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「災害予測シミュレーションの高度化」 

 

１．研究実施の概要 

 平成 18 年度は、本プロジェクトを構成する各課題において、マルチスケール・マルチフ

ィジックス現象を扱うための基盤となる要素モデル開発、および、検証を含めた基礎シミ

ュレーションを推進した。高解像度のシミュレーションに耐えうる大気海洋結合モデルの

開発、大気海洋相互作用のメカニズム同定にむけた実験室における実験と詳細シミュレー

ション、新しい高精度数値計算手法による数値実験、および都市性気象モデル高度化のた

めの実験および数値計算を開始し、17年度に整備したネットワーク会議システムを基盤に、

密接な情報交換と有機的な共同研究を展開した。今後は、上記の基盤となる結果を統合し、

予測シミュレーションの高度化にむけた研究を展開してゆく。以下に、本 18 年度における

各グループの研究のねらいと概要、および今後の見通しをまとめる。 
 

【課題１】（高橋グループ） 

高精度の予測シミュレーションコードに必要とされる高精度計算手法、および都市域の気象予

測に必要な新たな物理スキームを新たに開発し、開発中の ESC モデル（超高解像度で超高速計

算可能な、非静力学・大気海洋結合モデル(MultiScale Simulator for the Geoenvironment: 

MSSG)）を高度化するとともに、そのコード使用して、台風の進路や強度および梅雨時の集中豪雨

に対して予測、再現シミュレーションを行い、シミュレーションコードの有効性と妥当性を検証した。

今後、全球から都市まで複合スケールを扱うことが可能な、超高速、超高解像度の気象・気候シミ

ュレーションコードの開発と検証を含めた予測シミュレーションを行う。基礎的な事例の予測シミュ

レーション実験を進めるとともに、各グループとの連携のもと、予測シミュレーションの高精度化を目

指す。 

 

【課題２】（小森グループ） 

本グループでは、①海水面を通しての水の移動機構と②雲粒の成長機構に着目し、それらの機

構を明らかにすること、およびそれらをモデル化することを目的としている。本 18 年度は、下記(i)、 

(ii)、(iii)に示す研究に取り組み、以下に示す成果を得た。 



(i) 風波気液界面を通しての温度（顕熱）および水分（潜熱）の移動現象を、風波乱流水槽を用い

た室内実験で再現した。また、レーザドップラ流速計を用いた流速測定、放射温度計および温

湿度計を用いた温度・湿度測定手法を確立した。次年度、本システムを用いて本格的な実験

を行う体制を確立した。 

(ii) これまでの室内実験から得られた降雨強度と物質移動係数の関係式と降雨量などの全球気

象データベースを用いて、降雨に起因する大気・海洋間での CO2 および熱の交換量の評価を

行った。その結果、大気・海洋間での CO2 および熱の交換に及ぼす降雨の影響は、風の影響

に比べて、海洋全体または長期的には無視できるほど小さいが、局所的かつ短期的には同程

度である場合があることが明らかとなった。 

(iii) 雲内乱流による雲粒の衝突成長促進効果までを考慮できる気象シミュレーション手法を開発

し、開発した手法を用いて山岳降雨現象における雲内乱流の効果を調べた。その結果、雲内

乱流によって雲粒の成長が大きく促進されるだけでなく、降雨量も大きく増大されることが明ら

かになった。次年度は、さらに詳細に雲内乱流による雲粒の衝突促進効果を調べ、どのような

条件下で雲内乱流の影響がより顕著になるのかを明らかにする。 

 

【課題３】（矢部グループ） 

平成１８年度は以下のように、２つの方面において研究を行ってきた。 

(i) Yin-Yang球面座標における高性能全球モデルの実現に向けて、Multi-Momentの概念に基

づくセミ・ラグランジアン/セミ・インプリシトCIP有限体積計算法の一般的な数値枠組

を提案し、Yin-Yang球面座標において実現した。新たなモデル変数として導入した体積

分平均値は完全に保存されている。本定式化は、既存のセミ・ラグランジアン/セミ・

インプリシト計算法に取り入れ、従来の手法とほぼ同等な計算負荷で保存化させること

ができる。浅水波方程式のプロトタイプモデルにおいて検証を行った結果、ベンチマー

ク問題に対し、良好な計算結果を得られた。 

(ii) 気・液界面乱流構造及び物質・エネルギー輸送の直接数値シミュレーション為の計算モ

デルの改善と整備を行った。Poisson ソルバーとして新たに代数多重格子法（AMG）を導

入した。より高い並列計算性能を図るため、３次元の領域分割を行った。さらに、地球

シミュレータにおいてコードのチューニングを行い、気・液界面乱流構造の大規模数値

シミュレーションの準備を行った。 

 

【課題４】（足永グループ） 

当該研究グループでは、都市型気象モデルについて風洞実験により検証を行い、課題 1 で開

発されているＥＳＣモデルと都市型気象モデルを統合することにより、集中豪雨等の都市災害予測

精度の高度化を行う。今後はヒートアイランド現象の再現性の検討を行う予定である。 

 



２．研究実施内容  

 本 18 年度における各グループの研究目的、方法、結果、全体研究計画に対する研究進捗状

況をまとめる。 
 

【課題１】（高橋グループ） 

高精度の予測に耐えうるシミュレーションコードに必要である高精度計算手法、および都市域の

気象予測に必要な新たな物理スキームを新たに開発し、開発中の超高解像度で超高速計算可能

な、非静力学・大気海洋結合モデル(MultiScale Simulator for the Geoenvironment: MSSG)非静力

学・大気海洋結合シミュレーションコードを高度化するとともに、そのコード使用して、台風の進路

や強度および梅雨時の集中豪雨に対して予測、再現シミュレーションを行い、シミュレーションコー

ドの有効性と妥当性を検証した。主に以下の成果を挙げることができた。 

・ 超高解像度でのシミュレーションを精度よく行うため、高精度な新しい移流計算手法の開発を

行った。Multi-moment grid(M－grid)は、波の速さによらず精度よく計算できることに知られて

いる。分散関係を解像度によらず精度よく表現することができることを新たに示した。 

・ 本高精度移流計算手法用いて、2006 年 7 月の九州豪雨を事例として、降雨分布を再現し、2

次中央差分計算手法より精度よく再現できることを示した。 

 

      

図１．水平 20km, 鉛直 32 層の設定での        図 2．福岡管区気象台 

再現シミュレーション結果           災害時資料（H187 月 25 日）より 

 

・ 高度化を進めている ESC モデルを用いて、日本領域を水平解像度 2.78km で大気と海洋を

結合して、台風の進路および強度予測シミュレーションを系統的に行い、高精度かつ大気海

洋相互作用を考慮することにより、高精度予測の可能性を示唆した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．日本領域水平 11km,鉛直 32 層での 2006 年台風 13 号の進路予測シミュレーション結果. 

 

・ 都市スケールの気象、気候現象の予測に向けて、都市に特徴的なビル群間の 3 次元放射・輻

射モデルを開発し、その妥当性を示した。 

・ 都市域において、ビルを解像可能な 5m 水平・鉛直解像度で、現実的な人工排熱、道路など

のデータを用いたシミュレーションを行い、都市域に特徴的な熱的循環の再現が熱的プリュー

ムの精度で再現できることを示した。 

 

【課題２】（小森グループ） 

本グループの研究目的は、①海水面を通しての水の移動機構と②雲粒の成長機構に着目し、

それらの機構を明らかにすること、およびそれらをモデル化することにある。 

①について、本年度は海水面を通しての水の移動機構と密接に関連する降雨に着目し、全球

規模での降雨による大気海洋間でのスカラ交換量の評価を行った。降雨に起因する大気海洋間

でのスカラ交換量は、雨滴が海面に衝突することにより海表面が混合され水面下に乱流渦が誘起

されることによるスカラ交換量と、雨滴が大気中を落下する間に雨滴と大気との間でなされるスカラ

交換量の和で表される。そこで、前者については、これまでの実験研究から得られている局所にお

ける降雨の運動量フラックスと物質移動係数（熱の場合にはそれをシュミット数を用いて変換した熱

伝達係数）の関係式と、全球での降雨量データベースを降雨の運動量フラックスに変換したものを

用いて評価した。後者については、CO2 の場合には大気および海表面中の CO2 分圧などの気象

データベースを用いて、熱の場合には大気中の雨滴温度と海表面近傍における湿球温度などの

気象データベースなどを用いて評価した。さらに、それらの値を、海上を吹く風に起因するスカラ交

換量と比較することにより、大気海洋間における CO2 および熱の交換に及ぼす降雨の影響と風の

影響とを定量的に比較した。 

その結果、降雨に起因する大気・海洋間での CO2 の交換量は、海洋全体では風に起因する

CO2 の交換量の 5%程度と小さいが、赤道付近など局所的な領域では 50%程度に相当し、その影響

は大きいことが明らかになった。一方、降雨に起因する大気・海洋間での熱の交換量は、海表面温



度と海表面下の温度の差を一定値とする大胆な仮定の下では、長期的には風に起因する熱交換

量の 1%未満と無視できるほど小さいが、短期的かつ局所的には同程度となる場合があり、その影

響は大きいことが示された。以上より、気候変動の予測シミュレーションにおいて、大気・海洋間に

おける CO2 および熱の交換量をモデル化する際には、降雨の影響を考慮する必要があると考えら

れる。 

 

図 4. 大気海洋相互作用モデルの概要. 

 

一方、②については、雲粒の成長プロセスの中でも雲粒の衝突成長に着目し、雲内乱流による

雲粒衝突の促進が雲の発達にどのような影響を与えるのかを調べた。乱流が存在すると粒子の衝

突が促進されることが指摘されている。しかし、現状の気象シミュレーションではこの乱流効果は考

慮されておらず、この乱流効果の重要性を明らかにする必要がある。そのために、まず、雲内乱流

による雲粒の衝突成長促進効果までを考慮できる気象シミュレーション手法の開発を行った。具体

的には、ビン法と呼ばれる液滴径の大きさを考慮できる気象シミュレーション手法に、昨年度開発

した粒子の乱流衝突成長に対する Large-Eddy Simulation (LES)手法を組み込んだ。そして、開発

した気象シミュレーション手法を用いて、メソスケールの山岳降雨に対する計算を行い、雲内乱流

による雲粒衝突の促進効果を調べた。 

その結果、雲内乱流によって雲粒の成長が大きく促進されるだけでなく、降雨量も約２割増大す

ることが明らかになった。このことは、雲の発達や降雨を正確に予測するためには、雲内乱流によ

る雲粒の衝突成長促進効果までを考慮する必要があることを示唆している。雲内乱流が強いほど

乱流による雲粒の衝突促進効果は大きくなると予想されるため、特に豪雨をもたらすような激しい

気象現象を対象とする場合には、雲内乱流の影響はより顕著であると考えられる。そのため、開発

した雲内乱流を考慮できる気象シミュレーション手法を用いることによって、豪雨の予測精度を向

上させることが可能になると期待される。 



 

図 5．乱流衝突を考慮した場合の山岳降雨分布 

 
図 6． 地表面平均降水量の主流方向分布。赤線：ビン法で乱流衝突促進効果を考慮した場合、

青線：ビン法で考慮しない場合、黒線：乱流衝突促進効果を考慮しない雲微物理手法（バルク法）

の結果。 

 

【課題３】（矢部グループ） 

平成１８年度では、高性能全球モデルの動力学コーアの検討と気・液界面乱流構造及び物

質・エネルギー輸送の大規模直接数値シミュレーションの実現に向けて研究を行った。 

(i) 高性能大気・海洋ダイナミックコーア構築の基礎数値フレームワークとして

CIP/Multi-moment 有限体積法を用いる。マルチ・モーメントの概念に基づけば、様々な新

しい計算スキームを考案することができる。具体的な成果として、既存のセミ・ラグラン

ジアン/セミ・インプリシトスキームを保存の性質を持たせる普遍的な数値定式化を提案し

た。従来のセミ・ラグランジアン/セミ・インプリシトスキームは格子点の値をモデル変数

としているが、新しい手法では計算格子における体積分平均値を新たな変数として加える。

これによって、点の値と体積分平均値の二種類の moment をモデル変数となり、より高精度

の Multi-moment 補間を構築することができる。それぞれの moment を独立に予報する必要

がある。そこで、Multi-moment 補間を用い、点の値は従来のセミ・ラグランジアン/セミ・



インプリシト法の手順に従って更新する。また、メッシュ境界上に定義されている点の値

が更新された後に、境界を通過するフラックスを計算する。よって、体積分平均値が簡単

に求められ、数値的に保存の性質が保証されている。本定式化は、既存の任意セミ・ラグ

ランジアン/セミ・インプリシト計算法に適用できる。これを用いて、Yin-Yang 格子におけ

る浅水波方程式の全球モデルを開発した。図１に示されるように、本手法はベンチマーク

問題に対し、良好な計算結果を得られた。 

 

図 7．Rossby Rossby-Haurwitz wave after 14 days with a 00 875.1875.1 ×  resolution by the 
SL/SI CIP/multi-moment finite volume method.  
 

(ii) 気・液界面乱流構造及び物質・エネルギー輸送の直接数値シミュレーション為の計算モ

デルの改善と整備を行った。Poisson ソルバーとして新たに代数多重格子法（AMG）を導入

し、各種の数値テストにおいて計算精度と収束率について検証した。また、周期境界条件

に関する動作も確認した。より高い並列計算性能を図るため、３次元の領域分割を行った。

さらに、地球シミュレータにおいてコードのチューニングを行い、気・液界面乱流構造の

大規模数値シミュレーションの準備を行った。 

 

【課題４】（足永グループ） 

 当該研究グループでは、都市型気象モデルとして不可欠である建物からの排熱効果を導

入した、独立行政法人建築研究所において開発された UCSS モデルを、課題 1 で開発されて

いるＥＳＣモデルと統合するための基礎的検証を行うことを目的とする。平成 18 年度は都

市キャノピー層の温度成層風洞実験を実施することにより、都市キャノピーの熱伝達特性

の検討を実施すると共に、都市キャノピーの放射対流の連成モデルの構築および都市キャ

ノピーの熱伝達特性を組み込んだ伝熱モデルの更新を実施した。都市キャノピー層の温度

成層風洞実験の概要と気温分布計測事例を図１、図２にそれぞれ示す。 
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  図 8. 実験概要. 
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図 9. 気温分布の計測事例. 

 
３．研究実施体制  

（1）「高橋」グループ 

① 研究分担グループ長 ： 高橋 桂子（（独）海洋研究開発機構 グループリーダー） 

② 研究項目 

・高精度災害予測のための超高速・非静力学・大気－海洋－陸面－海氷結合シミュレーショ

ンコードの開発 

 

（2）「小森」グループ 

① 研究分担グループ長 ： 小森 悟（京都大学 教授） 

② 研究項目 

・大気海洋間を通してのスカラ輸送に及ぼす降雨の影響を明らかにするとともに、海水面を通

しての水の移動機構を明らかにする。また、雲粒の成長機構に着目し、成長機構を明らか



にするとともに、そのモデル開発を行う。 

 

（3）矢部グループ 

①研究分担グループ長 ： 矢部 孝（東京工業大学 教授） 

②研究項目 

・高精度数値計算スキームの研究開発と予測精度におけるインパクト 

 

（４）「足永」グループ 

①研究分担グループ長 ： 足永 靖信（（独）建築研究所 上席研究員） 

②研究項目 

・都市キャノピーの熱伝達特性の風洞実験 
・都市キャノピーの放射対流の連成モデルの構築 
・都市キャノピーの熱伝達特性を組み込んだ伝熱モデルの更新 
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