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雨滴粒径分布を表す新関数を用いた層状・対流混合降雨の
観測事例解析

岡崎恵 *（京大院理 ) ,竹見哲也 (京大防災研 ) ,大石哲  (神戸大都市安全研究セ ) ,  
阿波田康裕 (JAXA),柳瀬友朗 (理化学研究所 ) 

1. はじめに
雲・降水過程を定量的に表現する上で、雨滴粒径
分布は重要な役割を果たす。粒径分布の関数として
指数分布[1]やガンマ分布[2]が広く使用されている。
一方、これらの従来型の関数では表しきれない形状
の雨滴粒径分布の存在が観測より明らかになって
いる。その内の一つであるふた山形状の雨滴粒径分
布は、小さな粒径で数密度が最大値を取ることに加
え、中間粒径において二つ目の数密度のピークを持
つ。このような形状の雨滴粒径分布に対して本研究
では新たに近似関数を定義した。新しい関数を
gamma raindrop distribution combined with exponential 
(GRACE)分布と称し、次式で表す。 
𝑁!"#$%(𝐷) ≡ 𝑁& exp(−𝛬&𝐷) + 𝑁'𝐷(! exp(−𝛬'𝐷)

GRACE 分布は指数分布とガンマ分布の足し合わせ
で構成される。本研究では、台風時に見られた層状
性降雨と対流性降雨が混在する降雨システムの観
測事例を対象にGRACE分布により解析し、GRACE
分布の有用性を検証する[3]。

2. 観測手法と対象とした事例
解析に用いたデータは、千葉県勝浦市に設置され
た 2DVD (35.21N, 140.32E) と Xバンド二重偏波気
象レーダー (35.15N, 140.32E) の観測値である。レ
ーダー観測値として、SRHI モードで取得されたも
のを採用した。 
本研究で対象としたのは、2021 年台風 Mindulle
の接近に伴い 10月 1日に関東地方で発生した大雨
事例である。ここでは特に 10:30–11:30（日本時間、
以下同様）における事象を主に取り上げる。同日の
勝浦市における 11:00から過去 1時間の雨量は 1日
で最大となる 35.0 mm h−1であった(気象庁観測によ
る)。同時刻では、台風のアウターレインバンドが観
測地点に覆い被さっていた。 

3. 結果
3.1 GRACE分布解析

2DVD において観測されたふた山形状の雨滴粒

径分布に対してGRACE分布を fittingさせた結果、
GRACE 分布はかなり良く観測値を表すことができ
た(図 1)。その fitting度合いについて、平均二乗誤差
(RMSE)で定量的に調べた結果、従来型のガンマ関
数単独で fittingした結果よりもGRACE分布を用い
た方がより正確に観測値を近似することができる
ことが分かった。 
3.2 気象レーダー・2DVD観測

10:30–11:30 において、2DVD 直上 5 km高度の偏
波パラメータよりブライトバンドが確認され、層
状性雲が広がっていたことがわかった。また、3 
km高度以下において浅い対流セルが 10分間隔で
存在していた。11:05–11:14に着目すると、11:05, 
11:06では対流性降雨と層状性降雨の影響により、
1分間で 40 mm h−1以上に相当する強い雨が降って
いたが、対流性降雨が減少したために 11:07から
11:10にかけて降雨強度は減少傾向であった。その
後次の対流セルの出現によって 11:11から 11:14で
は増加傾向にあった。対流性降雨が弱まり層状性
降雨が卓越した 11:07–11:12において雨滴粒径分布
はふた山形状であった。 

図 1 GRACE分布による fittingの結果(11:08, JST) 
ヒストグラム: 観測値, ピンク線: GRACE分布 
青線: 指数部分, オレンジ線: ガンマ部分 
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層状性降雨と対流性降雨の遷移過程における雨滴
粒径分布の形状の変化をGRACE分布解析で得ら
れたパラメータを用いて定量的に評価した。ここ
ではGRACE分布中の指数部分とガンマ分布の 3
次モーメントの比 
の時系列変化を示す(図 2)。m3ratioは 1より大きい

場合はガンマ部分が卓越しており、1より小さい場
合は指数部分が卓越していることを示す。図 2よ
り、対流性降雨の影響で強い降雨が観測された時
間ではm3ratioが 1より大きくなり、対流性降雨が
減少し層状性降雨が卓越した遷移過程ではm3ratio
が 1より小さくなった。 
 
4. まとめ 
 本研究では一つの観測事例について解析を行い、
GRACE 分布の有用性やふた山形状の雨滴粒径分布
の形成背景について述べた。以下に結論をまとめる。 
・GRACE 分布は従来のガンマ分布よりも観測値を
より良く表現することができる。 
・台風のアウターレインバンドの影響下における対
流性降雨と層状性降雨の遷移過程で雨滴粒径分布
はふた山型になった。 
・本事例解析の中で GRACE 分布を用いることで、
層状性と対流性降雨が混在した降雨システムにお
ける雨滴粒径分布の特徴を示すことができた。 
 
5. 今後の課題 
本研究で着目したのは、限られた観測範囲であり、
その普遍性は担保できない。そのため、今後は異な

る事例解析を重ね、同様の傾向が見られるかを調べ
る必要がある。さらに、層状性降雨と対流性降雨と
の間の遷移過程において雨滴粒径分布がふた山形
状となる原因については未だ示すことができてい
ない。本研究手法ではメカニズムの解明には限界が
あると考えるため、数値モデルを用いた実験をする
予定である。 
 
参考文献 
[1] Marshall, J. S., and Palmer, W. M.: The distribution of 

raindrops with size., J.Meteor., Vol.5,pp.165-166, 
1948. 

[2] Ulbrich, C.W.: Natural variations in the analytical form 
of the raindrop size distribution, J.Climate Appl. 
Meteor., Vol22,pp.1764-1775,1983. 

[3] Okazaki, M., Oishi, S., Awata, Y., Yanase, T., and 
Takemi, T.: An analytical representation of raindrop 
size distribution in a mixed convective and stratiform 
precipitating system as revealed by field observations, 
Atmos. Sci. Lett., 2022 (under review). 
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図 2 m3ratioの時系列変化 (11:05–11:14, JST) 
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機械学習を用いた肱川あらしの発生予測 

 

箱崎 又一* （岡山理科大学 生物地球学部） 

大橋 唯太 （岡山理科大学 生物地球学部） 

重田 祥範 （公立鳥取環境大学 環境学部） 

 

 

１. はじめに 

 愛媛県大洲市長浜の肱川河口では、秋から冬

にかけて「肱川あらし」という局地風が発生す

る。肱川あらしとは、早朝に肱川上流の大洲盆

地で夜間に発生した放射霧と冷たい空気が肱

川に沿って流れだし、肱川河口において蒸気霧

も伴いながら吹き出す珍しい現象である。 

 先行研究において、肱川あらしの強風のメカ

ニズムや予測の可能性が示唆されている（三浦

ほか，2020）が、肱川あらしを実際に予測する

研究は見当たらない。大洲市はホームページな

どで、肱川あらしを観光情報として発信してお

り、肱川あらしの予測は、地域への観光客の増

加につながることも期待されている。そこで本

研究では、気象庁から入手できるデータをもと

にAI（機械学習）による肱川あらしの発生予測

とその評価を行った。 

 

２. 方法 

2.1 機械学習の流れ 

 おおまかな流れを図１に示す。 

① 使用するデータは、気象庁が配信するアメ

ダス、メソ数値予報モデル（MSM）、海面

水温、潮位である。 

② 入手したデータの欠測などを確認し、機械

学習に用いる特徴量の作成を行った。 

③ モデルの学習・評価の手法に k-分割交差検

証を用いた。k-分割交差検証ではデータをk

個に分割し、このうち k－1個を訓練データ、

残りをテストデータとして用いる。この組

み合わせを変えて、k回検証を行う。このk

回のモデル性能の平均を取り、全体の評価

とする。これにより、モデルの学習と評価

にすべてのデータを使うことができる。今

回は k=5として学習データを５分割し、５

回の検証結果を平均してモデル精度を評価

した。 

④ 機械学習の手法には、「ランダムフォレスト」

を使用した。ランダムフォレストはアンサ

ンブル学習と呼ばれる学習手法で、複数の

分類器を１つにまとめて学習させる。それ

ぞれの分類器から出力された結果を多数決

して結果を出力する。この手法は外れ値の

影響を受けにくいなどの利点がある。 

⑤ モデルの評価指標には、正解率・適合率・再

現率・f値を用いた。また、特徴量重要度に

よる肱川あらしの発生への気象要素の寄与

も明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 肱川あらしの発生分類 

 機械学習を実装するのに必要な学習データ・

テストデータを作成するため、過去の肱川あら

しの発生の有無について分類を行った。肱川あ

らしという現象は、放射霧の移流・川面からの

蒸気霧・強風で構成されている。分類の基準は

目視による現象の確認した結果で「非発生」・

「蒸気霧のみ発生」・「放射霧の移流のみ発生」・ 

① データの取得 

② データの前処理 

③ k-分割交差検証 

 

④ 学習モデルの構築 

⑤ 学習モデルの評価 

図 1 機械学習の流れの概要 
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「肱川あらしの発生」の４つに分類した（図２）。 

 この分類には、現地に設置したライブカメラ

画像と大洲市が公開する肱川あらし展望公園

ライブカメラ（https://www.city.ozu.ehime.jp/site/mo

vie-library/1174.html）、肱川あらし予報会のYouTu

be動画（https://www.youtube.com/channel/UCEJ7YtW

HcqeCODm-7K-IjmA）をもとに判別を行った。 

 

2.3 予測モデル・特徴量について 

 ターゲット時刻（当日の早朝６～９時）に対

して「２日前」・「１日前」・「前夜」の３つの予

測開始時刻を設定した。２日前と１日前は

MSM・海面水温・潮位を用い、前夜ではこれら

に加えてアメダスの気象要素も含めて予測を

行った。特徴量については表１にまとめる。 

放射霧の発生要因として考えられる「昼夜の

気温差」と「昼夜の気圧差」、蒸気霧の発生に関

与すると考えられる「海面水温と内陸気温の差」

と「潮位」、肱川あらしの強風に関与すると考え

られる「内陸と沿岸の気温差」を用いた。前夜

からの予測で用いた特徴量には、「内陸（大洲ア

メダス）の気温低下量」・「内陸の平均風速」・「沿

岸（長浜アメダス）の平均風向」を追加した。

気温の低下量は12時～21時、平均風向・平均

風速は18時～21時の時間を用いた。また、「海

面水温と内陸気温の差」と「内陸と沿岸の気温

差」における気象要素をMSMからアメダスに

変更した。用いた特徴量のあいだには，多重共

線性は認められなかった。MSM の格子点とア

メダスの位置関係を図 3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 結果と考察 

分類した現象の事例数を表２にまとめる。対

象期間は2017年10月～2018年 3月、2020年

10月～2021年1月、2021年10月～2022年3

月の 3 年分で、総事例数は合計 347 件となっ

た。この期間での肱川あらしの発生確率は

15.6%であり、頻繁に発生するわけではないと

わかる。 

 

図 2 肱川あらし発生時の画像。赤域が放射霧
の移流、橙色の丸が蒸気霧。本研究では両方と
も確認できた場合を「肱川あらし」、とした。 
 [引用] https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/to

shiseibi/1179.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3 大洲市周辺のアメダスとMSM格子点
の位置。橙色がアメダス、赤色が MSMの格
子点。MSM格子点のうち丸で囲った格子点
を使用。Google Earthから引用 

表 1 予測開始時刻ごとに用いた特徴量。〇は
MSM、●はアメダスのデータを表す。 

特徴量 2日前 1日前 前夜 

海面更正気圧 〇 〇 〇 

気温 〇 〇 〇 

相対湿度 〇 〇 〇 

風速(U成分) 〇 〇 〇 

風速(V成分) 〇 〇 〇 

昼夜の気温差 〇 〇 〇 

昼夜の気圧差 〇 〇 〇 

潮位 〇 〇 〇 

海面水温と 
内陸気温の差 

〇 〇 ● 

内陸と沿岸の気温差 〇 〇 ● 

内陸の平均風速 ― ― ● 

沿岸の平均風向 ― ― ● 

内陸の気温低下量 ― ― ● 
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3.2 予測精度 

予測開始時刻ごとの正解率と f 値を図４に示

す。今回の予測では、分類において「非発生」

の事例数が他の事例（「蒸気霧のみ発生」・「放射

霧の移流のみ発生」・「肱川あらしの発生」）より

多くなっていた。そのため、正解率（テストデ

ータでの全事例数に対する予測正解数の割合）

と合わせて f 値も用いて予測精度を評価した。

f 値は再現率（テストデータでの正解事例数全

体に対する予測正解数の割合）と適合率（テス

トデータでの予測事例数全体に対する正解事

例数の割合）の調和平均である。予測開始時刻

がターゲット時刻（肱川あらしが発生する早朝）

に近づくにつれて正解率・f値ともに高いため、

精度が向上していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、適合率と再現率の分類ごとの結果を表

3と表４にまとめる。「非発生」の予測は、再現

率・適合率ともに最も高くなっている（78%～

98%）。「蒸気霧のみ発生」の予測は再現率が低

く、適合率は高いが、事例数自体が少ないため

一概には精度が良いとは言えない。「放射霧の

移流のみ発生」の予測では、実際に予測するこ

とが出来ていなかったが、前夜になると初めて

予測することができた。「肱川あらしの発生」の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予測は、適合率がターゲット時刻に近づくにつ

れて高くなっていた。 

「非発生」の日に関してはいずれも予測精度

が高いため、蒸気霧、放射霧、肱川あらしのい

ずれも発生しない日を予測することは容易だ

とわかる。一方で肱川あらしの発生予測は過去

のデータや今後のデータ数を増やすことで学

習モデルの予測性能は向上していくと期待で

きる。 

 

3.2 特徴量重要度 

 予測開始時刻ごとのモデルで得られた特徴量

重要度を図５に示す。２日前と１日前の予測で

は「内陸と沿岸の気温差」の重要度が高くなっ

ていたが、前夜の予測ではそれが下位にきてい

る。この要素は早い段階の予測において必要な

情報になると考えられる。すべての予測開始時

刻において「風速（U成分）」が高い重要度とな

っていた。また、「風速（V成分）」も含めてMSM

の風速は予測において必要な要素といえる。こ

れに加えて、肱川あらしの現象を構成する放射

霧・蒸気霧・強風に着目した特徴量（例えば「昼

夜の気温差」）の重要度が上位に位置していた。

「潮位」に関してはすべての予測において割合

は低かったが、「潮位」を特徴量から外して学習

モデルを作成した場合には、予測精度が低下し

た。 

 今後は個別の日に対して特徴量重要度の関係

を分析することがさらなる予測精度の向上に

つながると考える。 

表２ 現象の分類結果。確率は全 347件に対する
割合。 

分類 発生件数 確率 

非発生 246件 70.9% 

蒸気霧のみ発生 26件 7.5% 

放射霧の移流のみ発生 21件 6.1% 

肱川あらしの発生 54件 15.6% 

 

 

図 4 ４分類の予測精度の結果。黄色が正解率、
緑が f値。 
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表３ 再現率の分類ごとの結果。nは割合の母数
を表す。 
 
 
 
 

 
 
表４ 適合率の分類ごとの割合、nは割合の母数
を表す。 
 
 
 
 

 

再現率 非発生 蒸気霧のみ 放射霧のみ 肱川あらし

２日前 96% (n=26) 33% (n=3) 0% (n=4) 43% (n=7)

１日前 98% (n=49) 22% (n=9) 0% (n=4) 71% (n=7)

前夜 98% (n=53) 25% (n=4) 25% (n=4) 50% (n=8)

適合率 非発生 蒸気霧のみ 放射霧のみ 肱川あらし

２日前 78% (n=32) 50% (n=2) 0% (n=0) 50% (n=6)

１日前 81% (n=59) 100% (n=2) 0% (n=0) 63% (n=8)

前夜 85% (n=61) 100% (n=1) 100% (n=1) 66% (n=6)
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４. まとめ 

 本研究では、愛媛県大洲市で発生する肱川あ

らしをAI（機械学習）によって予測した。その

結果を以下にまとめる。 

⚫ 「非発生」・「蒸気霧のみ発生」・「放射霧の

移流のみ発生」・「肱川あらしの発生」の４

分類による予測の結果、2 日前からの予測

が適中した事例があり、前日よりも前の日

から肱川あらしの予測が可能であると言

えた。 

⚫ MSM だけでなくアメダスの観測データも

学習モデルに加えることで予測精度は上

がることがわかった。 

⚫ 特徴量重要度の解析から、肱川あらしを構

成する放射霧・蒸気霧・強風に寄与する気

象要素を効果的に加えることが、予測に必

要である。 

今後も全体的な予測精度に関してさらに改

善できると考え、その具体案を以下に挙げる。 

⚫ 過去の発生分類、今後の肱川あらしの発生

の有無についてデータ数を増やし、学習モ

デルを強化する。 

⚫ 個別の日に対する特徴量重要度の変化を

分析することで、さらなる予測精度の向上

につながると考える。 

⚫ 機械学習の他の学習アルゴリズムを用い

て比較・検証する。 

2022年6月16日から気象庁はMSMの予報

時間を 78 時間先まで延長した。そのデータを

用いれば、３日前からの予測も可能になり、肱

川あらし予報による集客力が地域貢献につな

がると期待している。 
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(a)  2日前からの予測モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b)  １日前からの予測モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(c)  前夜からの予測モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図５ 予測モデルで得られたの特徴量重要度の
結果。(a) ２日前からの予測、(b) １日前からの
予測、(c) 前夜からの予測の特徴量重要度を高い
順番に並べている。 
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別府湾周辺で発生する滑昇霧の統計的特徴について 

 

* 鈴木 由樹（岡山理科大学大学院 生物地球科学研究科）  

大橋 唯太（岡山理科大学 生物地球学部） 

 出納 誠（株式会社ウェザーニューズ 陸上交通気象部門） 

 

１．はじめに 

大分県別府市の別府湾周辺では、100m 先

も視認できないほどの濃霧が発生すること

で知られている。この濃霧は別府湾の特殊

な地形（図１）によって、暖湿気塊が山の斜

面を上昇することで発生する滑昇霧といわ

れている（Ohashi and Suido,2021）。濃霧の

発生に伴い山間部を通る大分自動車道や東

九州自動車道では、視界不良による通行止

めが年間 200 時間を超える（国土交通

省,2017）。東九州自動車道の別府 IC から大

分 IC の通行量は年間約 1300 万台あり、福

岡から九州南部、大分空港から大分市を繋

ぐ、九州東側の大動脈となっている。濃霧の

対策として NEXCO 西日本は、防霧ネット

や視線誘導灯を設置しているが、状況の改善

は限定的であり、濃霧発生時には通行止めや

速度規制が今も行われている。またこの濃霧

に関する調査事例や先行研究は、3 例しかな

く(日本気象協会，2018；Ohashi and Suido，

2021；鈴木ほか，2021)、いずれも事例解析

に留まっている。 

 そこで本研究では、気象庁メソ客観解析値

を用いて 過去に発生した滑昇霧を総観規模

ごとに分類してコンポジット解析を行い、統

計的な特徴について明らかにした。 

 

２．研究方法 

 滑昇霧の発生に総観規模擾乱の影響があ

ると考え、5 つの気圧配置に分類してタイプ

別にコンポジット解析を行った。 

使用したデータは、京都大学生存圏研究所

が web 公開するデータベース(http://databa

da.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/)の気象

庁メソ客観解析値の地上データと700hPa面

データである。 

解析に使用した気象要素は相対湿度（北緯

33.35°,東経 131.44°）、東西成分風速（北

緯 33.35°,東経 131.44°）、持ち上げ凝結高

度（北緯 33.35°,東経 131.5°）、相当温位の

差（図１地上データ黒枠の海側から山側の格

子点の相当温位を引いた値）。これ以降、持

ち上げ凝結高度は LCL、相当温位の差はΔ

θeと呼ぶ。 

 解析期間は 2019 年 4 月から 2021 年 9 月

までの２年半で、このうち濃霧の影響で高速

道路の通行止めや速度規制が発生した全 11

9 事例について解析した（表１）。 

 

図１．別府湾周辺の MSMの地上格子点（国土地
理院）。黒枠は解析で使用した格子点である。 
 

表１．2019 年 4 月から 2021 年 9 月までに
濃霧の影響で速度規制及び通行止めが発
生した月別事例数。 
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気圧配置は、濃霧の影響による速度規制及

び通行止めが発生した日の地上天気図にも

とづき、５つのタイプに分類した。そのタイ

プは、(A)東シナ海低気圧型、(B)停滞前線通

過型、(C)温暖寒冷前線の通過型、(D)台風暖

湿気塊流入型、(E)A~D に該当しないタイプ

である（図２）。 

３．結果と考察 

3-1 速度規制開始時のコンポジット解析 

 図３に、規制開始の前後 24 時間に対して

コンポジットした時間変化を示す。ただしこ

こでは特に顕著な例に対して各気象要素を

示した。 

  図３(a)に、東シナ海型低気圧型について

コンポジットした相対湿度の結果を示す。規

制開始の 12 時間前から相対湿度が上昇し、

規制開始時に 90％以上を解析していた。他

の４タイプでも同様に、規制開始の 12~9 時

間前から相対湿度が上昇しており、湿った空

気の流入と濃霧との関係が示唆される。 

 図３(b)に、東シナ海低気圧型の東西成分

風速の結果を示す。規制開始の 24 時間前か

ら規制開始時まで東風(別府湾から山の斜面

に向かう)が解析されていた。その後の６時

間までは東風だが、西風へと変化しているの

が特徴的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２．濃霧発生時に５つに分類された地上
の気圧配置。 
（A） 東シナ海低気圧型 
（B） 停滞前線通過型 
（C） 温暖寒冷前線の通過型 
（D） 台風暖湿気塊の流入型 
（E） (A)∼(D)に含まれない型 

（A） (B) 

(C) (D) 

(E) 

 

 

図３．メソ客観解析値の規制開始の前後
24 時間をコンポジットした時間変化（箱
ひげ図）。（a）東シナ海低気圧型の相対湿
度、（b）東シナ海低気圧型の東西成分風
速、（c）温暖寒冷前線通過型のΔθe、（d）
温暖寒冷前線通過型の L C Lの結果。 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

東シナ海低気圧型 

N=27 

温暖寒冷前線の通過型 

温暖寒冷前線の通過型 
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別府湾周辺で発生する濃霧が滑昇霧であ

る場合、霧が発生する条件は斜面を滑昇する

東よりの風となる。 

他の４タイプで規制開始前に東風が解析

されていた。規制開始後、停滞前線通過型と

温暖寒冷前線の通過型で西風に変化したが、

台風暖湿気塊の流入型とその他の型では西

風への変化は見られず、東風が継続してい

た。したがって、すべてのタイプで規制開始

前に滑昇霧の発生条件となる東風が解析さ

れており、濃霧の発生に寄与したと考えられ

る。 

図３(c)に、温暖寒冷前線通過型のΔθe の

結果を示す。規制開始の 12 時間前にΔθe

がほぼゼロとなっていた。規制開始後も継続

してゼロに近い値を解析していた。 

Δθeは海側から山の斜面側の相当温位を

引いた値であり、飽和した空気が滑昇してい

れば相当温位の差はほぼゼロとなるはずで

ある。したがって、山の斜面では空気が飽和

し霧が発生していると判断できる。 

台風暖湿気塊の流入型を除く４タイプで

規制開始前からΔθeはほぼゼロとなってい

た。一方、台風暖湿気塊の流入型は 1~2K で

推移し、ゼロに近づくことはなかった。 

 

3-2 速度規制開始時の LCL の特徴 

図３(d)に、温暖寒冷前線通過型の LCL の

結果の時間変化を示す。規制開始時には、

LCL が 200m 以下を解析しており、別府湾

周辺の山の標高よりも低いため、高速道路が

位置する山間部の霧の発生が考えられる。 

 図４に、東シナ海低気圧型の LCL と水平風

の水平分布図（コンポジット）を示す。規制開

始の 12 時間前に、別府湾周辺では 500m 程度

の LCL が解析されており、規制開始時に別府

市の山側では 200m 以下の LCL が解析されて

いる。東九州自動車道は 300~400m 程度の標

高にあり、高速道路より標高の低い場所に

LCL の値が解析されていたことになる。これ

と同時に別府湾で南東風が解析されており、山

の斜面を滑昇する風向になっていた。 

 

3-3 規制解除時のコンポジット解析 

図５に、規制解除の前後 24 時間に対して

コンポジットした時間変化を示す。 

図５(a)に、停滞前線通過型の相対湿度の 

結果を示す。規制解除の前には相対湿度が

90％前後の高い値で推移し、規制解除の 3 時

間前から相対湿度の低下が解析されていた。

他のタイプでも同様に規制解除の 3~9 時間

前に相対湿度の低下が見られた。 

図５(b)に、温暖寒冷前線通過型の東西成

分風速の結果を示す。規制解除時に東風から

西風への変化が解析されており、濃霧の消滅

と規制解除のタイミングがほぼ一致してい

た。一方で、台風暖湿気塊の流入型は規制解

除後も東風が解析されており、西風が出現す

ることはなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．メソ客観解析値の規制解除の前後 24
時間をコンポジットした時間変化(箱ひげ
図)。（a）停滞前線通過型の相対湿度、（b）
温暖寒冷前線通過型の東西成分風速の結
果。 

(a) 

(b) 

停滞前線通過型 

 

温暖寒冷前線の通過型 

 

 

図４．メソ客観解析値による東シナ海低気圧
型の LCL と水平風の水平分布図。（左）規制
開始の 12時間前と、（右）規制開始時でのコ
ンポジット結果。 
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４．まとめと今後の課題 

 別府湾周辺の東九州自動車道及び大分自

動車道で、濃霧発生時による速度規制及び通

行止めが発生した全 119 事例を５つのタイ

プに分類して、コンポジット解析した結果、

以下のことが明らかになった。 

 滑昇霧の発生条件がコンポジット解析で

解析された気圧配置（総観規模擾乱）タイプ

を表 2 にまとめる。表中では、条件を満たし

ている要素を○、条件を満たしていなかった

要素を×で記してある。 

(1)  東シナ海低気圧型、停滞前線通過型、

温暖寒冷前線の通過型は、すべての気

象要素で滑昇霧が発生する条件を満

たしていた。規制開始の 12 時間前、

規制解除の 3 時間前から、発生消滅の

条件が解析されていたことから、メソ

客観解析値を利用することで滑昇霧

を予測できる可能性がある。 

(2)   台風暖湿気塊の流入型は、他の 4 タ

イプに比べて滑昇霧で重要な気象要

素と規制のあいだに関係性があまり

認められなかった。特に東風から西風

に変化するタイミングが規制の解除

を行うために重要だと考えられるた

め、規制解除の予測は困難である。 

 

 

 

 別府湾への気流が、豊後水道を通過してく

る様子がメソ客観解析値からも確認された

ため、今後は豊後水道から別府湾にかけての

海水温度の滑昇霧への影響も調べる予定で

ある。 
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表２．コンポジット解析で確認された気圧配置（総観規模擾乱）タイプ別の滑昇霧の発生
条件の有無。○は滑昇霧の発生条件あり、✕は条件なし、△は判別不能を表す。 

 

 

 

 

 

 

東シナ海
低気圧型

停滞前線
通過型

温暖寒冷前
線の通過型

台風暖湿気
塊の流入型

その他
の型

規
制
開
始
時

相対湿度 〇 〇 〇 △ 〇

東西成分
風速

〇 〇 〇 〇 〇

Δθe 〇 〇 〇 ✕ 〇

LCL 〇 〇 〇 〇 〇

規
制
解
除
時

相対湿度 〇 〇 〇 〇 〇

東西成分
風速

〇 〇 〇 ✕ ✕

Δθe 〇 〇 〇 ✕ 〇
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岡山県高梁盆地で発生する放射霧の発生頻度 

 
*重田 祥範，津村 美月（公立鳥取環境大学環境学部）

 

1．はじめに 

周囲を山で囲まれた盆地では，盆地特有の大気環

境が形成される．盆地の気候を特徴付ける現象とし

て，真夏の猛暑や盆地霧が挙げられる．盆地霧は，

秋季から冬季に発生しやすく，特に冬季は日の出が

遅いため，日射エネルギーが小さく霧の消散スピー

ドが低下する．これにより，日常生活において霧の

発生に伴う視程の悪化によって，交通事故などが多

くなりやすい．1998 年 12 月の磐越自動車道での多

重衝突事故では 2 名の死者が発生している． 

そのような中，盆地霧の調査は，日本各地でおこ

なわれている．小気候団体研究会（1994）は，恵那

地方の盆地霧の発生から消散に至るまでのメカニズ

ムについて調査している．一方，黒瀬ほか（1998）

は，愛媛県大洲に発生する盆地霧について調査をお

こなっている．霧にはいくつか種類があり，中でも

盆地霧は，放射霧の種類のひとつである．盆地霧は，

空気中に含まれる水蒸気が冷やされることによって

発生する．水越・奥（1974）は，上野盆地での観測

結果から，同じ盆地内の霧分布の地域差や霧の発生

から消滅に至る変化の様子を示している．この地域

の霧は，放射冷却の影響が強く，川及び池からの蒸

発の影響も受けていることから，放射冷却だけが霧

の発生を左右する条件ではないとしている．このよ

うに，従来の研究で各盆地における霧の実態はよく

把握されている． 

そこで，本研究では実測データを基に岡山県高梁

盆地で発生する霧の気候学的な特徴と発生から消散

までのメカニズムを明らかにすることを目的とした． 

 

2．研究概要 

高梁盆地は，岡山県の中西部にある高梁市内に位

置している．盆地底は，標高 60m に対し，その周囲

は，標高 200m から 500m の山々が連なっている．

本観測では発生する霧の実態を明らかにするため，

高梁盆地の内外で観測機器を用いて，気象観測を実

施した．観測地点は，東西約 6km，南北約横 6km の

範囲で，約 1.5km 毎に 1 地点の計 15 地点である．

自然通風式シェルターに温湿度センサ（TR-72wf，

TR-73U：T&D 社）を用いて、定点型の長期的な観

測を実施した．測定間隔は，気温，湿度，大気圧す

べて 10 分間隔である．加えて，盆地内での霧の状態

をとらえるため，定点カメラ（ABASK;防犯カメラ 

 

を用いた． 

 

3.解析手法  

高梁盆地で発生した霧を明らかにするため湿数を

算出した．湿数の算出式を以下に示す．観測から得

られた気温・相対湿度の実測値から，以下の(1)～(4)

の式を用いて，湿数を求めた．  

 

𝐸(𝑡) = 6.11 × 10
7.5𝑡

𝑡+237.3 (1) 

𝑒 = 𝐸(𝑡) ×
𝑅𝑇

100
(2) 

𝑡𝑑 = 237.3 × log
10 {(

6.11
𝑒

)}

log 10 {(
𝑒

6.11
) − 7.5}

(3) 

湿数（℃） = 𝑡 − 𝑡𝑑 (4) 

ただし，t：気温，RT：相対湿度，E：飽和水蒸気量，

e；蒸気圧，td：露点温度とする．  

 

3．結果 

3.1.発生頻度 

定点カメラの記録から，湿数の基準値を 1.0℃を

定めた．前 12 時間の降水が 0mm 以下かつ，盆地底

である地点 3，10，11，12，14 のいずれか 3 箇所以

上で基準値1.0℃を下回った場合を霧の発生とした．

観測期間の中で霧の発生回数の合計は 37 日であっ

た．特に，霧の発生率の高い 11 月では，約 83%の

割合で霧が発生した．発生した霧は，消散が遅い場

合には日の出後 4 時間以上であった． 

 

3.2.気温 

霧が発生日と非発生日それぞれにおける平均日較

差と平均夜間冷却量を算出した．霧発生には，最低

5.0℃，平均 11.4℃の日較差，最低 2.2℃，平均 7.7℃

の夜間冷却量が必要であることが明らかとなった． 

 

3.3.発生地点 

すべての霧発生日において，定点カメラの分析か

ら盆地底から発生する霧と山頂付近から発生する霧

の 2 種類が認められた．盆地底から発生する霧につ

いては，安定性層が形成され，盆地内全体での気温

低下が要因であると推測された． 
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3.4.風況 

高梁盆地内にあるアメダスデータより，平均風向・

平均風速のデータを用いて風について分析した．前

日 12 時 00 分から当日 12 時 00 分における風向の

ベクトル平均と平均風速を算出し，霧の発生日（第

1 図）と非発生日（第 2 図）を比較した．最大風速

において，霧発生日が平均 2.9m/s に対し，霧の非発

生日は平均 4.1m/s であった．さらに，夜間（午後 9

時 00 分～午前 5 時 00 分）を比較すると，霧発生

日，非発生日それぞれ平均 1.9m/s，3.0m/s であり，

霧の非発生日の方が最大 3m/s 大きいことが明らか

となった．また，霧発生日において，最大風速が 18

時頃に 2.0m/s 近く急激に風速が弱まっていること

が明らかとなった．したがって，高梁盆地で霧が発

生するには，安定性層が形成され，風速が 3.2m/s 以

下になる必要がある． 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 放射霧発生日の風況 

 

第 2 図 非発生日の風況 
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奄美群島徳之島の気温分布とその形成要因－土地被覆形態に着目して－ 

 
*牧園 善樹, 重田 祥範（公立鳥取環境大学環境学部）

 

1．はじめに 

地方では，若者層の都市部への転出により，担い手

が不足していると指摘されている．一方で，近年新型コ

ロナ感染症の流行により，新しい生活様式が求められ，

特にテレワークが認知されてきた．この影響により，働き

方の幅が増え移住への関心が高まると考えられる．移

住においては，移住後の気候による過ごしやすさが非

常に重要である．中でも，夏季においては，地球温暖

化の影響やヒートアイランド現象などにより居住地での

不快感や，熱中症患者の増加のリスクが懸念されてい

る．この熱環境を改善するにあたっては，形成要因の解

明が率先的におこなわれ，気象観測をはじめとして多く

の研究事例が存在する． 

そのような中，人々へ与える不快感を評価する指標と

して，暑さ指数（WBGT）や不快指数（DI）などが用いら

れてきている．温熱指数を評価する研究は，これまでそ

の地域に存在する河川の影響や土地被覆を改善した

研究が多いが，住みやすさや風土を考える上では局所

的な風土だけでなくその地域の気候についても考察す

る必要がある．こうした考察が，今後地方への移住を検

討する際の判断材料の一つになると考える． 

 そこで，本研究では，奄美群島に位置する徳之島の

居住地の温熱指数を測定する．本研究で徳之島の温

熱環境の評価をおこなうことは，離島での生活をモデリ

ングする際，気象学に着目した指標として貢献できると

考える．また，徳之島特有の温熱指数を形成するメカニ

ズムが気候的なものなのか，または，土地被覆の違いに

よるものなのかを明らかにできると考える．本稿では，奄

美群島徳之島を対象に気象観測をおこない，気温の時

空間的特徴を把握する．さらに，土地の被覆形態の違

いによる気温決定要因について明らかにした． 

 

2．研究概要 

2.1．対象地域 

奄美諸島に位置する徳之島は，年間日平均気温

21℃，年間降水量 1970 ㎜と亜熱帯気候である（気象

庁データより）．1年を通して温暖で，四方は海で囲まれ

ている．人口は約 22,000 人，面積約 248 ㎢の離島で

ある．本観測では，徳之島全域において計 49 地点の

多地点かつ細密な気象観測をおこなっている．観測に

は太陽からの直射日光を防ぎ，適度な風通しを良くする

ため，自然通風式シェルターを用いる．そのシェルター

に気温センサを組み込み，気温・相対湿度・大気圧をそ

れぞれ測定する．また，温熱環境の評価をおこなうため，

居住地域には黒球温度を測定している．さらには，島内

3 地点に総合気象観測システムを設置し風向・風速・雨

量などのデータを取得することで，より局所的な天候を

明らかにする． 

一方で，徳之島には伊仙町・天城町の 2か所にアメ 

 

ダスを有しており，その気象データも解析に併用する．

第 1図に徳之島における気象観測地点を示す． 

 

2.2．対象日の選定 

 解析対象時期は，暑さによる居住地での不快感や，

熱中症患者の増加のリスクが懸念されている夏季とした

（2022 年 8～9 月）．解析対象日は，島内にある伊仙ア

メダス・天城アメダスの気象データから好天静穏日を選

定した．好天静穏日の条件は，無降水日かつ，日照時

間が可照時間の 80％以上の日とした．さらに，平均風

速が 2.0m/s未満の日とした． 

 ここでは，日照時間が 12.5 時間かつ伊仙アメダス・天

城アメダスでの平均風速がそれぞれ 1.9m/s ・1.8m/s 

であった，2022 年 8 月 10 日を対象日としてその解析

結果を報告する． 

 第 2 図には，2022 年 8 月 10 日午前 9 時の天気図

を示し，第 3 図に伊仙アメダスで観測された風向・風速

の推移を示す．この日の奄美群島は高気圧に覆われ，

伊仙アメダスの風向・風速データからも風速 5.0m/s 未

満と北東側からの穏やかな風が吹走する晴天日であっ

たことが分かる． 

 

2.2．人工被覆率の算出 

都市部の気温と土地被覆形態の関係についての研

究は多く報告されている（たとえば，榊原，1999；横尾ほ

か，2003）．首藤ほか（1997）は，東海・東北および関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図.徳之島における気象観測地点 
●：気温・相対湿度， 
●：気温， 
●：気温・相対湿度・黒球温度 
●：気温・相対湿度・大気圧 
〇：気温・相対湿度・大気圧・風向風速・雨量 
□：アメダス 
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東地域における土地利用形態と標高が気温形成に与

える影響について分析し，人工被覆で 1～3℃の昇温

効果があることを示唆した．そこで，本研究でも徳之島

内に設置した観測地点の土地被覆形態を調べ，人工

物による気温形成について分析する． 

 ここでは，土地被覆形態の算出方法について述べる．

Google Earth が提供している航空写真を利用して観

測地点を 250ｍ格子の中心におき分割した．分解能 5

ｍであるため，格子内には計 2500 個のメッシュが存在

することになる．このメッシュ内に最も占めている割合を

13種類（1．オフィス・集合住宅・学校，2．一般住宅，3．

工業，4．駐車場・港湾，5．道路，6．鉄道，7．裸地，8．

公園・緑地・畑，9．山地・樹林地，10．水田，11.水域，

12．海域，13．墓地）に分類する．そして， 2500 個中

に人工被覆（1．オフェス・集合住宅・学校，2．一般住宅，

3．工業，4．駐車場・港湾，5．道路，6．鉄道，13．墓地）

が含まれる割合を求め，合計を人工被覆率として算出

した． 

 

3．結果 

3.1．地上気温分布 

選定された日において，2地点のアメダスの気温が最

高になった時間は，それぞれ 13 時 20 分・14 時 00 分

であった．その間の時間 13 時 40 分が島内全域で最も

高温になった時間帯だと予想し，その時間の気温分布

を第 4図に示した． 

その結果，島内で最も気温が高かった地点は，人工

被覆率が 86.08％と最も高い場所で 33.1℃となった．ま

た，最も気温が低く記録された地点は，人工被覆率が

0.16％の場所で 27.7℃となった．島内で最も気温が低

く現れた地点は標高が 407ｍであるためその影響が考

えられる． 

 次に，この時間帯の土地被覆形態の違いによる気温

決定要因について相関分析をおこなった．第 5図に 13

時 40分の気温と人工被覆率の関係を示している．その

結果，相関係数が r ＝0.42 と 5％有意水準で有意な

相関が見られた．つまり，島内の気温は人工被覆率の

高い地点ほど高温になりやすい傾向であることが考えら

れる． 

 

3.2．気温と土地被覆形態の関係 

ここでは，島内の気温が 1 日を通してどの時間帯で

土地の利用形態の影響を強く受けるのかを解析した．

第 6 図には，気温と人工被覆率の相関の推移を示して

いる．1 日を通して朝方以外の時間帯は，5％有意水準

で有意な相関を示している．特に，夜間は日中に比べ

相関係数が高くなることが示された．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図.2022 年 8 月 10 日の天気図（気象庁より） 

第 3 図.アメダス（伊仙）の風況（2022 年 8 月 10 日） 

第 4 図.地上気温分布（2022 年 8 月 10 日 13 時 40 分） 

第 5 図.気温と人工被覆率の関係 
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この日最も相関が高く現れた 19 時 50 分の気温分布と

その時の散布図をそれぞれ第 7図，第 8図で示す．19

時 50分にはこの日最も高い相関係数 r ＝0.76 を示し，

東側の海岸付近で気温が高いことが分かる．この付近

は島内で商業施設や居住地が最も集まっており，人工

被覆率も高い地点である．夜間には人工物の多い地点

で気温が下がりにくい傾向が顕著に現れる結果となっ

た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．まとめ 

本稿では，奄美群島徳之島における気温分布とその

形成要因を明らかにするため，定点型の気象観測をお

こなった．それらの結果についてまとめると以下のように

なる． 

①.選定された日 2022年 8月 10日において島内が最

も高温だったと予想された 13 時 40 分の気温分布

を示した．その結果，人工被覆率が 86.08％と最も

高い地点で 33.1℃となった．さらにその時の気温と

人工被覆率の関係を示すと，r ＝0.42 と 5％有意

水準で有意な相関が見られた． 

②.人工被覆率の影響による気温形成がどの時間帯で

顕著に現れるのか相関係数の推移を示した．その

結果，夜間は日中に比べ高い相関が見られた．特

に 19 時 50 分は，この日最も高い相関係数 r ＝

0.76を示した． 
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第 6 図.気温と人工被覆率の相関（2022 年 8 月 10 日） 

第 7 図.気温分布（2022 年 8 月 10 日 19 時 50 分） 

r = 0.76 

第 8 図.気温と人工被覆率の関係 
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オオサンショウウオの人工巣穴における温度環境の追跡調査 

 

*桐原 百合香, 重田 祥範（公立鳥取環境大学環境学部） 

 

1.はじめに 

 今日，全国的に豪雨や台風の接近・上陸な

どにより大規模な災害が各地で増加してい

る．河川のコンクリート護岸化は防災・減災

の観点から今後も進む一方で，特別天然記

念物のオオサンショウウオが確認されてい

る流域では，人工巣穴の設置が保全保護の

ためにより推進されると考えられる． 

 本来，岩の隙間や川岸に開いた洞を好む

オオサンショウウオの繁殖環境が，災害や

河川改修工事などによって変化することで，

繁殖生態に影響や変化が生じると予想され

る．一般的に，オオサンショウウオの天然巣

穴は上流部の自然護岸にできたえぐり込み

や，山沿いにある岩の隙間などを利用して

いることが確認されており，斜面からの伏

流水，湧水などが巣穴内に供給されやすい

ことに加え，護岸の表面は植物に覆われる

ことで地表の温度が上昇しにくいと予想さ

れるため，地表面からの巣穴内への熱供給

は少ないと考えられる． 

 今回，鳥取県内で初めて設置されたマン

ホール式人工巣穴（以下，人工巣穴）の内水

温計測値を 3 シーズン観測した．人工巣穴

の環境をより天然巣穴に近づけるために，

どのような工夫や技術改良が可能かを模索

し，オオサンショウウオの保全保護と防災

減災の両立の足掛かりとすべく，無機的環

境条件の異なる繁殖巣穴の水温変動を考察

する． 

 

 

2.オオサンショウウオとは 

オオサンショウウオ（学名  Andrias 

Japonicus）は両生網，有尾目，オオサンシ

ョウウオ科に属する世界最大級の両生類で

ある．オオサンショウウオは 1952 年に国の

特別展記念物[3]，環境省レッドリスト

（RL）:VU，鳥取県 RL:VU に指定され保護

対象となっている．中国地方を中心とする

西日本の山間部の河川に生息し，一生を水

中で生活する完全水生である．調査地の南

部町においては，9 月上旬に産卵が確認さ

れており，孵化した幼生は，卵のうがなくな

るまでは巣穴に留まり，体長が 40 ㎜程に成

長すると出巣し離散していく． 

 全国で初めて飼育下での人工繁殖を成功

した広島市安佐動物公園の記録によると，

幼生の成長に巣穴の水温が大きく影響する

ことが報告された．ところが，無機的環境条

件が異なる，野外に設置された人工巣穴が

どのような水温変動をしているかを示した

文献は確認できなかった．そこで，7 年連続

利用が確認されている（表 1），南部町の人

工巣穴に着目し，巣穴内水温及び河川水温

を観測した． 

 

3.研究方法 

南部町でオオサンショウウオの保全活動

を行っている「なんぶハンザキ調査隊」（筆

者会員）が収集した巣穴内の水温，河川水

温，現場気温の記録をもとに解析を行う．計

測には市販の水温計を使用し，調査時に各
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項目を観測した項目を観測した． 

表 1 南部町人工巣穴の利用実績 

 

4.結果 

 なんぶハンザキ調査隊が，繁殖期の 2020

年 9 月から 2021 年 2 月までに行った人工

巣穴の定期調査のうち 15 日分のデータを

分析した．追って 2022 年度の繁殖期の観測

記録も解析する．巣穴内水温はシーズンを 

 

通して河川水温より高い傾向にあり，平均

＋1.4℃，最高＋3.9℃高いことが確認された．

最も大きい水温差は幼生の発育が活発な12

月下旬で記録した（図 1）．  

 

5.考察 

これまでに得られた計測値より，マンホ

ール式の人工巣穴では構造上上面と側面の

コンクリートに長時間にわたり直射日光が

照射され，周辺の河岸よりもコンクリート

の表層が高温になっていると考えられる．

その蓄熱温度によって，巣穴外の河川水温

よりも優位に巣穴内水温が高くなったと考

えられる．実際，調査時に巣穴の中へ入る

と，外気より蒸し暑く感じることもあった．

しかし，これまでの調査では巣穴内気温は

計測していないため，今後の調査の課題で

ある．もともと，冷水環境を好むオオサンシ

ョウウオが，今後巣内温度が上がりやすい

人工巣穴の利用や洪水などで下流域に流下

した個体が水温の高い水域でのやむを得な

い営巣など繁殖行動への影響が予見される．

このようなことから，今後も人工巣穴の基

本計測値の情報と，産卵日や初出巣日，出巣

完了日なども合わせて記録を残すことによ

り，水温気温と発育期間への関係も可視化

する必要があると思われる． 

年度 利用 卵塊有無 出巣確認 原因 

2011 

9/9 工事中に 

2 個体死亡 

― ― ― 

2012 人工巣穴完成 × ― ― 

2012～

2015 

× × ― ― 

2016 利用初確認 × ― ― 

2017 利用確認 × ― ― 

2018 産卵確認 〇 × 増水 

2019 産卵確認 〇 〇  

2020 産卵確認 〇 〇  

2021 産卵確認 〇 × 不明 

2022 産卵確認 〇 ― ― 
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図 1 現地気温と巣穴内外水温の変動 
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養鶏場における産卵鶏の斃死数と気温の関係性  

*重田 祥範，井畑 沙香（公立鳥取環境大学環境学部）

 

1．はじめに 

 鶏は汗腺をもっていないため，高温環境下ではパ
ンチング(過呼吸)によって放熱し，体温調節を行って
いる．しかし，パンチングは熱産生を要求するため，
パンチングが激しくなる高温になるにつれ産卵率及
び卵重の低下が生じることが報告されている 

(Balnave・Brake, 2010)． 

 一方，成鶏時の性質は育成期間中(生後 4 か月)の環
境に影響を受けることがわかっている．(Balnave・
Brake, 2010)は高温環境下で育成された鶏の夏場の
生存率は上昇することを報告している．また，低温環
境下の鶏の夏場の産卵率が向上することを明らかに
している．養鶏場では，夏場の鶏の斃死数の増加，産
卵率の低下が経営面で問題となっており，抗生物質
や飲み水による緩和策がとられているものの解決に
は至っていない．関連する研究は，遺伝子組み換えや
抗生物質に着目した報告が多い．育成方法による性
質の変化に着目した事例もわずかで，海外の報告が
ほとんどである．また，平飼が主流である海外に対し，
日本の養鶏はゲージ飼がメインであり，飼育条件や
環境が異なっている．そのため，海外の報告が有効で
あるかは定かではない． 

 そこで，本研究では，鳥取市賀露にある西日本ジェ
イエイ畜産が所有する養鶏場を対象に，ゲージ飼に
おける斃死数と気温の関係を明らかにする．また，育
成期間における高温環境下への暴露時間と斃死数と
の関係を定量的に明らかにし，誕生時期による日本
の養鶏場の生産性の改善を目的とする． 

 

2．観測概要 
2.1．ジュリア 
 西日本ジェイエイ畜産が所有している 2 つの鶏舎で飼
育されているジュリア，計 4.2万羽を対象とする．ジュリア
とは白色卵の産卵鶏の品種である．鶏舎は全長 66 m ・
2階建てで階層間は空気の流れを遮断するような壁はな
い． 

 
2.2．測定機材 
 本観測では 8－1 鶏舎内に 6 地点(地点 A~F)，8－
2 鶏舎内に 6 地点(地点 G~L)の計 12 地点で気温観測
を行った．鶏舎内はジップロックにおんどとり 

(Jr.RTR-52：T&D 社)を入れ，センサ部分のみを外部
に出した測器を鶏舎内に設置し，定点型の気温観測
を実施した．観測項目のサンプリング間隔は 5 分毎
である．設置場所及び地点番号を図 1 に示す．  

 斃死数のデータは西日本ジェイエイ畜産が鶏舎ご
とに記録しているものを使用する． 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．鶏舎内気温と斃死数 
3.1．解析方法  
 本研究では 2020 年 7 月 22 日～9 月 23 日に観測
されたデータを使用した．まず，各鶏舎 6 地点設置
しているうち上位 50％の平均を算出し，これを鶏舎
内気温として扱うこととした．また 12 時間前倒しし
たデータをその日の気温データ(ex:2 日のデータは 1

日 12 時～2 日 12 時に記録したデータ)とした．次に
日最高気温・日最低気温・平均気温・(27・30・33・
35)℃を超えた総時間・(27・㉕・23・22)℃を下回っ
た総時間を 24 時間，48 時間，72 時間の時間幅で算
出し，各項目と斃死数の相関係数を求めた．また，21

時～3 時の 6 時間を夜間と定義し上記と同様の解析
を行った． 

 
3.2．結果 
 解析した結果を表１，表 2 に示す．全日の気温の
結果から，8－1 鶏舎は気温との相関が弱かったのに
対して 8－2 鶏舎は 35℃以上の総時間の項目で 0，
79 と強い正の相関が認められた．また最低気温と
30℃以上の総時間の 2 項目は全日よりも夜間の鶏舎
内気温との相関が強く，特に 2 晩での 30℃以上の総
時間の相関係数は 0.67とやや強い正の相関が認めら
れた．これらより夜間に放熱し体温を下げきること
ができれば日中の高温にも耐えられる可能性が示唆
された．全体的には 8－2 鶏舎は相関が強く表れてお
り，鶏舎ごとで気温の影響は大きく異なっているこ
とが明らかになった． 

 
4．斃死数の差 
 2020 年 7 月 23 日～9 月 22 日の 62 日間で記録さ
れた斃死数は 8－1 鶏舎が 1372 羽，8－2 鶏舎が 545

羽となり 2 倍以上の差があった．そこで，その原因
について探求する． 

 

第１図 測器設置場所及び地点番号 

   (左：1階 右：2階) 
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120日間 1か月目(30日間) 2か月目(30日間)
8－1鶏舎 5月7日～9月3日 5月7日～6月5日 6月６日～7月5日
8－2鶏舎 7月3日～11月1日 7月5日～8月3日 8月4日～9月2日

3か月目(30日間) 4か月目(30日間)
8－1鶏舎 7月6日～8月4日 8月5日～9月3日
8－2鶏舎 9月3日～10月2日 10月3日～11月1日

育成期間

表 4 育成期間一覧 

4.1 解析方法：観測時の鶏舎内気温の鶏舎間の差 
 3 章で算出した各項目のデータを用いて各項目の
平均を算出した．また 8－2 鶏舎のデータから 8－1
鶏舎の値を差し引き，鶏舎間の差を算出し，各項目で
の最大差を求めた． 
 
4.2 結果 
 解析した結果を表３に示す．最高気温，最低気温，
平均気温においては鶏舎間での大きな差が生じてい
た日はないことが示された．一方で 27℃・30℃以上
となった総時間は平均値に差はないものの，10 時間
以上の差が生じていた日が存在し，8－2 鶏舎の方が
高温環境下への暴露時間が長いことが明らかになっ
た．また 27℃以下となった総時間は 8－1 鶏舎の方
が 10 時間以上長い日があることがわかった． 

 これらより高温環境下への暴露時間が 8－1 鶏舎
と 8－2 鶏舎で大きく異なっていた日が存在してい
たことが示唆された． 

 

4.3 解析方法：育成期間の高温環境下への暴露時間 
 各鶏舎の育成期間中の気温について解析を行った．
本研究において育成期間を 120 日間と定義し，アメ
ダス(湖山)で 2019 年 5 月 7 日～2019 年 11 月 7 日に
記録されたデータを用いて育成期間 4 カ月間，1 か
月目，2 か月目，3 か月目，4 か月目の最高気温，最
低気温，平均気温の平均を算出した．各鶏舎の各期間
は表 4 に示す． 

 
4.4 結果 
 解析した結果を表５に示す．育成期間 120 日間を
通しての最高気温，最高気温，平均気温の差は認めら
れなかった．1 か月目と 2 か月目の気温は 8－2 鶏舎
の方が高く，特に最低気温は 10℃近く高かったこと
が明らかになった．3 か月目の気温は 8－1 鶏舎の方
が約 1℃，4 か月目は 10℃弱高くなっており，育成
期間の前半と後半での気温が鶏舎間で大きく異なっ
ていることが示唆された． 

 
5.斃死数の差に関する考察 
 斃死数は 8－1 鶏舎が 8－2 鶏舎の 2 倍以上多かっ
た一方で，当時の鶏舎内の気温は 8－2 鶏舎の方が
30℃以上という高温環境下に暴露されている時間が
10 時間以上長かったという結果から 8－2 鶏舎の方
が暑さに対する耐性が高いと考えられる． 

 育成期間 120 日間を通しての気温は鶏舎間で差は
なかったものの，前半 2 カ月は 8－2 鶏舎，4 か月目
は 8－1 鶏舎の方が 10℃前後高かったことが明らか
になった．この結果より育成期間の前半に高温環境
に暴露されることで暑さへの耐性を獲得できるので
はないかと考えられ，育成期間 4 カ月間の環境が成
鶏時の性質に影響するとしている先行研究とは異な
る結果となった． 

 
6.まとめ 
 本研究では，賀露にある西日本ジェイエイ畜産の
養鶏場に協力していただき，養鶏場における産卵鶏
の夏場の斃死数と気温との関係性を明らかにするた
め，定点型の気温観測を行った．それらの結果をまと

めると以下のようになる． 

①.斃死数と気温の関係は鶏舎ごとで異なっており，
8－2 鶏舎においては 35℃以上の総時間で 0.79 と
強い相関が認められた．また最低気温と 30℃以上
の総時間の 2 項目は夜間の相関の方が強く日中の
気温以上に影響していることが示唆された． 

②.8－1 鶏舎の方が暑さの耐性が高く，育成期間の前
半 2 カ月に高温環境下へ暴露されたことが要因で
あると予想される． 

 
 

24時間 48時間 72時間 24時間 48時間 72時間
最高 0.30 0.50
最低 0.12 0.27
平均 0.23 0.22 0.17 0.40 0.45 0.43

27℃以上 0.19 0.16 0.12 0.26 0.30 0.30
30℃以上 0.23 0.24 0.19 0.36 0.50 0.47
33℃以上 0.33 0.31 0.23 0.59 0.64 0.56
35℃以上 0.29 0.32 0.26 0.69 0.79 0.69
27℃以下 -0.19 -0.16 -0.12 -0.26 -0.30 -0.30
25℃以下 -0.12 -0.13 -0.10 -0.16 -0.17 -0.18
23℃以下 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11
22℃以下 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 -0.06 -0.06

8-1鶏舎 8-2鶏舎

気
温

総
時
間

表１ 全日の鶏舎内気温と斃死数 

1晩 2晩 3晩 1晩 2晩 3晩
平均 0.23 0.20 0.16 0.40 0.44 0.43
最高 0.25 0.20 0.15 0.40 0.43 0.42
最低 0.17 0.17 0.16 0.40 0.45 0.45

27℃以上 0.20 0.14 0.12 0.31 0.34 0.33
30℃以上 0.11 0.23 0.22 0.44 0.67 0.63
27℃以下 -0.20 -0.15 -0.12 -0.31 -0.34 -0.34
25℃以下 -0.11 -0.12 -0.06 -0.17 -0.18 -0.19
23℃以下 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11

8-2鶏舎

気
温

総
時
間

8-1鶏舎

表 2 全日の鶏舎内気温と斃死数 

120日間 1か月目 2か月目 3か月目 4カ月目
8－1鶏舎 27.3 24.2 25.0 29.2 30.6
8－2鶏舎 27.4 28.9 30.7 28.3 21.8
8－1鶏舎 20.1 14.4 18.8 23.3 23.9
8－2鶏舎 20.7 23.1 23.9 21.0 14.6
8－1鶏舎 23.5 19.4 21.6 25.9 27.0
8－2鶏舎 23.8 25.7 27.1 24.4 18.1

平均気温

最高気温(℃)

最低気温(℃)

平均気温(℃)

表 5 育成期間の気温 

表 3 観測時の鶏舎内気温 

※マイナスの値は 8-1 鶏舎のデータ値の方が大きいことを示す 
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冬季シベリア北東部における長期降水減少トレンドの要因分析 

 

村田茉莉花＊，野沢 徹（岡山大学大学院自然科学研究科） 

 

1. はじめに 

近年の地球温暖化にともない、世界の陸域

における年平均降水量には、1950 年以降、有

意な増加傾向が見られる（Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2021）。この傾向

は特に北半球高緯度域で顕著であるが（Zhang 

et al., 2007; Min et al., 2008; Wan et 

al., 2015）、冬季シベリア北東部では、逆に

統計的に有意な降水量の減少傾向が見られる

（Polson et al., 2013）。村田（2021）は、気

象庁55年長期再解析データ(JRA-55)を用いて、

冬季(12～2 月)シベリア北東部における大気

中水収支の長期変化について解析を行った。

シベリア北東部で領域平均した蒸発量には、

1958～2016 年の冬季で有意な長期変化傾向は

見られなかったが、降水量と鉛直積算した水

蒸気フラックスの収束には統計的に有意な減

少傾向が見られた（図 1）。鉛直積算した水蒸

気フラックスベクトルの長期変化の解析から、

可降水量の局所時間変化が無視できると仮定

すれば、ベーリング海とその南方の北太平洋

から流入する水蒸気フラックスが減少したこ

とで、冬季シベリア北東部における大気中の

水蒸気量が減少し、降水量も減少しているこ

とが示唆された。しかし、当該地域南方からの

水蒸気流入が弱まった原因については明らか

になっていない。 

以上より、本研究では、冬季シベリア北東部

への南方からの水蒸気フラックス流入量が減

少した原因について、長期再解析データを用

いて調査した。冬季の北太平洋域では高低気

圧波動などの短周期擾乱が卓越することから、

気象変数を季節平均とそこからのズレである

短周期擾乱に分解して解析を行った。 

 

 

図 1 冬季シベリア北東部における(a)降水量および(b)鉛直積算した水蒸気フラックス発散の

長期変化傾向 

1958～2016 年の 58 冬期から求めたトレンドを、月平均値の 10 年あたりの変化率（mm/月

/10 年）で示す。黒い斜線の網掛け部分は、信頼区間 90%の t 検定で統計的に有意でない領

域を意味する。(b)には、解析期間の最初の 10 年(1958-1968)と最後の 10 年(2006-2016)で

それぞれ平均した水蒸気フラックスベクトルの差を、矢印で示している（村田、2021）。 

 

100 [kg/m/s] 
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2. 解析データおよび解析手法 

村田（2021）と同様に JRA-55を用いた。デ

ータの水平解像度は 1.25 度×1.25 度、解析期

間は 1958～2021 年の 63 冬期、解析領域はシ

ベリア北東部を含む北緯 60～72 度、東経 143

～180 度である。 

鉛直積算した水蒸気フラックスの長期変化

の要因を調査するため、気象変数（𝐴）を季節

平均（�̅�）とそこからの偏差（𝐴′）に分解する。

すなわち、偏差（𝐴′）は周期 90日以下（季節

内）の短周期変動成分を意味する。これより、

南北成分を例にとると、鉛直積算した水蒸気

フラックスの季節平均は以下のように分解さ

れる： 

 

〈𝑣𝑞̅̅ ̅〉 = 〈�̅��̅�〉 + 〈𝑣′𝑞′̅̅ ̅̅ ̅〉 

 

ここで、𝑣 は南北風速、𝑞 は比湿である。また、

〈𝐴〉 は気象変数 𝐴 の鉛直積算値を表す。右辺第

1 項は季節平均した風による季節平均した水

蒸気の輸送を、右辺第 2 項は季節内変動成分

の擾乱による水蒸気輸送を、それぞれ表す。し

たがって、冬季平均した水蒸気輸送の長期変

化は、季節平均同士の積による水蒸気輸送の

変化と、季節内変動による水蒸気輸送の変化

に分けられる： 

 

∆〈𝑣𝑞̅̅ ̅〉 = ∆〈�̅��̅�〉 + ∆〈𝑣′𝑞′̅̅ ̅̅ ̅〉 

 

ここで、∆𝐴 は気象変数 𝐴 の長期トレンドを意

味する。ここでは、JRA-55 の月平均値を用い

て、解析期間の各冬期において季節平均同士

の積による水蒸気輸送（右辺第 1 項）を求め

た。また、右辺第 2項は、JRA-55 で提供され

ている左辺の月平均値と、上記のように求め

た右辺第 1項の差として診断的に求めた。 

さらに、右辺第 1項の季節平均の積の長期

変化は、以下のように季節平均した循環場（風

速）の長期変化に起因する項と、季節平均した

比湿の長期変化に起因する項に分けて考える

ことができる： 

 

∆〈�̅��̅�〉 = 〈(∆�̅�)�̅�〉 + 〈�̅�(∆�̅�)〉 

 

3. 結果と考察 

図 2 は、鉛直積算した冬季平均水蒸気フラ

ックスの東西成分（a, b, c）および南北成分

（d, e, f）の長期変化傾向を示す。季節平均

の積と季節内変動に分解する前の水蒸気フラ

ックス（左辺：図 2a,d）は、東西成分には統

計的に有意な変化がほとんど見られていない。

一方、南北成分にはベーリング海で有意な減

少傾向、アラスカ南部で有意な増加傾向が見

られ、村田（2021）と整合的である。この傾向

は冬季平均の積による南北方向の水蒸気輸送

（右辺第 1 項：図 2e）でも顕著にみられてお

り、南北方向の水蒸気輸送の長期変化は、主に

冬季平均場の長期変化に起因していることが

示唆される。冬季平均の積による東西方向の

水蒸気輸送（図 2b）には、ベーリング海の南

方で有意な東向き輸送、北方（高緯度域）の東

シベリア海で有意な西向き輸送が見られ、南

北成分の有意な変化と考え合わせると、冬季

平均の循環場が長期的に変化したことを伺わ

せる結果となっている。 

季節内変動成分の擾乱による水蒸気輸送

（右辺第 2 項：図 2c,f）は、東西成分はシベ

リア北東部で東向き、アラスカで西向きに有

意な変化を示している。一方、南北成分は主に

ベーリング海で有意な南向きの変化を示して

いる。南北成分の変化は、冬季平均の積の変化

に比べてやや小さいが、無視できるほどでは

なく、季節平均場および季節内変動いずれの

変化も重要であることが示唆される。 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

 

図 2 鉛直積算した水蒸気フラックスの(a,b,c)東西成分および(d,e,f)南北成分の長期変化傾向 

1958～2021 年の 63 冬期から求めた地理分布を、上段から(a,d) ∆〈𝑣𝑞̅̅̅̅ 〉、(b,e) ∆〈�̅��̅�〉、(c,f) ∆〈𝑣′𝑞′̅̅ ̅̅ ̅〉 

をそれぞれ示す。10 年あたりの変化率（kg/m/s/10 年）で表示している。黒い斜線の網掛け部分

は、信頼区間 90%の t 検定で統計的に有意でない領域を意味する。 
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4. まとめ 

 気象庁55年長期再解析データ(JRA-55)を用

いて、冬季シベリア北東部における長期降水

減少の要因について解析を行った。先行研究

では、南方からの鉛直積算した水蒸気フラッ

クスの流入が弱まったことで降水量が減少し

ていることが示唆されていたため、南方から

の水蒸気フラックスの流入が減少した要因に

ついて、季節平均場と季節内変動成分に分解

し、それぞれによる水蒸気輸送の変化に着目

して調査した。 

 南北方向の水蒸気フラックスの長期変化は、

季節平均同士の積による寄与が大きいことが

示唆された。東西成分の長期変化も考慮する

と、冬季平均した循環場の長期変化の寄与が

強く示唆されるため、引き続き解析を進め講

演時には結果を発表する予定である。 

一方で、季節内変動成分の擾乱による水蒸

気輸送の長期変化は、時空間変動解析を行う

ことにより、例えば（数日周期を持つ高低気圧

波動などの）総観規模擾乱による輸送がどの

くらい卓越しているのか、考察することが可

能と考えられる。そのためには JRA-55の 6時

間値データから季節内変動による水蒸気輸送

を求める必要がある。現状では、この方式によ

る水蒸気輸送を適切な精度で求めることがで

きておらず、今後の課題である。 
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エアロゾル・雲の気候影響：数値モデリングと衛星観測  

 
*道端拓朗 (岡山大学学術研究院自然科学学域（理） ) 

 

1. はじめに 

産業革命以降の人為起源エアロゾル排出増加に伴い、

雲・降水の微物理特性が変調し、結果として地球の水循

環や放射収支に重要な影響を及ぼしていることが知ら

れている（Boucher et al., 2013）。雲水量が一定という条

件で雲凝結核として機能するエアロゾルが増加すると、

雲粒は小粒径化し雲アルベドの増加を引き起こす。ま

た、雲粒の小粒径化に伴い降水粒子に成長する効率が

低下することで、雲の寿命が延びることも知られてい

る。エアロゾル・雲・放射相互作用と呼ばれるこうした

プロセスは、人為起源の温室効果の約 1/3を相殺する負

の放射強制力を持つとされており、地球表面温度の冷

却に寄与している。 

しかしながら、エアロゾル・雲・降水に関わる一連の

物理過程は時空間変動が大きく、かつ時空間スケール

も多階層にまたがる複雑な現象であり、数値気候モデ

ル（GCM）における不確実性の主要因の一つとなって

いる（Quaas et al., 2009）。また、エアロゾル・雲相互作

用の詳細な動態を全球規模で把握するための観測的な

理解も十分に蓄積されていない。 

 このような背景を踏まえ、本講演では全球気候モデ

ルMIROC6 を用いた物理過程の高度化研究について、

国際的な位置付けとともに広く紹介する。多くの気候

モデルで報告されている共通バイアスの改善に、どの

ように人工衛星データを活用するのが効率的かについ

ても具体例を挙げて報告・議論する。 

 

2. 気候モデルの雲・降水モデリング手法の高度化 

 国内外多くの数値気候モデルを用いた統合的な評価

によると、エアロゾル・雲相互作用による気候影響の定

量的な評価には大きなばらつきが存在することが知ら

れている。その本質的な原因の一つに、雲・降水のモデ

リング手法を簡略化している点が挙げられるが、こう

した雲・降水過程の簡略な表現は、 

・エアロゾルに対する雲場や放射場の変化が観測事実 

 よりも大きいバイアス 

・降水頻度を過大評価し、強度を過小評価するバイアス 

・降水粒子（雨滴・雪片）の放射効果を無視しており、 

 それに起因する大気循環の再現性へのバイアス 

などとリンクしている可能性が指摘されている

（Gettelman et al., 2015）。 

MIROC6 を含む国内外ほとんどの GCM において、

降水は診断変数として取り扱われている。このモデリ

ング手法では、ある時間ステップにおいて雲水および

雲氷から降雨・降雪に成長した凝結水量は、その時間ス

テップ内に全て地表降水として落下するとみなして取

り扱うことになる。したがって、例えば落下速度が小さ

い霧雨や上空から時間をかけて落下する雪については、

気候モデルの典型的な時間ステップである10分程度で

は全て落下しないため、診断的な降水の取り扱いは必

ずしも成立しない。また、降水粒子が大気中に残らない

仕様であるため、雲内部に共存する降水粒子が原理上

再現できていないことになる。 

そこで、降雨・降雪を予報変数として取り扱い、複数

時間ステップをまたがって大気中にメモリを残す、新

しい雲・降水パラメタリゼーションをMIROC6に導入

した。開発した降水予報型スキームは、降水凝結物の質

量 q および数濃度 N をともに予報する 2 moment スキ

ームであり、降雨・降雪の質量（qr, qs）および数濃度（Nr, 

Ns）について以下の予報方程式を解く。 

 

ここで、添字 xは、降雨 rおよび降雪 sそれぞれのプ

ロセスを意味する。また、ρaは大気密度、u は水平

風ベクトル、vqx, vNxは降水粒子の質量・数濃度重み付

けバルク落下速度である。Sqxおよび SNxは降水の生

成・消滅項であり、autoconversion, accretion, self-

collection, evaporation, aggregation, BF-process, 

sublimation, brake-upによる変化を考慮している。 

 また、予報した降水粒子による放射効果も新たに計

算を導入し、MIROC6の放射ルーチンmstrnXと結し

た。雲氷は六角柱、雪片は樹枝状結晶の粒子形状を仮

定して放射計算を行なっている。 

 本発表では、大気モデル設定で解像度T85L40（約 1.4º

格子）で実験した結果について報告する。 
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3. 人工衛星データの利用 

 人工衛星データは、時空間変動の大きい雲・降水現象

を全球規模で観測する欠かせないデータである。本研

究では、広域のエアロゾル・雲物理特性の観測に適して

いる Aqua/MODIS に加え、雲・降水の鉛直方向の解像

に有効な能動型センサーであるCloudSat/CPRを用いる。

これにより、従来の受動型センサーのみでは詳細な評

価ができなかった雲・降水の 3 次元的な動態解析が可

能となる。全球の雲量観測には、CPR よりも高感度の

CALIPSO/CAPIOPを用いる。 

 このように、多数の衛星から得られる物理量を組み

合わせることで、雲のマクロな特性だけなく素過程に

根ざしたミクロな構造の詳細な把握を行う。それによ

り、数値気候モデルの系統誤差の本質的な原因を解き

明かし、気候変動予測の不確実性低減につなげること

を目指した。講演では、複数の衛星センサーから得られ

る物理量を組み合わせた解析をすることで新たに得ら

れた雲・降水の素過程の解析手法について、数値モデル

の解析結果と併せて紹介する。 

 

4. 衛星シミュレータを用いたモデルの評価 

 数値モデルによる計算結果と、人工衛星データをよ

り厳密に比較するためには、「衛星観測シミュレータ」

と呼ばれるツールを用いて評価することが重要である。

衛星シミュレータとは、数値モデルが再現する地球上

で仮想的な衛星観測を再現するソフトウェアである

（Swales et al., 2018）。このツールを用いることで、人工

衛星センサーに特有の検出感度をモデルと観測で条件

を揃えて比較することができるほか、空間解像度の違

いを考慮に入れて雲・降水のピクセルスケール（サブグ

リッドの雲スケール）にダウンスケーリングした比較

が可能となる。 

 本研究では、数値モデルの物理過程の高度化が雲・降

水の再現性をどのように改善し、結果として気候予測

の精度向上に寄与するか、衛星データとシミュレータ

を用いてより整合的な評価を実施する。 

 

5. 結果 

5.1. 雲量バイアスの改善 

図 1 に、衛星観測およびMIROC6 によるシミュレー

ションによって得られた雲量の全球年平均分布を示す。

改良前の降水診断型スキームでは、下層雲量の再現性

は良い一方で、特に上層雲が全球で過小評価であり、ま

た中・高緯度での雲の過小評価バイアスが顕著に見ら

れる。このような雲量の過小評価バイアスは、MIROC

に限らず多くの GCM に共通するバイアスとして報告

がなされている（例えばNam et al., 2012）。 

一方で、開発した降水予報型スキームでは、中・上層

図１. 左カラムから順に、CALIPSO-GOCCP衛星観測データ、MIROC6降水診断型、MIROC6降水予報型、MIROC6降

水予報型+衛星シミュレータ改良版によって得られた雲量の全球年平均分布図。上段から順に、全雲量、上層雲量、中層

雲量、下層雲量を示す。各図の右上の数字は全球分布を示す。Michibata et al. (2020) より一部改編して掲載。 

Michi 

- 25 -



 

 

雲量でバイアスの改善が見られ、結果として全雲量を

約 9%増加させることに成功した。これは、主に混合相

雲や氷雲の微物理過程の改良が大きく寄与したもので

ある。しかし、特に上層雲は依然としてバイアスが大き

く、全雲量も 5%以上の過小評価バイアスが残されてい

ることがわかる。 

このバイアスの原因の一つは、数値モデルにおける

直接的なバイアスの他に、モデルの評価手法自体にも

バイアスが内存していることがわかった。本研究で用

いた「衛星シミュレータ」は、衛星センサーの検出感度

や観測分解能を考慮に入れた評価を実現することを目

的に導入されたツールであるが、実際の観測アルゴリ

ズムと数値モデル上での診断アルゴリズムに不整合が

生じていることが判明し、アップデートを実施した。具

体的には、実際の観測では雲量の一部に降水粒子が寄

与している効果がある一方で、数値モデルでは雲水・雲

氷のみから雲量診断を行なっており、大粒子の影響が

考慮されていない。この不整合を解消するように衛星

シミュレータの更新を実施して再評価したところ、衛

星観測によって得られた雲量分布を極めてよく再現で

きていることが明らかになった。このことは、モデルの

物理過程の高度化に加え、モデル・観測間の整合的な比

較に留意することの重要性を、改めて強調する結果と

いえる。 

5.2. 降水・放射バイアスの改善 

 図 2に、衛星観測、改良前のMIROC6降水診断型、

改良後のMIROC6 降水予報型によるエアロゾル・雲相

互作用の有効放射強制力（Effective Radiative Forcing due 

to Aerosol-Cloud Interaction; ERFaci）、およびレーダー反

射強度の鉛直プロファイルを頻度分布で可視化した図

を示す。ERFaci は、産業革命以降のエアロゾルの排出

量増加に伴い、雲が変化することによる放射収支の変

化を意味し、不確実性は大きいのものの –1 W m-2未満

であることが観測結果から推定されている。この大き

さ以上の冷却効果を持つ場合、20 世紀の温暖化トレン

ドを再現できないことが認識されており、IPCC第 5時

評価報告書では –0.45 W m-2がERFaciの最適推定値と

して見積もられている。 

 多くの GCM では、ERFaci を（負に）過大に表現す

る傾向があることが知られているが、それと同じバイ

アスがMIROC6 降水診断型でも見られる。一方で、降

水予報型では観測と整合する ERFaci が得られており、

20 世紀の温暖化を再現するための制約を満たすモデル

になっていることがわかった。また、それと同時に降水

特性についても改善が見られる（図 2下段）。改良前の

診断型では、降水強度を意味するレーダー反射率が大

きい側に頻度が偏って分布しており、現実よりも降水

が早いことを意味する。このバイアスについても予報

図 2. （上段）産業革命以降の人為起源エアロゾル排出量の増大が雲を変調させることで気候に及ぼす冷却効果の度合い

と、（下段）雲内部で生じる降水生成の鉛直構造。左から順に、衛星観測データ、MIROC6降水診断型、MIROC6降水予

報型による結果を示す。Michibata and Suzuki (2020) より一部改編して掲載。 
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型スキームは改善できており、本研究による雲・降水過

程の高度化は、従来型モデルでパラメータチューニン

グによっても達成できなかった様々な共通バイアスを

解決する手段の一つとして期待される。 

 

6. 今後の課題と展望 

 雲・降水過程のモデリング手法の大幅な高度化によ

り、気候モデルが系統的に抱えるバイアスのいくつか

を改善することができた。その一方で、今後も継続して

改善を要する部分も未だに残されている。 

 その一つが、雲の一部から局所的にまとまった強い

降水が再現できない問題である（図 3）。本質的には、

格子解像度が100 kmスケールの気候モデルの分解能に

起因する問題であるが、例えば雲内部での氷粒子の度

重なる衝突・併合によって形成される雹・あられといっ

た大粒子を陽に予報することで、従来型モデルでは表

現できなかった強い降水が再現できる可能性がある。

雹・あられと氷粒子が雲内で衝突することで雷を引き

起こすトリガーとなることが知られている一方で、全

球気候モデルでは雹は無視されることが一般的であり、

雷発生を診断する仕組み自体が欠落している。 

 こうした評価が可能なモデルを構築することで、将

来の温暖化に伴って生じる極域の水蒸気・雲の増加が、

雹や雷の発生頻度にどのように影響するのかを定量的

に調査する必要がある。北極域で生じる火災の原因の 9

割は落雷によるものであるといわれており、雷の発生

頻度を評価することは火災リスクの評価および、それ

によって生じる二酸化炭素・メタンの増加による温暖

化へのフィードバックの理解に本質的に重要である。 
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