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降水エコーの動きに着目して 

～2015年5月12日の事例～  

飴谷 義人・牧田 広道（松山地方気象台） 

 

１．はじめに 

 数値予報モデルは精緻化・高頻度化しているが、局

地的な大雨に関しては予測が難しい事例もある。一方

で、実況監視要素や監視ツールは年々充実してきてい

る。予測が難しい事例に関しては、大雨の兆候を事前

に把握し、数値予報モデルを修正しながら防災気象情

報を発表することになる。このため、有効な着目要素

を抽出する必要があり、実況監視の重要性が強調され

ている（村中､2014）。 

 上層トラフの接近によって下層暖湿流が強まり、地

上付近で収束が強化された結果、局地的に大雨が発生

するシナリオが多い（全国予検報告書等）。ここでは、

大雨が発生した地点とその周辺の解析が中心となる。

移動してくる降水エコーと降水システムを形成する環

境場に解釈の主体をシフトすると、新たな形態が見え

てくる場合がある。この場合、従来の大雨ステージと

は異なるステージとなる。5月12日の事例で考察した。 

 

２．資料 

 潮位・地上気象監視画面*1の気温や風・気圧等、降

水エコー強度、RaDAMoS（Radar Data Analysis and 

Monitoring System）のdvil（鉛直積算雨水量の10分

間偏差量）、気象衛星、数値予報モデル（GSM,MSM）、再

解析データ（JRA-55）、高層天気図と地上天気図である。 

  

３．結果 

3.1 総観場 

 5月12日、寒冷前線が西日本を南東進した。沖縄付

近には台風第6号があり北東進していた（第1図）。第

2 図には、当日の代表的な潮位観測点（気象官署）の

気象経過を示す。台風に伴う地点として石垣（石垣島）

を、寒冷前線に伴う地点として門司（下関）の時系列

を示す。石垣の資料には、台風の外側降雨帯や台風本

体に伴う気圧・気温・風等の変化が明瞭に捉えられて

いる。本稿では、寒冷前線の南東進に伴う現象を対象

に考察を行った。 

3.2 地上前線 

 寒冷前線は朝鮮半島から西日本に南東進した。露点

温度の変化から、寒冷前線の南東進に伴って水蒸気量

が強化され（16℃→20℃）、このことはGPS可降水量の

変化からも確認できた。九州地方の各地では、寒冷前

線の通過に伴って、気温や風の急変及び気圧変動や短

時間強雨が観測された（第2図（B)参照）。 

3.3 降水システム 

 降水エコーは、海上にあるときは１つの降水システ

ムを維持していた。システムの南端に強いエコー強度

を伴い、朝鮮半島から九州まで移動してきた（第3図）。

陸地に入ると降水エコーの線状化は急速に崩れたが、

豊後水道に入る頃に一時的に強化された。降水システ

ムの特徴は、第4図のdvilでも確認できる。dvilは

鉛直積算雨水量の10分間偏差量のため、水蒸気量の多

い地域（領域）を志向する傾向がある。海上にあると

きは、暖色系と寒色系が南北走向に規則的に分布して

１つの降水システムを形成している。水蒸気量の集中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第1図 2015年5月12日09時の地上天気図 
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第2図 5月11日～12日かけての気象要素の時系列 

上段（A）：石垣（石垣島）11日06時～12日18時30分  下段（B）：門司（下関）11日07時～12日19時） 

      ＊１ http://172.17.203.85/Coast_Hazard/tide/Rtn/tid-sfc_monitor/ 

（A) 

（B) 潮位(cm) 

海面気圧(hPa) 

海面気圧(hPa) 

降水強度(mm/h) 

降水強度(mm/h) 

風速(m/s) 

風速(m/s) 

瞬間風向 

瞬間風向   

気温（℃）相対湿度（％） 

 

気温（℃）相対湿度（％） 

 

           

気圧変動加速度(hPa/min/min) 
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と移動速度に特徴がある。陸地に入ると、dvilの規則

的な分布は崩れ水蒸気量の集中も解消した。 

3.4 予想と実況との比較 

 西日本各地では短時間強雨（60～30mm/h）が観測さ

れたが、降水エコーの動きが早かったため、24時間降

水量はガイダンスよりも少なかった（最大130mm）。 

 

４．考察 

 台風が南海上にあるとき、Dvorak(1984)という手法

で台風強度等を推定する。この手法では雲パターンが

用いられる。大雨が直前に迫っている状況下、概念モ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デルを用いて降水エコーの分布（パターン）を解釈し、

上空大気の流れを推定する手法を推奨する。予測モデ

ルから実況値ではなく、実況値から予測モデル（大気

の状態）を推定する方法である。したがって、従来の

大雨ステージにおける「発生期」が「発達期」や「最

盛期」に相当する。新たな概念モデルや物理量の導入

ではなく、約30年前の概念モデルを利活用する。 

4.1 概念モデル 

 温帯低気圧に伴うrainbandは温暖前線や寒冷前線

と平行なものが多い。概念モデルでは、NCFR（narrow 

cold-frontal rainband）は地上寒冷前線に相当し、 

第4図 5月12日03時（左図）と12日09時（右図）のdvilの分布図 

大分県 

   佐賀県 

第3図 5月11日21時～12日12時までの降水エコー強度の時系列 

12日 03時 12日 09時 

12日 03時 

12日 06時 

11日 21時 12日 01時 

12日 09時 12日 12時 
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WCFR(wide cold-frontal rainband)は上空の傾圧帯に

ほ ぼ 相 当 す る 。 NCFRは 降 水 強 度 の 強 い

PC(precipitation cores)と降水強度の弱い GR(gap 

regions)の集合体である（第5図）。 

4.2 現象の解釈 

  第 3 図の降水エコーを中心に解釈する。降水エコ

ーの強度から、大雨のステージを発達期（12日01時

まで）、最盛期（12日03時～06時）と衰弱期（12日

09時以降）に分類する。主な解釈は以下の通り。 

 発達期」NCFRは海上で顕在化した。NCFRの走向は

WCFRとほぼ平行で、NCFRはWCFRの南端に位置しなが

ら1つの降水システムを維持した。前線の傾きが大き

く、地上風は下層風に対してほぼ直角に入り、上層ト

ラフ前面で下層に高暖湿流が流入している。今後着目

するのは、降水エコーの走向と前線面の傾きとなる。     

 最盛期」NCFRはWCFRからやや離れ、前線の傾きが

小さくなりつつある。NCFRの走向から、中層の風系に

南成分が入り始めトラフの深まりが伺える。１つの降

水システムを維持してきたNCFRは、陸地に入ると気圧

や風の急変と気温の急下降（約 3℃/10m）や強い降水

強度（約70mm/h以上）を伴って時速約80kmで移動し

た（密度流に相当）。WCFRは気圧変動（加）速度では

確認できるが、他の気象要素では不明瞭であった。 

 衰弱期」NCFRは陸上で衰弱した。NCFRはWCFRから

大きく離れ、前線の傾きはさらに小さくなった。上層

空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラフ前面であるが、南海上の台風の影響で下層発散

したため高暖湿の流入が弱まった。NCFRはWCFRから

分離し前線構造（北畠、2003）に変化が生じた。 

 

５．まとめ 

2015年5月12日の事例を用いて、寒冷前線に伴う

降水エコーの振る舞いを考察した。この結果、概念モ

デルを用いて発達期の降水エコーを把握し解釈するこ

とで、今後の寒冷前線の盛衰の動向が把握できる場合

があることがわかった。 

 

６．おわりに 

 降水エコーが降水システムを通して、前線構造を変

えるというストーリに興味がつきない。 

 

参考文献 

(1) 村中明（2014）：これからの予報官に求められるも 

の.平成25年度予報技術研修テキスト,1-9. 

(2) Dvorak, V. F.(1984)：Tropical cyclone intensity 

analysis using satellite data.NOAA Tech. 

Report NESDIS,11,47pp. 

(3) 横田寛伸・森広道（1990）：寒冷前線降雨帯の微細

構造.研究時報,42,223-233. 

(4) 北畠尚子（訳）( 2003):温暖型閉塞・寒冷型閉塞・

前方傾斜型寒冷前線.測候時報,70,9-24.  

第5図 NCFRの概念モデル（横田・森、1990） 

NCFRはPCとGRの集合体である。PCに対してほぼ直角に入ってきた地上風は寒気の壁に沿って上昇し、上層風（700hPa）と合流し

て北方向に流れる。下層風（850hPa）はPCに対してほぼ平行である。GRに対する地上風と下層風はPCの場合とは反対となる。 
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ALERA2-WRF アンサンブルダウンスケールによる	 

台風発生までの初期擾乱の発達予測と初期値の関係性	 

-PALAU2013 で観測された台風 4 号の事例-	 
	 

*吉岡大秋(1)・筆保弘徳(2)・榎本剛(3)(4)・勝俣昌己(4)・山崎哲(4)	 

横井覚(4)・辻野智紀(5)・舛田あゆみ(2)・城岡竜一(4)	 

(1)横浜国立大学(現：京都大学)	 2)横浜国立大学	 (3)京都大学防災研究所	 
(4)海洋研究開発機構	 (5)名古屋大学	 

	 

1．はじめに	 

	 台風は、日本に様々な影響を及ぼす気象現

象であり、総観スケールからメソ対流スケー

ルまで様々な空間スケールの現象が関連し

あって発生する。台風の卵であるクラウドク

ラスターは、熱帯において数多く発生、存在

しているが、その全てが台風に発達するわけ

ではない。Hennon	 et	 al.(2013)は、全ての

初期擾乱のうち 7%が台風に発達するしてい

ると報告している。大規模環境場に焦点を当

てると、台風の周りの大規模環境場が、初期

擾乱が台風に発達するのに好都合な条件を

与えているか、もしくは不都合な条件を与え

ていないかが、台風発生時には重要であると

考えられる。すなわち、大規模環境場が初期

擾乱の発達の促進もしくは抑制にどのよう

な影響を与えているかを調べることは、台風

発生予測精度の向上にも繋がると考えられ

る。そこで、本研究では、観測プロジェクト

Pacific	 Area	 Long-term	 Atmospheric	 

observation	 for	 Understanding	 climate	 

change	 2013（PALAU2013）で観測された台風

を事例とし、後に台風に発達する初期擾乱の

周りの大規模環境場が、台風発生とその予測

にどのような影響を与えているかを、

ALERA2-WRF アンサンブルダウンスケール実

験を用いて解明することが目的である。	 

	 PALAU2013 は、北半球夏季季節内振動の観

測研究を主目的として実施された、西太平洋

域おける広域集中観測プロジェクトである。

PALAU2013 の一環として実施された JAMSTEC

の海洋地球研究船「みらい」MR13-03 観測航

海による、北緯 12 度、東経 135 度付近にお

ける定点観測期間中（2013 年 6 月 13 日から

7 月 1 日）に、後に台風に発達するいくつか

の初期擾乱が定点観測地点付近を通過した。

本研究では、このうちの 1 つである 2013 年

台風 4 号を対象としている。気象庁発表のベ

ストトラックによると、台風 4 号は、その初

期擾乱が 2013年 6月 16日 06UTCに熱帯低気

圧、18 日 00UTC に台風に発達した。最盛期

の最低中心気圧は 994hPa、最大風速は 20m/s

であった。みらい搭載のドップラーレーダー

で捉えた台風 4 号の初期擾乱の様子を、図 1

に示した。	 

	 

	 
図 1:みらいドップラーレーダーによる台風 4号

の初期擾乱の観測結果	 

	 

2．研究手法	 

2.1	 ALERA2-WRF アンサンブルダウンスケー

ル実験	 

ALERA2 の時空間分解能では、初期擾乱が

台風に発達する過程を詳細に解析すること

が出来ない。そこで、本研究では、ALERA2

アンサンブルメンバーを初期値として、非静

力学領域モデル WRF を用いてダウンスケー

ル実験を行った。この手法を、ALERA2-WRF

アンサンブルダウンスケールと呼ぶ(以後、
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ダウンスケール実験と呼ぶ)。この手法を用

いると、同じ計算初期時刻でもメンバーによ

って台風が発生するものと発生しないもの

に分かれる結果が得られた。これらの環境場

の違いを統計的に検出していくことで、台風

発生時の環境場の特徴を解析した。	 

2.2.1	 再解析データ ALERA2	 

	 ALERA2 （ AFES-LETKF	 Experimental	 

Ensemble	 Re-Analysis	 2、Enomoto	 et	 al.	 

2013）は、大気モデル AFES（AGCM	 For	 the	 

Earth	 Simulator）、データ同化手法 LETKF

（Local	 Ensemble	 Transform	 Kalman	 Filter）

を用いて作成された 63 メンバーの全球アン

サンブル再解析データで、水平解像度 1.25

度、鉛直層数 18 層、6 時間インターバルで、

主要気象要素と、その 63 メンバーの平均値

(アンサンブルミーン)とその確実性を示す

標準偏差(アンサンブルスプレッド)がパラ

メータとして得られる。本研究では、ダウン

スケール実験結果のばらつきが大きくなる

ことを期待し、解析値よりもアンサンブルス

プレッドの大きい 6 時間予報値を利用した。	 

2.2.2	 ダウンスケール実験条件の概要	 

	 ALERA2 の 6 時間予報値アンサンブルメン

バー（メンバー数 63）から作成した初期値

を使用し、WRF モデルを用いて、初期擾乱か

ら台風発生までの期間について、その過程を

詳細に解析できる時空間分解能にするダウ

ンスケール実験を行った。ダウンスケール実

験条件を表 1 に示した。	 

	 
表 1：ダウンスケール実験条件	 

モデル	 WRF-ARW	 ver3.4.1	 

水平格子間隔	 20km	 

水平格子数	 220×220	 

鉛直格子数	 40	 

計算初期時刻	 

2013年 6月13日 00UTC

から 17日 00UTCまで 6

時間毎	 

計算終了時刻	 2013年6月18日00UTC	 

計算積分時間	 1 日間から 5 日間	 

タイムステップ	 60 秒	 

積雲対流パラメタリ

ゼーション	 
Kain-Fritch	 scheme	 

	 

本研究では、台風発生以降の気象庁発表の

ベストトラックと、台風発生以前の ALERA2

の予報値より 850hPa の渦度を用いて、衛星

やみらいで観測された実際の台風 4 号の初

期擾乱と対応するように作成したトラック

を組み合わせたトラックを利用した。境界値

の影響を極力受けないよう、このトラックか

ら計算境界が離れるように計算領域を設定

した。トラック及び計算領域を図 2 に示した。	 

	 

	 
図 2:2013 年台風 4 号トラック（赤線：気象庁発

表台風期間、青破線：熱帯低気圧以前の期間、

ALERA2	 850hPa 渦度より作成。1 日ごとに×をプ

ロット。●：みらい観測地点）とダウンスケール

実験計算領域(灰色で覆われた領域)。	 

	 

計算初期時刻(以後、初期時刻と呼ぶ)は、

台風発生 5 日前の 13 日 00UTC から発生 1 日

前の 17 日 00UTC まで、6 時間おきに設定し

た。これらの初期時刻に対して、それぞれの

時刻のALERA2の予報値63メンバーから作成

した初期値を利用し、18 日 00UTC までのダ

ウンスケール実験を 1071 ケース実施した。	 

	 

2.3	 台風発生定義	 

	 本研究では、初期時刻の図 2 のトラックか

ら緯度・経度方向に最大 100km 動かした領域

において、半径 500km の領域の最大接線風速

が最も大きくなる位置を、初期時刻の初期擾

乱の中心位置と定義し直した。それ以降の時

刻は、１時間前の位置から半径 100km 以内の

領域で最大接線風速が最も大きくなる位置

を、実験結果におけるその時刻の初期擾乱の

中心位置と定義した。	 

	 以上のような方法で初期擾乱を追跡し、気

象庁発表の台風発生時刻(18 日 00UTC)を判

定時刻とし、先行研究(Oouchi	 et	 al.2006,	 
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Nakano	 et	 al.2014)に倣った以下の条件を全

て満たした時、「台風発生」と見なした。	 

(1) 初期擾乱の中心位置の海面気圧が、半径
500km の領域平均海面気圧よりも 2.5hPa

以上低い。	 

(2) 850hPaの渦度が3.5×10-5s-1より大きい。	 
(3) 700hPa、500hPa、300hPa の温度偏差の和
が 0K より大きい。	 

(4) 850hPa の風速が 200hPa の風速よりも大
きい。	 

	 

3．結果	 

3.1	 実験結果	 

3.1.1	 ダウンスケール実験結果	 

	 本研究で行ったダウンスケール実験の結

果を表 2 に示した。	 

	 

表 2：ダウンスケール実験結果	 

初期時刻	 発生数	 非発生数	 

13 日 00UTC	 16	 47	 

13 日 06UTC	 14	 49	 

13 日 12UTC	 29	 34	 

13 日 18UTC	 5	 58	 

14 日 00UTC	 1	 62	 

14 日 06UTC	 15	 48	 

14 日 12UTC	 1	 62	 

14 日 18UTC	 34	 29	 

15 日 00UTC	 32	 31	 

15 日 06UTC	 56	 7	 

15 日 12UTC	 13	 50	 

15 日 18UTC	 62	 1	 

16 日 00UTC	 49	 14	 

16 日 06UTC	 23	 40	 

16 日 12UTC	 1	 62	 

16 日 18UTC	 0	 63	 

17 日 00UTC	 0	 63	 

	 

	 初期時刻が 18 日 00UTC に近づくほど、発

生ケースが多くなる訳ではなく、16 日 12UTC

以降は発生数が 0 もしくは 1 と、ほとんど発

生していない。これは、擾乱が存在していな

いわけではなく、数値モデルのスピンアップ

による影響だと考えられる。今回の実験設定

の場合、判定時刻まで最低 42 時間以上のス

ピンアップの時間が必要だということが分

かった。また、初期時刻を早めるほど転向の

タイミングが早くなる結果が得られたが(図

無し)、本研究では、初期値の違いによる初

期擾乱の発達、台風の発生に注目しているた

め、判定時刻における初期擾乱の位置とベス

トトラックの位置のずれについては議論し

ない。	 

	 

3.1.2	 ダウンスケール実験結果事例解析	 

	 判定時刻の 108 時間前である 13 日 12UTC

を初期時刻とした、発生ケースの１つと非発

生ケースの１つを事例として、初期時刻から

台風発生時刻までの擾乱の振る舞いを詳し

く見てみる。発生ケース、非発生ケースの例

を図 3 に示した。	 

	 どちらのケースも、計算初期時刻の初期擾

乱の位置のほか、大規模環境場の分布にほと

んど違いがないことが分かる。しかし、発生

ケースの初期擾乱は、渦域がまとまりながら

気圧が低下し台風に発達している。一方、非

発生ケースの初期擾乱は、その渦域がまとま

らず、気圧が深まらず台風に発達していない

ことが分かる。	 

	 

	 
図 3:ダウンスケール実験事例解析結果（上：発

生ケース、下：非発生ケース、コンター：海面気

圧(hPa)、シェイド：正渦度域(s-1*105)、▲：初

期擾乱の位置）	 

	 

3.1.3	 初期値解析	 

	 3.1.2 で示したように、発生ケースと非発

生ケースでは、その初期擾乱の振る舞いに大

きな違いがある。これは、初期値で表現され

ている大規模環境場が影響していると考え、

13 日 12UTC の ALERA2	 6 時間予報値の発生ケ
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ース29ケースと非発生ケース34ケースにお

いて、それぞれコンポジット解析を行い、そ

の大規模環境場の違いを検出した。そのうち、

700hPa 比湿の、発生ケースと非発生ケース

の差を図 5 に示した。	 

	 

	 
図 5:13 日 12UTC の ALERA2 予報値 700hPa のコン

ポジット解析結果（カラー：比湿の差(kg/kg)、

赤：発生ケース湿潤、青：非発生ケース湿潤、●：

「みらい」観測地点、黄色◯：初期擾乱付近）	 

	 

	 初期擾乱の付近の中層は、発生ケースのほ

うが非発生ケースよりも湿潤である結果が

得られた。つまり、初期擾乱の中層が乾燥し

ていることは、その発達を抑制するため、台

風発生に繋がらないことが考えられる。	 

	 

4.まとめ	 

	 本研究では、ALERA2-WRF アンサンブルダ

ウンスケール実験を用いて、PALAU2013 で観

測された台風 4 号の発生環境場の解析を行

った。ダウンスケール実験によって得られた

1071 ケースの結果を、先行研究に倣った基

準を用いて、台風発生ケースと非発生ケース

に分類した。事例解析により、発生ケースで

は、初期擾乱が組織化しながら発達し台風に

成長する一方、非発生ケースでは初期擾乱が

まとまらず、台風には発達しなかったことが

分かった。	 

	 この結果は、初期値による大規模環境場の

違いが影響していると考え、発生ケース、非

発生ケースでコンポジット解析を行いその

差を求めたところ、発生ケースのほうが、初

期擾乱付近の中層が湿潤である結果が得ら

れた。すなわち、初期擾乱の周りの中層の大

規模環境場が乾燥していることが、その発達

を抑制し台風発生に不都合な条件であるこ

とが考えられる。	 

	 今後は、これらの環境場の相違点の検出を

様々な視点で行っていき、台風発生環境場の

特徴をより詳しく理解する。また、この事例

について、どの地点のどの気象要素が台風発

生に強く影響しているのかを解明し、台風発

生の予測可能性の向上にどのような観測を

実施すべきか客観的に求めることを目指す。	 
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高精度海面水温データセットを用いて算出される 

日本沿岸風況の精度検証 

岡山芙有子＊1・大澤輝夫 1・香西克俊 1・嶋田進 2 

（1神戸大学大学院海事科学研究科，2産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター） 

 

1．はじめに 

2011 年 3 月の東日本大震災発生以降，再生

可能エネルギー，なかでも洋上風力発電が注目

されている．洋上風力発電の実用化には正確な

風況の把握が必要不可欠であるが，その海上風

速推定手法としては，現在，メソ気象モデルに

よる数値シミュレーションが最も多用されて

いる．海上風速は大気安定度を左右する海面水

温（SST : Sea Surface Temperature）に大きく影

響を受けるため，海上風シミュレーションの推

定精度を上げるためには，より良い精度の海面

温度データセットを入力することが必要にな

る．そこで Shimada ら[1]は，極軌道衛星 Aqua

と Terra に搭載される MODIS センサーによっ

て観測された海面水温を元に，新しい洋上風況

調査用海面温度データセット（MOSST）を作成

した．海岸線近傍での空間解像度を保つために，

欠損値の補間方法として時間方向の移動平均

を使用している点に従来の海面水温データセ

ットとの違いがある．先行研究[2]にて行われた

4 種類の海面水温データセットの精度比較で

は，既存のデータセットが日本特有の複雑な海

岸地形の影響や局所的なフロント構造を捉え

きれなかったのに対し，MOSST は特に内海や

内湾での空間変動を良く捉えていることが示

された．こうして先行研究[2]では，MOSST が

洋上風力資源量調査用データセットとして最

も有用であると結論付けている． 

本研究は，先行研究[b]で検証されなかった風

速の精度検証を行うことを目的とするもので

ある．メソ気象モデルの入力値として MOSST

を用いることで，既存の海面水温データセット 

 

と比較して，どの程度風速計算精度に差が出る

のかを検証する． 

 

2. 手法とデータ 

 本研究ではメソ気象モデルとして，Advanced 

Research WRF（ARW）version 3.4.1 を用いた．

WRF の初期値・境界値には，欧州中期予報セ

ンター（ECMWF）の客観解析値（operational 

analysis）を用い，海面水温として MOSST と英

国気象庁が提供する OSTIA（Operational Sea 

Surface Temperatures and Sea Ice Analysis）の 2

種類の海面水温データセットを用いた（第 1

表）．計算期間は 2009 年 1 月 1 日から 12 月 31

日の 1 年間であり，計算領域やその他の物理オ 

プションは第 2 表に示す通りである． 

第 1 表 使用した海面水温データセット 

OSTIA 

提供元 Met Office（英国気象庁） 

データソース 
AASTR, AMSRE, AVHRR, 

TM, SEVIRI, MODIS 

空間解像度 0.05°×0.05° 

時間解像度 24 時間 

 

MOSST 

提供元 神戸大学 

データソース MODIS 

空間解像度 0.02°×0.02° 

時間解像度 24 時間 
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第 2 表 計算条件 

Model WRF (ARW) ver. 3.4.1 

Period 1st Jan. 2009－31st Dec. 2009 (1 year) 

Grids 
Domain1 : 8km x 8km, 300 x 300 grids 

Domain2 : 2km x 2km, 420 x 260 grids 

Levels 40 levels (Surface to 50 hPa) 

Input 

data 

6-hourly, 0.25°x0.25° ECMWF Operational  

Daily, 0.05°x0.05° OSTIA UK Met Office 

Daily, 0.02°x 0.02° MOSST  

4DDA 

Domain1 : Enabled 

Domain2 : Enabled, but excluding below 

2,000m 

Physics 

options 

Dudhia shortwave scheme 

RPTM longwave scheme 

Eta microphysics scheme 

Betts-Miller-Janjic (Eta) TKE PBL scheme 

Monin-Obukhov (Janjic Eta) surface-layer 

scheme 

Noah land surface scheme 

 

モデルの検証には第 1 図に示すブイ，桟橋及

び鉄塔による観測値を用いた．風速データが利

用できる観測点は 9 地点，海面水温データが利

用できる観測点は 7 地点である．計算精度を示

すための統計値としては，バイアス，平均二乗

誤差（RMSE），相関係数（C.C.）を用いた． 

 

第 1 図 精度検証に利用した観測地点 

 

3．結果と考察 

3.1 海面水温及び風速分布の比較 

 まず入力する海面水温データセットの違い

によってWRFによる計算風速にどのような変

化が見られるかを検証した．OSTIA と MOSST

の年間平均水温差を第 2 図に，10m 高度の年平

均風速差（UOSTIA－UMOSST）を第 3 図に示す．

どちらも青色は MOSST を用いた場合の方が

OSTIA を用いた場合よりも値が低いことを示

す．まず第 2 図を見ると，全体的に MOSST の

方が OSTIA に比べて低い値となることがわか

る．第 2 図と第 3 図を合わせて見ると，海面水

温の低い所は WRF による計算風速も低く，ま

たその逆も然りで，海面水温と風速は比例関係

にあることがわかる．定量的に見てみると，海

面水温差が約 1.5℃のとき，風速差は 0.3m/s 程

度になっている．年平均風速が 6m/s であれば，

この風速差は 5%の誤差に相当する．通常，年

平均風速±5%の推定精度を求められる風況調

査において，この風速差は非常に大きいと言え

る． 

第 2 図 年間平均海面水温差 

（MOSST－OSTIA） 

第 3 図 10m 高度の年間平均風速差 

（UMOSST-UOSTIA） 

 

3.2 実測値との比較 

 次に，海面水温を 7 地点で，風速を 9 地点で

実測値と比較した結果について述べる．第 3 表

に海面水温の実測値がある 7 地点について，
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OSTIA と MOSST の統計値を比較した結果を

示す．表中の赤字は 2 つのデータセットのうち

統計値が良い精度を示すものを表している．全

体的に見れば，2 つの海面水温データセットに

明瞭な優劣の差は見られない． 

第 4 表に風速の実測値がある 9 地点について，

OSTIA と MOSST を入力に用いた場合の WRF

風速計算値の精度を示す．統計値による比較を

示す．第 4 表から明らかなように，2 つのデー

タセットを用いた場合の差は大きくはないも

のの，MOSST を用いた場合に風速の精度が上

がることを示すことはできなかった． 

第 3 表 実測海面水温との比較 

第 4 表 実測風速との比較 

この原因としては，OSTIA と MOSST の特徴が

最も表れる内湾や内海での実測値が今回の検

証においては少なかったことが考えられる． 

最後に，海面水温データセットと風速計算値

の精度の対応を見るために，海面水温と風速の

両方の実測値のある 7 地点のバイアスに対し

て，精度の良い海面水温の枠に色付けし，さら

に，精度の良い風速の枠に丸をつけて表したも

のが第 5 表である．これより，7 地点中 6 地点

で海面水温の精度が良ければ，その海面水温デ

ータセットを入力して算出される風速の精度

も良いことが見てとれる．すなわち本研究では

MOSST の優位性を明確に示すには至らなかっ

たが，海面水温の改善が風速計算値の精度向上

につながるということを示すことができた． 

第 5 表 各地点の海面水温と風速のバイアス

の優劣の対応 

 

4. おわりに 

2 種類の海面水温データセットを用いて

WRF により算出された風速の比較を行った結

果，海面水温データセットの差 1.5℃に対して

風速差は 0.3m/s 程度となることがわかった．

また，沿岸の実測値を用いて精度検証を行った

が，MOSST を用いて計算される風速の精度の

高さを示すには至らなかった．ただし，海面水

温と風速計算値のバイアスには明瞭な対応が

見られ，海面水温データセットの改善が WRF

による風速の計算精度向上につながるという

ことが明らかになった．今後は，より海面水温

データセットの特徴が見られやすい内湾や内

海の実測値を収集して精度検証を行うことで，

MOSST を用いた推定風速精度の裏付けを行い，

日本沿岸の高精度洋上風況マップ作成に寄与

していきたい．
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GSMaPマイクロ波放射計アルゴリズムに対する地形性降雨推定手法の導入と 
推定降水量改善に向けた開発 

 
山本宗尚*・重 尚一（京都大学大学院理学研究科） 

 
1. はじめに	 
衛星搭載マイクロ波放射計（MWR）による降

水強度推定では，事前にデータベース化された降

水の鉛直プロファイルから，放射伝達計算により

推定された輝度温度と降雨強度の関係（LUT; 
Lookup table）を求め，観測輝度温度から LUT
を通じて降雨強度を推定する．陸域では，地表面

から射出された高周波数帯のマイクロ波が雪・あ

られなどの固体降水から散乱を受け輝度温度が

減少する関係を利用した，散乱アルゴリズムが用

いられる．一般に，豪雨をもたらす降雨は対流が

強く多量の固体降水を含んでいることから，背が

高く固体降水を多く含む鉛直降水プロファイル

が仮定されている．いっぽう，地形性上昇流に伴

う豪雨の中には，十分な固体降水を伴わずに雨が

形成される場合がある．この場合，十分な輝度温

度の減少が伴わないため降水量は過小評価する

ことから，豪雨を推定できず問題となっていた． 
Shige et al. (2013) は、紀伊山地で発生した地

形性豪雨事例の鉛直降水プロファイルが従来の

MWR を用いた全球降水マッププロダクト
（GSMaP）アルゴリズムで用いられるプロファ
イルよりも背が低く、固体降水による散乱に伴う

輝度温度の低下が弱いために降雨を過小評価す

ることを明らかにし、後に示す地形性降雨推定手

法を用いて降雨推定の改善に成功した。

Taniguchi et al. (2013) は2009年8月に台湾で
大きな被害をもたらした台風 Morakot に伴う豪
雨事例に対してShige et al. (2013) の手法を準用
し、降雨推定が改善することを示した。Shige et al. 
(2015) はいくつかの修正を施すことで、インド亜
大陸西海岸部の過小評価の改善を示した。2015
年9月に公開された 新版GSMaPプロダクトで
は，さらに修正を施して全球に適用されている

（Yamamoto and Shige 2015）．しかし，地形性
降雨判定域と推定降水量の過大見積もりが残っ

ていることが明らかとなっている（JAXA/EORC 

2014）． 
本発表では， 新版GSMaP MWR降水量推

定アルゴリズムおよび地形性降雨推定手法の概

要を説明し，地形性降雨に対する推定降水量の改

善に向けた開発の現状について報告する． 
 

2. 地形性降雨推定手法の概要	 
本アルゴリズムで用いる地形性降雨判定は、

Shige et al. (2015) の手法に修正を施して全球に
適用したものである（Yamamoto and Shige 
2015）。地形性降雨の判別には、次の式による地
形による上昇流 w と水蒸気フラックスの収束 Q
を用いる。 

w =
Dh

Dt
= u

∂h

∂x
+ v

∂h

∂y
  (1) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂

∂
+

∂

∂
−=

y

vq

x

uq
Q

)()(

 (2) 
ここでhはSRTM30の標高データ、uとvは

GANALデータによる地上風速、qは地上の水蒸
気混合比である。ただし、hは0.05°にリサンプリ
ングし、さらに0.5°の移動平均を施したものであ
る。これらが、次の閾値 

w > 0.01 m s-1, Q > 0.3× 10-6 s-1 (3) 
を超えた場合を地形性降雨とした。 

LUT作成に用いられる降水の鉛直プロファイ
ルは，熱帯降雨観測衛星（TRMM）降雨レーダ（PR）
データから地表面降水強度 20 階層に対する各高
度の平均をとったものである．Takayabu (2008) 
で求められた3ヶ月ごと，5° × 5°グリッド内で卓
越する陸域6種・海域3種の降水タイプごとに作
成される．地形性降雨に対する降雨鉛直プロファ

イルはこれに準じた方法で、5° × 5°、2003-2011
年 6-8月で積算した地形性降雨判定時のみのデー
タで作成した。ただし、サンプル量の問題から、

インド西海岸（5°–10°N, 70°–75°E）の地形性降
雨プロファイルを全球に準用した。地形性降雨時

の対流・層状比（SPR）も同条件下で作成した。
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地形性降水に対する固体降水粒子密度は、上昇流

が弱く霰の生成が十分でないことを仮定し、通常

用いられる0.4 g cm-3に対して、雲解像モデルで

雪に対する密度として一般に用いられる 0.1 g 
cm-3（Rutledge and Hobbs 1984）を使用してい
る。前方計算部分で地形性降雨に対する降雨プロ

ファイルモデル、SPR、および固体降水粒子密度
を用いて地形性降雨LUTを求めている。 
リトリーバル部分では、MWR の観測位置に

おける直近 6時間のwとQの値から地形性降雨
判別を実行し、閾値を超えた場合に地形性降雨

LUTに切り替えて降水を見積もる。ただし、2.5° 
× 2.5°の降雨タイプ分類のうち、 severe 
thunderstormおよびafternoon showerに割り当
てられている地域は除外した。これは、雷活動が

活発な地域では一般に対流が強く、背が高く霰が

多く生成されていると考えられるからである。実

際、メキシコ西海岸部（25°–30°N, 110°–105°W）
の地形性降雨鉛直プロファイルは、従来割り当て

られたプロファイル（severe thunderstorm）よ
りも背が高くなっている。また、地形性降雨判別

時には PCT37 を用いた降水量の調節を用いてい
ない。これは、背の高い降雨を対象にした散乱補

正のために適用したもので、背の低い地形性降雨

に対して過小評価にはたらくためである。 

本手法を用いることによりTRMM PRとアジ
ア域の背の低い地形性降雨に対し推定降水量に

改善が見られた。また、TRMM TMI以外のマイ
クロ波センサでも地形性降雨の効果が現れてい

ることを確かめた。しかし、地形性降雨判定域の

過大評価や降水量の過大見積もり、地形性降雨の

見逃しが次期アルゴリズム改定時に向けた課題

として残された（JAXA /EORC 2014）。 
 

3. 地形性降雨推定手法の改善に向けた開発	 
これらの課題に対する改善点を明らかにする

ため、TRMM PR 地上付近降水量（PR）と、
TRMM TMIデータからGSMaPアルゴリズムを
用いて算出した降水量（GSMaP）とが、(1) 両者
ともに降雨がある場合（PR > 0 mm h-1 かつ

GSMaP > 0 mm h-1）、(2) GSMaPの空振り（PR 
= 0 mm h-1 かつ GSMaP > 0 mm h-1）、(3) 
GSMaPの見逃し（PR > 0 mm h-1かつGSMaP = 
0 mm h-1）に場合分けし、それぞれ2007年6-8
月の積算月平均降水量を求めた（図１）。地形性

降雨判別・推定手法の効果を確かめるため、地形

性降雨判別手法を施さない場合（GSMaP1）と施
した場合（GSMaP2）を比較した。インド亜大陸
西海岸において、GSMaP1 は西ガーツ山脈に沿
った全域で600 mm mon-1以上過少評価するいっ

PR Rainfall 
 

TMI-PR Rainfall 
(RRPR > 0 & RRTMI > 0) 

TMI-PR Rainfall 
(RRPR > 0 & RRTMI = 0) 

TMI-PR Rainfall 
(RRPR = 0 & RRTMI > 0) 

TMI-PR Rainfall 
(RRPR > 0 & RRTMI > 0) 

GS
M

aP
2 

GS
M

aP
1 

図 1 地形性降雨判別・推定手法を（上段）適用しない場合と（下段）適用した場合の 2007年 6-8月にお
ける（左列より 1列目）PR地上付近月平均降水量、（2列目）GSMaP平均月降水量とPR地上付近
月平均降水量との差。同左、ただし（3 列目）両者ともに降雨がある場合、（4 列目）PR のみ降雨が
ある場合、（5列目）TMIのみ降雨がある場合（単位：mm mon-1）。 
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ぽう、GSMaP2 は地形性降雨判別・推定手法に
より降雨の増大がみられるが、一部で 600 mm 
mon-1以上の過大評価となっている。これは、地

形性降雨判別域で降水量の増大効果を得るため、

37GHz 輝度温度偏波差（PCT37）による降水量
補正を行わない変更を行ったこと、地形性降雨用

鉛直降水プロファイルに地域性を考慮していな

いことに原因があると考えられる。また、地形性

降雨判別・推定手法の導入に伴う降雨の増大は、

そのほとんどがPRとGSMaPの両者で降雨があ
る場合に限られており、GSMaPの見逃しにはほ
とんど効果がないことが明らかとなった。これは、

地形性降雨判定ではなく降雨判別（21GHz 帯を
用いた無降雨輝度温度に対する観測散乱シグナ

ルが弱い）や海岸判定（海側に比べ陸側の海岸判

定域が広い）に原因があると考えられる。 
地形性降雨判定域の過大評価傾向に対しては，

全球への適用時に w とＱの閾値を穏やかにした
ことが原因と考えられる．地上風速の弱い事例と

強い事例のwとTRMM PR地上付近降水量との
関係を比較すると，地上風速が強いほどwの閾値
を厳しく（大きく）設定する必要があることがわ

かった（図省略）．降水量の過大見積もりに対し

ては，PCT37から算出された降水量と重み付け平
均とすることで，過大傾向からの改善を見いだす

ことができた（図２）． 
 

4. まとめ	 
地形性降雨推定精度向上には次の点で改良が

必要である。 
・地形性降雨判別（新たな地形性降雨判別インデ

ックスを開発する） 
・地形性降雨推定（PCT37を用いた降水量補正を
行う） 
・降雨判定・海岸判定（降雨/無降雨判定手法や海
岸判定方法を検討する） 
・鉛直降水プロファイルモデル（降水システム・

大気場等を考慮する） 
次期プロダクト改定時には，これらの改良を施し

て，地形性降雨に対する推定精度を向上させる予

定である． 
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化学気候モデルより得られたフリーラン実験の

バイアスについて
∗ 佐々木 拓也 1・塩谷 雅人 1・出牛 真 2・秋吉 英治 3

(1: 京都大学, 2:気象研究所, 3:国立環境研究所)

1. はじめに
今日では大循環モデルにおいても化学反応過
程を結合させて実験することが可能となって
いる。そのため、気温や流れの場が物質分布に
与える影響や反対に物質分布が放射を通して気
温や流れ場に与える影響について、長期間・全
球規模の解析が可能となった。このようなモデ
ルによる実験手法の中には、初期値や境界条件
を与え、その後手を加えることなく計算させる
フリーランと呼ばれるもの（将来気候予測に使
用される）や、緩和時定数に従ってモデルの変
数を再解析データや観測値に近づけながら計算
するナッジングと呼ばれるものがある。本研究
では現実の大気に近い再解析データの力学場を
用いたナッジングの結果とフリーランの結果を
比較する。この比較によりモデル自身が持つバ
イアスを知ることができ、異なる力学場がどの
ように化学物質に影響を及ぼすのかを調査でき
る。

2. 使用したデータ
本研究では、国際的な化学気候モデル相互比
較プロジェクト、IGAC/SPARC Chemistry-

Climate Model Initiative (CCMI) に参加し
ている気象研究所地球システムモデル (MRI-

ESM1r1) と国立環境研究所全球化学気候モ
デル (MIROC3.2-CCM) の結果を使用した。
実験設定については、ナッジングに相当す
るものとして REF-C1SD 実験 (以下 SD) を
使用し、フリーランに相当するものとして
MRI-ESM1r1 については REF-C2 実験を、
MIROC3.2-CCM については REF-C1 実験
(以下両方とも FR)の結果を用いた。期間はど
ちらも 1980 年から 2010 年までのデータを使
用する。

3. 結果
図 1は、横軸を 31年間の気候値（月）とし、
縦軸を高度とした（SD）の北半球（北緯 50度
から北緯 90 度で平均）の気温の季節変化を表
している。そして、図 2 は高度 30hPa での気

温の季節変化について各データを比較したもの
である。これらの図によると、秋の終わりから
冬の初め頃には（FR）の気温バイアスは小さ
いが、冬の終わりの昇温のタイミングが（FR）
と（SD）で異なっており、結果的に（FR）で冬
の状況が長続きしている様子が読み取れる。オ
ゾンについても同様の図 3で比較を行うと、冬
の時期の季節変化という点においては、（FR）
でオゾンの増加がMRI-ESM1r1、MIROC3.2-

CCMともにゆるやかであり、後者のデータで
はピークが一ヶ月遅れていることがわかる。そ
のため、オゾンの場を見ても（FR）では冬の季
節変化がゆっくり進行していることがわかる。
また、これら一連の解析について、南半球につ
いても同様に行ったところ、季節変化がゆっく
りと進行し、冬の状況が長続きしているという
点で同様の結果が得られた。

図 1 横軸を 31 年間の気候値（月）とし、縦軸を高度とし
た（MRI-ESM1r1 の SD）の北半球（北緯 50 度から北緯
90 度で平均）の気温（単位は K）の季節変化を表している。

ここで、気温や比較的長い寿命を持つオゾン
などの物質の濃度を変化させる力学の影響を
見ることにした。具体的には、これらのパラメ
タの帯状平均量は変形オイラー平均の熱力学
の式、及び物質混合比の連続の式で残差平均子
午面循環と関係している。そして、成層圏にお
ける冬の子午面循環は主に対流圏から伝播す
る EP fluxの収束によって駆動されるため、そ
の EP flux について各データで比較すること
にした。その結果が図 4である。この図を見る
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図 2 高度 30hPaでの北半球（北緯 50度から北緯 90度で
平均）の気温の季節変化について（MRI-ESM1r1 の FR：
緑色、SD：赤色）、（MIROC3.2-CCMの FR：青色、SD：
橙色）を比較したもの。バーは標準偏差の大きさを表す。単
位は K。

図 3 図 2と同様。ただし、オゾンの結果。単位は ppmv。

と（SD）での EP flux の収束量が多い 1-2 月
で、（FR-SD）が正の値を示しており、3-4 月
に負の値を示している（EP fluxの収束を負の
値で示していることに注意せよ）。これはつま
り、（FR）で EP flux の収束量が大きくなる
タイミングが遅くなっているということを示し
ている。そして、緯度高度断面図で１月の EP

fluxそのものを示したのが図 5で、この図によ
ると（FR-SD）で EP fluxのベクトルが下向き
となっていることがわかる。これは、本来伝播
すべき量の EP flux が（FR）では対流圏から
伝播することができていない、ということを示

図 4 横軸・縦軸は図 1 と同様。ただし、EP flux の収
束についての図。上：（MRI-ESMr1 の SD）、下：（MRI-
ESM1r1 の FR-SD）。単位は m/(s*day)。

図 5 北半球１月の EP flux とその収束についての緯度高
度断面図。上：（MRI-ESMr1の SD）、下：（MRI-ESM1r1
の FR-SD）。

している。また、EP fluxの収束量が（FR）の
方で大きかった 4月について同様の緯度高度断
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図 6 図 4 の下と同様の図。ただし、東西波数 1-3 の波に
よる EP flux の収束であり、高度については 1000hPa か
ら描いている。

面図を描いてみると、EP fluxの差のベクトル
は上向きとなることが確認された。このことか
ら（FR）では EP flux が対流圏から伝播する
タイミングが（SD）に比べて遅れているという
ことがわかった。また、図では MRI-ESM1r1

の結果のみを示しているが、MIROC3.2-CCM

においても同様の結果が得られた。

4. 考察
今回得られた結果から、成層圏の冬の気温と
オゾンのバイアスについて重力波等のパラメタ
リゼーションなどではなく、冬の成層圏へ伝播
するプラネタリースケールの波の表現に大きな
原因があると考えた。図 6 は波数 1-3 の波に
よる EP flux の収束量の差（FR-SD）を示し
ており、これを見るとほぼ一年を通して対流圏
で（FR）の EP flux の収束量が大きくなって
いることがわかる。このことから、モデルには
これらの波が成層圏へ抜ける表現や対流圏での
生成の表現に不十分な点がある可能性が考えら
れる。そして、冬の時期（1-2 月）には対流圏
から波が伝播しにくくなったために成層圏での
EP fluxの収束量が少なくなり、冬が長続きし
た結果として 3-4月に成層圏での EP fluxの収
束量が大きくなったと考えられる。

5. 今後の課題
今後の課題としては、今回の解析結果につい
てより定量的な解析を行うことによって、これ
らのバイアスの原因についてより深い考察を行
うということが考えられる。また、今回の発表
内容とは異なるが南半球の成層圏での気温とオ
ゾンのトレンドのバイアスが非常に似ていると

いう結果等、力学場と化学場のバイアスに関連
性が見える結果が得られていることから積極的
に化学場の解析を進め、力学場と化学場の関係
性についての理解を深めるための解析を行いた
いと考えている。
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