線で示された領域で海岸線に直交する座標に直した平均的な日周期降水[mm/h]の距離-時間断面図 

    0kmがスマトラ島の海岸線となっており陸に向かう方が正，時間は上から下で，上下に 2日分並べている 

図 2計算期間内の降水強度[mm/hour]の平均 

は海岸線を 0km(内陸へ向かう方が正)とした．午

後の陸上での降水量がピークを迎える時刻を比較

すると，d01，d02共に GSMaPの時刻(15-16LT)

とほぼ一致していることが分かる．また，この期

間の現場観測によるレーダー観測によって得られ

たピークの時刻も 14-16LTであり，モデル結果と

ほぼ一致していた(図略). 

次に，降水域の移動について比較すると，d01

では，GSMaPでも見られるように沖合へ移動し

ていく様子が見られる．ただし，西進の速度は，

観測やGSMaPより遅い．一方 d02では，西進の

速度に関しては，GSMaPやレーダー観測と同程

度であるが，海上での再発達は見られず，降水域

の沖合への移動のシグナルが弱い． 

4．感度実験 

 d02における西進する降水域の再現性を向上さ

せるため， d02を CTL実験とし，今回使用した

雲微物理スキームのパラメータを変更した感度実

験を 6つ行った． 

 

Yanase et al. (2017)では，スマトラ島におい

て，上層で東風が卓越する場合に，層状性降水で

特徴づけられた降水域が西進すると指摘されてい

る．したがって，氷過程の維持メカニズムがこの

西進において本質的に重要と考えて，雪，霰の落

下速度を落とし，大気中にそれらを残す方向へ物

理パラメータの値を変更した．しかし，いずれの

実験も，降水域の沖合への移動の再現に関して大

きな変化は見られなかった． 

次に，スマトラ沖での同時期の降水粒子の観測

結果を基に，雨の落下速度を落とす実験を行った.

この実験では，雪や霰のパラメータの変更よりは

西進する降水システムの寿命が長くなった．しか

し，GSMaPで見られる，再発達は再現できなか

った． 

そのため，更にそれらを組み合わせた，雨と雪

と霰の落下速度を落とす実験を行った．この実験

では、雨の落下速度のみを落とすよりも西進する

降水システムの寿命が長くなったが、雨のみを変

えたときと同様に、GSMaPで見られる，再発達

は再現できなかった． 

 

 

 

 

 

 



NICAM海洋結合実験により確認された 1998年 5月の 

エルニーニョの急激な終息におけるMJOの役割 

 
*宮川知己 (東大大気海洋研), NICOCOチーム 

 
1997 年−1998 年にかけて卓越した観測史上 大級のエルニーニョは、場所によっては 1
ヶ月に 8℃も海面温度が低下するなど、1998 年 5 月に急速に終息した。この急激な海水
温の低下は、強まった東風と地球の回転の影響を受けて東太平洋赤道域の海水が極向きに

輸送されることによって、入れ替わりに冷たい海水が下から上がってきたこと（赤道湧昇）

が主な原因と考えられている。しかし、東風が強まった原因が何であったかについては、

スーパーエルニーニョの存在によって通常と様相の違った季節進行など、複数の説があっ

た。熱帯域を東進する巨大な雲群マッデン＝ジュリアン振動（MJO）とおぼしき降水域
がスーパーエルニーニョの終息期に太平洋を通過する様子が衛星観測から指摘されてい

た（Takayabe et al. 1999）が、MJOは数値シミュレーションでの再現が難しく、十分
な裏付けは得られていなかった。MJOの再現に定評のある NICAMに力学的な海洋を結
合した新モデル NICOCO が利用可能になったことから今回、MJO がエルニーニョの急
速な終息のトリガーとなったという仮説の検証を行った。開始日を 1998年 4月 20日か
ら 4月 28日まで 1日ずつずらした 9メンバーの実験を行った結果、全体としてMJOと
エルニーニョは良く再現されていたものの、MJOの強度にはバラツキがみられた。この
バラツキを利用して、MJOの一部として説明される東西風成分と東太平洋の海水温低下
との対応を調べたところ、MJO由来の東西成分が強いほど海水温の低下が急激であるこ
とが確かめられた (Miyakawa et al. 2017)。 
 
参考文献: 
Takayabu, Y. N., T. Iguchi, M. Kachi, A. Shibata, and H. Kanzawa (1999), Abrupt 
termination of the 1997–98 El Nino in response to a Madden-Julian oscillation, 
Nature, 402, 279–282, doi:10.1038/46254. 
 
Miyakawa, T., H. Yashiro, T. Suzuki, H. Tatebe, and M. Satoh (2017), A 
Madden-Julian Oscillation event remotely accelerates ocean upwelling to abruptly 
terminate the 1997/1998 super El Nino, GRL, doi:10.1002/2017GL074683. 
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	非静力学大気波浪海洋結合モデルにより３通りの実験を実施した。「FIX」実験は非静力学大気モデルによる実験、「CPL」実験は大気波浪海洋結合モデルによる実験を表す。また「SEN」実験は8月29日2100 UTCまで大気波浪海洋結合モデルにより数値シミュレーションを実施し、以後は非静力学大気モデルにより数値シミュレーションを実施した実験を表す。
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