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１、はじめに 
 
 
そもそも気象庁非静力学モデル(NHM)とは 

 ・風の 3 成分(u,v,w)に対する運動方程式、状態方程式、連続の式、熱力学の式から成る

支配方程式系 
 ・大気中の雲、水蒸気、雲水、雲氷、雪、雨、あられ、雹といった水でできた物質間で

の相変化や捕捉成長、水物質の落下（降水）などそれらにおける物理的な関係→雲物理過

程という 
以上の２つを用いて予測するモデルである。 
これによりメソ対流系の発生・発達のメカニズムが解明され、豪雨や豪雪の再現や発生・

維持のシステムがわかるようになる。しかし、メソ対流系の再現ができないことがある。 
その主な原因は、NHM の初期値が悪いことである。特に豪雨の場合、大量の水蒸気が供給

されて起こるのでより高い精度が要求される。 
 
本論文では実験期間中に起こった豪雨の予測を失敗した原因の調査から正確な天気予報

を開発するに必要な事が何かを考察してみる。 
 
 
２、実験内容 
 
 

2001 年 6 月 7 日～7 月 8 日まで東シナ海・九州で梅雨観測を行った。(X-BAIU-01)その

時利用したのは気象レーダーによる地上の観測、気象観測船による海上での観測、そして

航空機による２種類のエアロゾンデ（エアロゾンデ３７、エアロゾンデ３９）の観測であ

る。そして 750km 四方をモデル領域として 5km 水平分解能の NHM（5km-NHM)を予報

モデルに 1 日 2 回行った。 次の図１では観測場所、図２では観測した時間帯をそれぞれ表

している。 
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図１：X-BAIU-01 において気象レーダー、気象観測船、航空機によるエアロゾンデの観測

を行った場所。 
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図２：(a)気象観測船による観測、(b)地上での気象レーダーによる観測、(c)航空機による 2
種類のエアロゾンデ観測を行った時間帯 
 
３、結果 
 
モデルでは通常の降水はうまく予報できた。しかし、２、３の事例で予報に失敗した。 

 
(例)6 月 23 日の朝、南九州で豪雨をもたらした線状のメソ対流系が観測されたが、モデル

では予報できなかった。 
 
この時、6 月 22 日の 21JST での 6 時間予報値をモデルの初期値として採用した。  
 
（１） 発生した豪雨の環境場と概要 
 
まず、当時気象レーダーによって得られたデータを図３として表す。 
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図３：(a)2001 年 6 月 23 日 10JST における気象レーダーで観測された降水強度分布.(b) (a)
の線分 A-B での 00JST から 15JST までの南北時間断面図 
 
図３から次の事柄が得られた。 
・東シナ海から南九州にかけて線状の降水域が存在 
・メソβスケールの対流系が南西-北東方向に存在 
※メソβスケールとは、水平スケール 20km 以上 200km 以下での大気の運動で寿命はおお

よそ数時間から半日程度である。 
（例）海陸風、クラウドクラスター、スコールライン、ジェット気流 
・04JST を境に九州の南西海上で降水系が発生 
・その後急速に発達しながら北進し、08JST には九州の南部に達し、正午まで停滞した 
 
次に、当時の赤外画像（図４）を見てみると 
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図４：2001 年 6 月 23 日(a)03JST と(b)06JST の気象衛星 GMS-5 による赤外画像 
 
・太平洋高気圧の補償下降流と思われる領域があるので、03JST では顕著な雲システムが

無かった 
・06JST では高度 10km 以上に発達した雲システムが見られた 
・ 03JST から 06JST の間に急速に発達した 
 
そして、当時の気象天気図と 700hPa における高層天気図（図５）を見てみると、 
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図５：2001 年 6 月 23 日 09JST の(a)地上天気図と(b)700hPa の高層天気図 
 
・09JST での地上天気図では梅雨前線が九州を横切るように東西に伸びていて、その位置

は降水域の北縁に一致した 
・09JST での高層天気図(700hPa)では湿舌（湿った空気が東シナ海から日本付近に伸びた

等圧線の形で、湿舌の先端付近では大雨になりやすい）の領域が梅雨前線の北側にしかか

かっていない 
 
以上の図３から図５より、今回の豪雨は下層にある非常に湿った空気塊が梅雨前線の南か

ら南縁に流入したことで引き起こされたことになる。 
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（２） モデルでの予測結果 
 

実際のモデルによる予測結果（図６）と（１）で示したデータを比較してみた。 
 

 
図６：モデルで予測された 2001 年 6 月 23 日 10JST における前 1 時間積算降水量分布と

地上付近の水平量（ここではベクトルで表されている）を示す 
 
モデルでは九州に複数の降水域を予想しているが、南九州で観測された強い降水域が再

現されていなかった。その一方で、九州西方海上に下層風の収束域は予測できた 
 
今度は下層での風の収束と水蒸気量に着目して原因を探る 

 
 
（３） 当時の下層における風の収束について 
 
 まず図７として当時下層での風の収束を表すと以下の通りになった。 
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図７：2001 年 6 月 22 日 1824JST の QuilkSCAT 衛星（海上風を捉える地球観測衛星）の

観測データから推定された海上風（太いベクトル）とほぼ同時刻のモデルで予測された地

上付近の水平風（細いベクトル） 
 
図７より当時の下層での風の収束について次の事柄がわかった。 
 
・南九州の西方海上にある収束域はほぼ再現できていた 
・高度 500m から 1.5km の大気境界層で観測したエアロゾンデのデータでは高度 1.0km 以

上には風の収束域は存在しなかった 
・豪雨以前に発生した風の収束は弱かったのでとても湿った空気塊が流入した可能性が非

常に高い 
 
（４） 下層の水蒸気場についての比較 
 
今度は水蒸気場に注目して比較してみる。まずは図８としてモデルによる予測結果を見て

ほしい 
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図８：(a)2001 年 6 月 23 日正午前後のエアロゾンデによる観測された水平風と比湿(b)6 月

23 日 12JST のモデルで予測された高度 60m、520m、930m、1.46km の水平 
風と比湿 
 
図８より以下の２つの事柄を得ることができる。 
 
・モデルでの予測は 12JST での高度 930m の比湿は 14g/kg、高度 1.46km の比湿は 12g/kg
であり、実際の観測値とほぼ同じであった 
 
・しかし、モデルでは高度 520m の比湿は 16g/kg と予想していたが、この値はエアロゾン

デの観測値より約 2g/kg 小さかった 
 
以上の２点の事柄より自由対流高度（地表近くから持ち上がった湿った空気塊の温度が

周囲の大気の温度と等しくなったときの高度）が実際より高い位置になり、結果的に豪雨

以前に発生していた弱い下層の収束域上で積雲対流（水蒸気の凝結や降水を伴い、積雲や

積乱雲を発達させる対流）が起こらなくなってしまった。このことが豪雨をモデルで再現

できなかった原因につながった。 
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では次に TRMM 衛星（海面水温や雲を捉える熱帯降雨観測衛星）での観測データを

図９として表す。 
 

 
図９：(a)2001 年 6 月 23 日 0252JST の TRMM 衛星の観測データから推測された可降水

量と(b)モデルの初期値での可降水量 
 
はじめに、TRMM 衛星から観測された可降水量（空気中に含まれる水分が全て雨や雪と

して降った時の降水量）では、九州の南西海上に最大 60mm を超える非常に湿った空気塊

が下層大気にあった。これに対し、モデルの初期値での可降水量は 50mm 以下とかなり小

さな値であり、モデルの予測では水蒸気の供給が実際よりかなり少なかった。もしも下層

場での水蒸気の供給を再現できたなら、強い降水系を予報できるのではないかと下層の水
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蒸気場を変えて感度実験を行った。 
 
 
４、感度実験 
 
 
 ２で行った実験を標準実験として下層の水蒸気場を変えて２種類の感度実験 MOD（初期

値の可降水量を TRMM 衛星から推測されたものにあわせる方法）と 4DV（4 次元変分法を

用いたデータ同化手法）を行った。 
 
（１）標準実験での結果 
 
図１０として標準実験でのモデルの初期値における高度 520m での水平風と湿度分布なら

びに鉛直断面図を示す 
 

 
図１０：標準実験でのモデルの初期値における高度 520m での水平風と湿度分布（左図）

と左図の線分 A-B での鉛直断面図（右図） 
 
図１０より、線状のメソ対流系が形成する領域の南側で下層大気の相対湿度は 70%程度で、

太平洋高気圧の補償下降流により非常に乾いた空気塊が高度 1km まで降下している。よっ

て下層が実際より乾燥していると予測したことで、モデルの初期値における可降水量が小

さくなっている 
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（２） 感度実験 MOD での結果 
 
 以下、図１０と同様に表してみる。 
 

 
図１１：感度実験 MOD でのモデルの初期値における高度 520m での水平風と湿度分布（左

図）と左図の線分 A-B での鉛直断面図（右図） 
 
 図１１では高度 1.5km 以下における下層大気の相対湿度がほぼ 100%となっていて、非

常に湿った空気塊がメソ対流系の発生した領域に流入しようとするのがわかる。 
 
（３） 感度実験 4DV での結果 
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図１２：感度実験 4DV でのモデルの初期値における高度 520m での水平風と湿度分布（左

図）と左図の線分 A-B での鉛直断面図（右図） 
 
図１２では TRMM 衛星から推測された可降水量が存在しない領域（北緯 29.5 度より南

側）では下層大気の比湿は小さいままで、線状のメソ対流系が発生した領域のやや風上側

に当たる場所（高度 3.5km 以下）での大気の相対湿度は 90%以上であった。この場合、弱

い対流不安定（気層が上昇することで、飽和するまで持ち上げられた状態）な成層となり、

たとえ下層風の収束があっても豪雨が起こる可能性は低い。 
 
 以上の（２）と（３）のデータを用いて前 1 時間積算降水分布と地上付近の水平風を表

す（図１３） 
 

 
図１３：感度実験(a)MOD と(b）4DV によるモデルにおける前 1 時間積算降水分布と地上

付近の水平風（図中のベクトル） 
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MODを利用した(a)は50mm/hourを超える降水強度を持つ線状の降水域が再現できてい

るが、標準実験より位置が 50km 南にずれていた。一方、4DV を利用した(b)は降雨域が九

州南部にあると予想できたが、線状のメソ対流系の構造の再現が良くなく降水強度も予報

できるほど強くなかった。 
 
 
５、可降水量の時間変化から見る感度実験 
 
 
 下層大気が実際よりも乾燥していると予測した原因を、RSM（09JST を初期値とする気

象庁予報モデル）の予測値を用いて過小になっている可降水量の軌跡を追うことで調べて

みた。 
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図１４：2001 年 6 月 22 日 09JT から 23 日 03JST まで RSM で予測された可降水量分布 
時間間隔は 6 時間でそれぞれ 22 日 09JST（左上）、22 日 15JST（右上）、22 日 21JST（左 
下）、23 日 03JST（右下）である 
 

22 日 09JST において石垣島と沖縄本島の間にあった小さな可降水量の領域が 23 日

03JST には九州の南西海上にあった。即ち下層の湿った空気塊が時速 50km で北東へと進

んでいた。 
 
 空気塊の軌道上で高層観測を行っていたのは那覇と石垣島であり、水蒸気の鉛直分布の

観測は 12 時間間隔で行われていた。X-BAIU01 の期間中は特別に気象観測船でも高層観測
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を行っていたが当時食料と水の供給で東シナ海上には観測船はなかった。 
 
仮に時速 10km で下層の空気塊が移動したならば、その移動距離は 12 時間で 400km に

なる。豪雨を引き起こす空気塊の水平スケールが下層の空気塊のサイズよりも小さければ

高層観測では捉えにくくなる。事実気象庁での領域解析による高層観測の有効半径は

100~200km で観測地点の間をすり抜けてしまうことがある。更に凝結が起こらない限り水

蒸気場は力学場と無関係と見なされてしまうので、水蒸気場を温度や風の場のように高層

観測地点の周りで合理的に挿入することはできない。故に梅雨前線帯の南側での粗い高層

観測では下層の水蒸気場を改善できず、下層大気は実際より乾燥していると予測したこと

に気がつかなくなる。 
 
 
６、まとめ 
 
 

2001 年 6 月 22 日の朝、南九州で別の豪雨が観測されたが 5km-NHM はうまく予報でき

ていた。その豪雨が発生する前の5km-NHMにおける初期値での可降水量は60mm以上で、

TRMM 衛星から可降水量と良く一致していた。この大きな可降水量は図１４の左上の図に

ある RSM の初期場からも確認できる。これにより、第一に水蒸気の正確な解析がモデルで

梅雨期の豪雨を予測するのに必要不可欠である。 
 
また、4TRMM 衛星などで推定される可降水量を 4DV で同化することで水蒸気場の改善 

が期待できる。しかし、可降水量だけでは水蒸気の鉛直分布はうまく推定できない。言い

換えると、対流不安定の度合いを減らすことがあるので水蒸気場を現実の物から逆に遠ざ

ける可能性がある。 
 
可降水量を効率的に求めるためにはより密な高層観測が必要となる。なぜなら、高層観

測によるデータから温度や風といった力学場は 4DV による同化で内挿できるが、水蒸気場

は単独で移動するのでそれを高層観測のデータから見積もるのは困難である。このような

密な観測によって将来地上や衛星からのリモートセンシングで空間的に密な観測も実現で

きるようになるかもしれない。 
 
また、エアロゾンデを用いた観測のように下層の水蒸気の空間的に密な観測が求められ

る。なぜなら、梅雨前線帯の南海上にある水蒸気は下層に集中している上に、そこではあ

まり高層観測が行われていないからである。 
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何よりも豪雨の予報が失敗した原因を調べることが今よりもさらに正確な天気予報のシ

ステムを開発するのに一番大事であり、同時にメソスケールプロセスの解明に非常に有意

義である。 
 

 正確な予報システムを開発することに対してまだまだ多くの課題が残っているが、地道

に研究や観測を続けていけばきっと道が開けるであろう。 
 
 


