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１ 研究実施の概要 

個々の研究成果については後に記されるので、ここでは全体としての研究目標から成果までを

若干長くなるが記したい。 

 

１．１ 目標 

本研究は「湿潤・乾燥大気境界層の降水システムに与える影響の解明と降水予測精度の向上」

という題のもとで 2001 年 12 月から行った。大気境界層とは地上から 1-2km の高度まで広がる大気

下層の部分であり、地表面の影響を強く受ける層のことである。大気境界層は海洋・陸面や乾燥

域・湿潤域で異なり、さらに陸面でも地形、土壌水分、植生により変化している。本研究では、アジ

アの湿潤域と乾燥域の境となる領域において大気境界層が降水システムに与える影響を研究する。

さらに、この結果を踏まえ、降水予測精度の向上や人為的地表面改変が将来の降水分布・水資源

に与える影響等の予測のための分析等を行うことを目的としている。本研究は名古屋大学地球水

循環研究センター、そして岐阜大、岡山大、独立法人情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測研究セ

ンターとの間で、境界層観測班、降水観測班、広域解析班、モデル班を作って進めた。 

大気境界層はだいたいが乱流であり、モデルでは大気下層の風速、大気安定度、また地面の

起伏、植生などから熱、運動量、水蒸気などの交換係数を決める乱流パラメタリゼーションがなされ

るが、これは大気境界層の乱流を「個性の無い」乱流とみているとも言える。実際の大気境界層の

構造は複雑であり、簡単に総体としてみることのできるものではない。これは例えば、従来の大気

境界層の観測は複雑な起伏などの無い広い平坦で行われてきたが、最近では起伏のあるところで

の観測も行われるようになってきたことにも現われている。実際、起伏のあるところでの大気境界層

には大きなスケールの乱れがあり、しかもそれが構造を持っていることが確かめられつつある。しか

し、大気境界層の観測は地面付近は観測タワーなどによる直接測定からなされるが、地上高度数

十ｍ以上では観測方法が限られるため観測数は激減する。また観測も、多くが降水を伴わない過

程の研究にとどまっている。海上、特に熱帯海上では、trade wind inversion と呼ばれる貿易風帯

に形成される気温逆転層に押さえられた浅い雲が広がっており、放射過程に大きな影響を与える。

このため、この浅い雲についてはいろいろの研究がなされてきている。しかし、陸上ではまだ観測も

少ない。 

世界的には大気境界層の研究のもう一つの方向として安定大気境界層がある。これは夜間など

地面が冷えると大気境界層は安定化し対流が抑えられるがそれでもシアによる乱流などが存在し

それによる熱や運動量輸送があり、その実態解明と定量化が求められている。しかし、降水システ

ムの開始との関係でいえば地面から熱で暖められることによる乱流の寄与が重要と考えられるので、

我々は熱的な対流大気境界層を目標とした。 

大気境界層は大気側からは大気下層の風、大気安定度などで、地表からは熱放射、蒸発散、

地面起伏、植生、土壌水分量などによりコントロールされる。地面付近はかなりの観測があるが、境

界層の中上層を抜け自由大気への輸送の実態は観測例が少ない。 

そこでターゲットを大気境界層全層の観測による熱や水蒸気の輸送の実態解明においた。特に

降水システムのトリガーとなる熱と水蒸気の鉛直輸送に焦点を絞った。 

 

１．２ 研究方法 

１．２．１ 観測 

まずは自然の実態を捉えることが第一である。大気境界層全層の観測にはリモートセンシング手

法を用いざるを得ず、その第一の武器としてウィンドプロファイラを設定した。ウィンドプロファイラは
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高感度ドップラレーダの一種であり、1 辺 100m に近い大型のものから数 m の小型可搬のものまで

あり、また我が国でも気象庁が数年前から現業で使用を開始している。我々の目標は大気境界層

であり、またあまりに高額な測器は購入困難であるので、周波数 1.3GHz の低層ウィンドプロファイ

ラと呼ばれる種類のものを選んだ。ウィンドプロファイラはレーダに距離的に近い境界層下層の観

測は困難であるので、ドップラソーダも合わせた。さらに地表からの熱、運動量、水蒸気などのフラ

ックス測定のため観測タワーや水蒸気ラジオメータも設定した。観測場所が大きな問題であったが、

大気境界層全層の観測を主体としており、未知な部分が多いことから地表はなるべく単純な場所

を選ぶこととした。この設定は起伏等で地表面の変化しているところの境界層の研究を進めるため

には不適当であるが、非一様な場での境界層の研究は次の課題とした。平坦な地表でかつ季節

変化の大きな場所として中国淮河流域を選んだ。ここには寿県（Shouxian）という市があり、過去に

アジアモンスーン水エネルギー循環観測研究計画（GEWEX Asian Monsoon Experiment：GAME）

の地域観測研究として我が国からレーダが持ち込まれて降水システムの観測がなされたところでも

ある。なおこの時の観測は名古屋大学の故武田喬男教授がリードされ、名古屋大学と中国国家気

象局国家気候センターとの間の共同研究に実績があった。この寿県は冬は寒く乾燥し、日本の梅

雨にあたる５、６月のメイユの雨期を越えて湿潤となる。またこれに対応して作物も変化する。このた

めに乾燥期、湿潤期、そして移行期の観測ができる。中国の観測は中国国家気象局国家気候セ

ンターとの協力により実行することとし、基本的に通年観測を、そしてメイユ期に集中観測を行うこと

とした。イベント的観測では当たりはずれがあろうが、長期観測を行えば良いデータセットが得られ

ることを期待した。 

他の観測としては、南西諸島における観測を設定した。夏の南西諸島は大気擾乱が少なくかつ

海上は表面状態がほぼ一様であるので、ここでの境界層観測は中国での観測に対する良いリファ

レンスとなることを期待した。後に述べるが実際に良い対照データが得られた。海上での大気境界

層観測は困難であるが、オーストラリアのグループが開発した気象測器を積んだ Aerosonde と呼ば

れる無人小型飛行機が利用可能であったためこれを利用することとした。また陸では海岸でフラッ

クス観測を行うこととした。 

他にも、南西諸島における降水システム本体の観測も組み入れた。降水システム本体の観測は

当センターにおいて大きな実績を積んでおり、観測そのものには特に支障はない。それよりも大気

境界層との関係という新たな視点でデータを見ることを中心とした。さらに沖縄本島には（独）情報

通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センターが高性能偏波ドップラ降雨レーダ、２機のウィンドプロ

ファイラ、地上雨滴計など大気観測用電波リモートセンサを研究用に整備しており、この施設による

観測も行うこととした。この施設は恒常的な施設であり、観測設定が容易であることは大きな利点で

あった。 

 

１．２．２ 解析とモデル 

大気境界層も外的条件に大きく左右される。地面の影響を大きく受けるとはいえ、大気側の条件

特に放射と風の影響を強く受ける。大気境界層と降水システムとの関係は総観規模擾乱など広域

スケールのコントロールにあることを踏まえなければその実態には迫ることができない。このため広

域の状況把握も研究として組み入れた。そのためのデータは現業気象官署が出している客観解析

データセットと衛星データセット、それに中国の雨量計データなどとした。作業は基本的にはデスク

ワークである。 
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モデル研究はもう一つの柱ではあったが当初は必ずしも大きな期待はかけていなかった。この

理由として、観測遂行に努力を注いでいたことと、論文調査は当然行っていたが、我々の持つ境

界層３次元モデルの性能が確認されていなかったことがある。本研究の目的のために、モデルは

境界層の内部構造を表現するモデルとし、いわゆる Large Eddy Simulation（LES）を目指した。LES

は大気境界層内の熱や水蒸気輸送の大部分を担うとされる大きな渦は顕わに表現するが、有る程

度以下の小さい渦は通常の乱流パラメタリゼーションに組み込むやり方である。実際の乱流は大き

な渦から小さい渦へエネルギーが移り（カスケード）、最後は、分子粘性の効くスケールで消散する。

しかし大気境界層スケールから分子粘性の効く渦までを表現することは現時点では不可能であ

る。 

本プロジェクトでは観測データが一応出揃った後で、モデル研究に力を注いだが、これは観測

結果を解釈する上で非常に良い結果となった。観測ではすべてのことを知ることはできず、どうして

も推測の部分があるが、モデルにより観測結果を再現できると、モデル内部の構造も実際の構造

であろうと考えることができる。これにより本研究では観測とモデルとの良い相補性が実現された。 

 

１．３ 成果 

１．３．１ 主な成果 

中国の長期観測からは大気境界層の厚さの季節変化の実態を地表面状態との関連のもとに示

すことができた。これまで中緯度湿潤陸上での長期にわたる大気境界層の厚さの観測はほとんど

無かった。またモデルによりそれぞれの季節における大気境界層の駆動源の差異、亜熱帯海洋上

の大気境界層との差異が確認できたことは成果である。沖縄本島の事例に関するモデル計算では、

熱フラックスとともに地表の起伏（山）による強制上昇が重要であることも示されている。 

広域モデルでは降水システムの開始が早すぎることが前から指摘されている。広域場で見たとき

大気が潜在不安定になると積雲パラメタリゼーションによりすぐに降水が始まってしまうのである。こ

のことの例として、熱帯では降水に強い日周変化があり夕方にそのピークのあることが知られてい

るが、モデルではこのピークが数時間早すぎる。この理由として湿潤対流は逆転層など対流を抑制

する効果を克服しなければならないことが指摘されている。大気境界層の働きを適切にモデルの

パラメタリゼーションに組み入れる必要があるとされている。我々の結果はまずは陸上における dry

な大気境界層の実態を示したと言える。モデルの中では大気境界層内の大きな渦も表現されてお

り、一部の湿潤な場合の結果では、大気境界層内部の渦をトリガーとして雲が立ち上がっている。

沖縄における高感度ドップラレーダの観測からは大気境界層の上端のうねりながら移動する変動

が観測されており、これはウィンドプロファイラにより観測された鉛直流の変動に対応していると見ら

れる。これもモデルの結果と整合しており、モデルの信頼性を上げている。 

モデルの結果についてもう少し記す。結果は一言でいうと、大気境界層を駆動する浮力フラック

スの鉛直構造の季節変化が観測と LES モデルを併用することにより分ってきた、ということにある。

これはいくつかの典型観測結果とそれを再現するLESモデルによっている。またそれらが特異ケー

スではないことは長期観測データから示唆される。フラックスの鉛直分布自体は観測からは出すこ

とができず、モデルによっている。モデルはそれぞれ観測時の一般場を初期条件、境界条件として

走らせた。乾燥期の大気境界層は教科書的な構造を示した。それに対して海上は熱フラックスが

小さいが水蒸気フラックスが相対的に大きい。そして水蒸気は乾燥大気よりも軽いので水蒸気フラ

ックスによる浮力フラックスが生じている。湿潤期の陸上は海上と乾燥期の陸上との中間の特性を

示している。教科書的な構造は古くから言われている構造であるが、海上では水蒸気フラックスに
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より大気境界層が作られていることはこれまで僅かな観測例しかない。また湿潤期の陸上でのフラ

ックスのプロファイル特性は認識されていない。今回これらが確認された。 

 

１．３．２． 作業仮説との対応 

作業仮説としては研究初期にいくつか挙げたが、今から振り返ると重要なものは 

（１）大気境界層は降水システムの開始に大きな役割を果たす。 

（２）降水システムは大気境界層内に「根」を持つ。 

（３）大気境界層の構造は降水システムのコントロールを通じて湿潤域の拡大に大きな影響を及ぼ

す。 

の３点が挙げられる。これらは大気境界層全層の長期観測により事例を多く積み上げることにより、

自ずと明らかになることを期待した。結果はどうであろうか。一言でいうと上の３つの作業仮説はど

れも実態に即していなかった。（１）については、降水システムの事例は数は少ないものの存在し

たが、その前後での大気境界層の大きな変化は特に見られない。降水時は大気境界層はつぶ

れるが降水後は回復する。境界層内の大きな渦は弱い対流雲を作ることは確認されたが、それが

強い降水をもたらすことはなかった。（２）についてもウィンドプロファイラによる観測結果、またそれ

を元にした LES モデル結果を見ても、境界層内の大きな渦が境界層の上に雲を作り出しているこ

とは確認できたが、雲形成による凝結熱の放出から強い上昇流が作られ、それが大気境界層内

の水蒸気を吸い上げる、という構図、言い換えれば大気境界層内の大きな渦が CIN の「ふた」を

突破して強い積雲対流を作り出す、という形は特には得られていない。（３）はより複雑である。現

在時点では、大気境界層は湿潤域の拡大には直接には影響していないと考えている。湿潤域の

拡大は広域スケールの循環場（風系）の変化とそれによる水蒸気の移流そして総観規模の擾乱

の襲来により起こっていることが広域解析から分った。それでは大気境界層は何もしないかという

とそうではない。大気境界層は大気を湿潤化する上で重要な役割を持つ。日射による混合層の

形成は地表面から補給された水蒸気を大気境界層内に蓄え、さらに浅いながらも雲形成（cloud 

capped boundary layer の形成）を通じて大気境界層の上に水蒸気を運んでいる。このことは今回

の観測と LES モデル結果から良く分ってきたことである。このことは 分り易い言い方をすれば以

下となる。大気境界層は地面からの水蒸気を徐々に蓄え、そしてその上部の自由大気を湿らそう

とする。なお、熱については放射冷却があるので大気境界層には日周変化はあるものの貯まらな

いが、水蒸気についてはほとんど貯まる一方である。しかし、大きなスケールの擾乱はそのように

水蒸気を蓄えた大気境界層を簡単に壊し、「せっかく」集めた水蒸気を持ち去って他の適当な場

所で降水として地面に落とす。 

上の（３）に対する結果は、陸上乾燥期、陸上湿潤期、そして海上の境界層の機能について一

つの見方を与える。陸上乾燥期の大気境界層は地面からの強い顕熱フラックスにより高くまで発達

し、水蒸気を高くまで運ぶ。陸上湿潤期の大気境界層は顕熱フラックスは弱いため発達は余り良く

ないが日周変化を通じて水蒸気を上部へ運ぶ。海上では日周変化はほとんどないが水蒸気フラッ

クスによる浮力フラックスにより日数をかけて徐々に大気を湿らせている。また弱い湿潤対流や弱

い降水システムも自由大気を湿らす上で重要であることが広域解析から明らかとなっている。我々

の LES の計算は大気混合層に注目しているため今のところ半日程度しか走らせておらず、日数を

かけて徐々に大気を湿らすことは示されていない。これは今後の一つの重要な目標と考えている。

このための一つのハードルとして放射過程のモデルへの適切な組み込みがある。これがないと何

日にもわたる大気境界層日周変化を表すことができないと考えられる。 
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１．４ まとめ 

本研究は決して終わっていない。それどころか、やっと面白い結果が出始めたところと言える。そ

もそも大気境界層と降水システムの開始という新しい研究を、それぞれの部分では実績を持ってい

たとはいえ、降水システムについてはその力学構造の観測・モデル研究に、大気境界層について

は観測タワーレベルの観測にとどまっていた。そこに、大気境界層全層の観測を長期にわたり続け

ることにより、降水との関係を見る、という新しい試みを行い、ほぼ計画通り良いデータセットが得ら

れた。プロジェクトを振り返れば、前半は観測そのものに費やされた。後半に入りやっと解析結果が

出始め、それを土台としてモデルを走らせた、という経過であった。観測事例の概況の初期条件、

境界条件のもとで観測結果に合うようなモデル結果が出力されたことで、高い蓋然性をもってモデ

ルは実態を表現しているとして、モデル内部の構造を調べた。これにより、大気境界層の駆動源と

して顕熱だけでなく、水蒸気に起因する浮力の重要性を指摘することができた。また顕熱と水蒸気

の寄与が季節、場所によって異なることも実証できた。 

降水システムと大気境界層との関係については、広域解析などからは、乾燥域と湿潤域を分け

るメイユ前線の前後で大気の湿り具合、具体的には水蒸気混合比の鉛直分布、また水蒸気移流

の鉛直分布の差異が確認され、その原因として積雲降水システムの構造の差が示唆された。降水

の分布、あるいは湿潤域の拡大そのものは総観規模擾乱が主役であり、それはさらに広域のモン

スーンシステムに依っており、地表面の強いコントロールは確認できなかった。モデル研究では結

果がやっと出始め、大気境界層内の渦をトリガーとして発生する浅い湿潤対流が大気境界層の上

の自由大気下層を湿らせていることは確認できた。これは深い湿潤対流を生むための 

pre-conditioning のために重要と考えられる。 

降水システムは地表面の起伏にも影響を受ける。このことは沖縄における降水システムの観測

から示された。また沖縄の偏波ドップラレーダにより大気境界層の構造が観測できることが確認さ

れたことは大気境界層内の渦の実態を把握する上で、またウィンドプロファイラのデータを解釈する

上で大きな力となる。 

本プロジェクトは名古屋大学地球水循環研究センターの人員を中心として実行された。名古屋

大学以外では岐阜大学、岡山大学、千葉大学、（独）情報通信研究機構の参加を得た。また中国

国家気象局国家気候センターとの強い協力関係がある。このような研究者間の連携とともに、名古

屋大学地球水循環研究センターとしても大きな意義があった。それは、本プロジェクトに、当センタ

ーの７研究室のうち半分以上の４研究室が参加したことがある。また院生も多く参加した。それは、

博士論文は未だであるが、修士論文が岡山大も含めてたくさん出たことにも現われた。当センター

は目的を持った研究専念組織であるが、大学内の組織であり、各自の自由な創発をその基礎とす

ることから、研究はどうしても発散傾向にあるため、求心力を保つことを常に考えなければならない。

その求心力として本プロジェクトが良く機能したといえる。研究面においては、本プロジェクトは境

界層グループと降水グループ、そして広域解析グループを連携させた分野を推進する大きな力と

なった。特に、大気境界層の構造と降水システムとの関係の実証的研究の緒を付けたことの意義

が大きい。 

中国との関係においては、故武田喬男先生の培われた研究の友好関係を少しは継承できたの

ではないかと考えている。その当時と比べると中国のレベルアップは著しいものがある。今後はより

深い研究的協力関係を持ちたいと考えるが、中国国家気象局は現業官署であり、当方は大学であ

ることからいささか難しい面も感じている。 
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２ 研究構想及び実施体制 

(1) 研究構想  

研究は大気境界層班の観測を主体とし、それをとりまく形で広域データ解析班、モデル班、降水

システム観測班を配置した。実際には多くの研究者が班をまたがって活動した。研究体制は名古

屋大学地球水循環研究センターを主体としたチームを組んだ。それぞれの研究班も中心は名古

屋大学にあり、これに外部の研究者が参加する形をとった。これはチーム相互間の緊密な連絡が

必要であると考えたためである。結果として、毎月の例会をほぼスケジュール通り開くことができた。

この結果受託研究費も名大のみに流れ、出張手続き、消耗品等の調達も名大でほとんど行った。 

研究構想は既に記したので、以下では研究構想実現の経緯について記す。 

初年度（2001 年度）は後期から始まり、ウィンドプロファイラ等の測器購入を進めた。また 2 年度

（2002 年度）夏季に南西諸島で Aerosonde などによる観測を予定しておりその準備を行った。また

第一回目の日本―中国ワークショップを名古屋大学において開いた。 

２年度のハイライトは南西諸島における観測である。大学院生も多数引き連れて沖縄県宮古島

とそのすぐ隣の下地島において観測を行った。宮古島では北西端の岬に 15m のマストを立てフラ

ックス測定を行った。下地島では Aerosonde 観測とソンデの集中観測を行った。Aerosonde はオー

ストラリアの会社が運用しており、観測に当たっては気象協会のお世話になった。実際の運用に備

え電波免許、航空局の許可、また燃料が特殊であったため燃料輸送の許可など様々な手続きが

必要であった。オーストラリアからは会社のスタッフが来日し、下地島で実験観測を行った。

Aerosonde については、以前に経験があり、遠距離でも運用できることは分っていたが、遠距離運

用では通信系等々の不安があり、機体が失われたこともあったため、今回は視界内での飛行とした。

但し、視界内とはいえ、肉眼では飛行機は見えない。下地島の観測についてはデータ集を作成し

た。その後は中国観測に備えての、現地視察、測器購入作業等に追われた。また測器の我が国か

らの輸出、これには旧 COCOM と同様の許可が必要であった。中国側での通関についても研究用

物品であること、持ち帰る予定であること、等の事情説明証明などで、協力相手である中国国家気

象局国家気候センターの手を煩わせた。なお運搬は、以前測器をインドへ移送するに当たってひ

どく時間がかかってしまったことを踏まえ大手に任そうということで、日本通運にお願いした。2002

年度内に準備を終え、メイユ期前から観測を開始する予定であったが、思わぬ SARS 問題が発生

し、計画が遅延した。 

2003 年度は遅延した中国観測の開始に努めた。実際の観測開始は一部が秋にやっと開始にこ

ぎ着けた。機器搬入、設置などでは洪水の心配などもあったが無事に終了した。現地気象台の職

員の協力があったものも、連続観測には落雷、停電等々、様々な支障が生じた。測器保守・データ

収集のためほとんど毎月１回スタッフが現地へ出向いた。 

2004、2005 年度はメイユ期を中心として集中観測も行うことができた。また連続観測も日本で観

測状況をモニタできるようにする、また停電対策用の電源を用意するなどの措置を施すことによりか

なりの率でデータ収集を行うことができた。2 年以上にわたるほぼ連続したデータは貴重である。

2004 年には中国で、2005 年 9 月には名古屋大学で日本-中国ワークショップを開催している。さら

に沖縄における降水システム観測や高性能降雨レーダによる大気境界層観測も行っている。また

降雨システムの観測を行っている。 

2005 年の後半は中国観測撤収を行った。開始当時は、せっかく観測基地整備を行ったので、

観測終了後もできれば継続観測をやりたいと考えていたが、中国側の事情や手続き上の困難から

撤収せざるをえない、と判断し、撤収に踏み切った。撤収も観測をなるべく長くとり 2006 年度にか
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かるやり方も考慮したが、結局すでに 2 年以上のデータを取得したこと、また予算が膨らむことなど

から諦め、2005 年度に撤収した。この時にも通関用の書類準備等々、かなりの作業量が発生し、

測器類が名古屋大学に搬入されたのは３月であった。なお、撤収は測器の梱包等々専門知識が

必要ということでウィンドプロファイラ製造担当であった住友電工にお願いしている。またかなり短期

の撤収となったことから水事務所など事務方からいろいろの支援を頂いた。 

2005 年度まではデータ収集に大きな努力が払われた。季節進行に伴う大気境界層の変化を捉

えるため、とにかく連続データを取得することを第一目的とした。また良い事例も連続観測の中から

得られるであろうとの考えもあった。観測については、2006 年度途中までで観測データの整理、論

文化もほぼできあがり、次のステップへ上がった。これはモデル研究である。2004 年秋のプロジェク

トの中間評価時にも、観測に追われモデル研究が遅れており、これからはモデル研究に力を注が

なくてはならない、としていた。2005 年度後半からはモデル研究にピッチが上がった。下地島での

Aerosonde 観測時の事例、中国での事例、また沖縄本島での事例、と LES による面白い結果が出

始めた。 

 

(2)実施体制  

研究体制は名古屋大学地球水循環研究センターを主体としたチームを組んだ。それぞれの研

究班も中心は名古屋大学にあり、これに外部の研究者が参加する形をとった。これはチーム相互

間の緊密な連絡が必要であると考えたためである。結果として、毎月の例会をほぼスケジュール通

り開くことができた。この結果受託研究費も名大のみに流れ、出張手続き、消耗品等の調達も名大

でほとんど行った。 
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３ 研究実施内容及び成果 

 

３．１ 境界層観測（大気境界層班） 

３．１．１ 中国における大気境界層観測 

(1)研究実施内容及び成果 

1) はじめに 

本研究（湿潤・乾燥大気境界層の降水システムに与える影響の解明と降水予測精度の向上）

の 主 要 な 課 題 は 、 降 水 開 始

(onset)のプロセスとメカニズムの

解明である。すなわち、地表－

大気境界層－雲－降水の相互

作用プロセスと素過程におけるメ

カニズムを観測と数値モデルの

両者を用いて明らかにし、降水

予測精度の向上をめざすもので

ある。本研究グループは、そのう

ちの観測的研究の一翼をにない、特に、地表における水文・気象現象と大気境界層(atmospheric 

boundary layer, ABL)における気象現象との関係を明らかにすることを目的とする。 

 

2) 観測の概要 

東アジアの湿潤域と乾燥域の境界に位置し、

比較的平坦な地形を有する中国・淮河流域中

央部の寿県気象局（Shouxian； 北緯 32.6 度、

東経 116.8 度）（図１）において、中国国家気

象局、および、安徽省気象局の協力を得て、

2003 年 8 月よりモニタリング観測を開始し、

2006 年 1 月まで継続した。観測に使用した機

器は、ウインドプロファイラーレーダ(WPR; 

L-28, Sumitomo Electric Industries, LTD., 

Japan)、陸面接地境界層観測システム(フラッ

クスタワー; C-PRJ30, C-FLJ30, Climatec, Inc., 

Japan)、風速鉛直分布測定装置(ドップラーソ

ーダ; XFAS, Scintec, AG., Germany)、マイクロ

波放射計(水蒸気プロファイラ; TP/WVP-3000, 

Radiometrics, Co., USA.)などである。また、

2004 年 5 月 24 日～7 月 16 日、および、2005

年 5 月 18 日～7 月 16 日には、地表面状態の

調査などを含む集中観測を行った。 

 

3) 観測結果 

3.1) 気象条件、下層大気水蒸気量、地表面の湿潤状態の季節変化 

図２ 2005 年 5 月 6 日における植生のない時期

の ABL 構造と地表面フラックスの典型的な日変

化。(a)水平風速、(b)風向、(c)鉛直風速、(d)WPR

エコー強度、(e)純放射量（黒）、仮顕熱フラックス

（赤）、および、潜熱フラックス（青）。 

  
図１ 中国の観測サイトの位置。 
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本観測領域では、夏季に梅雨による多量の降水が見られ、大気は非常に湿潤となるが、冬季

は降水が少なく大気が比較的乾燥した。一方、土壌は、ごく表層を除けば、１年を通じて湿潤な

状態で維持された。周辺の土地利用は主に農業地であり、１月下旬～５月下旬の小麦畑、６月中

旬～９月下旬の水田の２毛作が行われている。２回の集中観測の結果、および、モニタリング観測

における地表面のアルベド、CO2 フラックスの観測値などから、これらの気象条件および地表面状

態の季節変化が明瞭に観察された。また、地表面状態の季節変化に伴う顕熱・潜熱フラックスの

季節変化が観察された。 

2004 年には、高度 30m の相対湿度を主な指標として同定された夏季湿潤期開始日と、灌漑に

よる灌水および田植えの開始日）が一致し（2004 年 6 月 14 日）、下層大気における水蒸気の供給

源として、総観規模の水蒸気輸送と地表面からの水蒸気供給（蒸発散）の２つが考えられた。一

方、2005 年には、湿潤期開始日（2005 年 7 月 5 日）が稲作開始日（2005 年 6 月 14 日）よりも 20

日程度遅れた。このことから、地表面からの水蒸気供給は、湿潤期の高水蒸気量維持において

役割を果たすものの、水蒸気量の急激な増加においては、総観規模の水蒸気輸送の役割が重

要であることが示唆された。 

 

3.2) 日中の大気境界層の発達（境界層高度の日周変化） 

WPR による大気境界層のモニタリング観測から、大気境界層の日周変化（日中の発達）の様子

が明瞭に観察された（図２）。すなわち、日中の対流混合層内では、強い WPR エコーが検知され、

大気境界層（対流境界層）が日の出直後から正午過ぎまで発達する様子が観測された。大気境

界層上端を境として、風速および風向が急激に変化し、また、大気境界層上端において、WPRエ

コーが極大となることから、主に、WPR エコーのデータにより大気境界層高度を見積もった。日中

 
 

図３ 日最高境界層高度（緑）、日中平均顕熱フラックス（赤）、日中平均潜熱フラックス

（青）の季節変化。 
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の対流混合層内では、境界層上端にまで達するプリューム状の上昇流／下降流が、およそ 30～

60 分周期で出現し、境界層高度の変動に一致した。 

日中の対流境界層における発達の主要な要因に地表面の熱フラックス（浮力フラックス）が考

えられた。しかし、観測された境界層高度は、単純な１次元のエネルギー保存則を基にした推定

結果と一致する場合も見られる一方、一致しない場合もしばしば見られ、総観規模の上昇・沈降

流の効果などが示唆される。 

 

3.3) 境界層高度の季節変化 

地表面状態の変化に従って、地表面の熱フラックスは季節変化し、それに伴って、大気境界層

の日中の発達もまた季節変化した（図３）。地表が小麦畑あるいは裸地の場合には、顕熱フラック

スが大きく、境界層高度は午前の早い時間から上昇する。一方、水田時には、境界層の発達速

度はやや遅れるものの、顕熱フラックスが非常に小さくなるにもかかわらず、小麦畑時と同様の高

さにまで発達する場合が見られた。このような発達は地表面の熱フラックスのみでは説明されなか

った。 

６月中旬以降の湿潤期（図４f）を除くと、

日最高境界層高度と日中平均の地表面

熱フラックスには、正相関の傾向が見られ

た（図４）。一方、大気境界層直上の大気

における鉛直移動の効果により、上昇流

時にはより高高度にまで発達し、下降流時

には低高度に抑えられる傾向が観察され

た。特に湿潤期には、その傾向が顕著で

あった。 

 

(2) 研究成果の今後期待される効果 

上記(1)で示したように、2003 年 8 月から

2005 年 10 月の 2 年強にかけての大気境

界層観測によって、大気境界層の発達に

重要な役割を果たす地表面からの顕熱・

潜熱フラックスの連続的なデータと、大気

境界層内外における水平・鉛直風やエコ

ー強度の連続的なデータの取得に成功し

た。本研究グループにおける重要な成果と

も言えるこれらのデータによって、今後、更

なる展開が見込まれ、新たな知見や成果

が期待されるトピックについて、以下に項

目別に記載する。 

 

1) 東アジアを中心とした大気境界層気候

学の新展開 

欧米ではすでに WPR のネットワーク配置による下層大気の風のモニタリングが 1990 年代後半

から開始され、現業の雲解像モデルによる短期気象予報に供されている。日本の気象庁も、全国

 
 

図４ 日最大 ABL 高度と日中平均仮顕熱フラック
スの関係。黒●は上空大気の鉛直移動が小さい
場合（-0.02 < ω < 0.02）、赤△は上昇の場合(ω 
< -0.02)、青▼は下降の場合(ω > 0.02)。ただし、
ω は NCEP/NCAR 再解析による 32.5 N, 117.5 E
の 00Z (08:00 LT)における 925hPa での鉛直気
圧速度(Pa s-1)。(a) (b)～(f)の全期間、(b) 冬季
（DOY=0～59）、(c) 初春(60～89)、(d) 小麦の成
長期(90～139)、(e) 小麦成熟後～田植え前(140
～164)、(f) 灌漑・田植え後(165～197)。 
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31 ヶ所の気象台等に WINDAS (Wind Profiler Network and Data Acquisition System) を展開し、

現業レベルにおいてデータを短期気象予報に供している。東アジアにおいては、日本の他に韓

国でも WPR ネットワークが既に構築されている。平成 18 年度から始まった GEOSS (Global Earth 

Observation System of Systems) 計画では、インドネシアを中心とする海洋大陸において、数基

の WPR を空間配置することが計画されている。今後、中国においても WPR ネットワークが充実す

る可能性が高く、東アジア域における大気境界層の気候学的研究を推進できる可能性を十分有

している。ただし、WPR のみの単独配置による風のモニタリングを行うのみでは、大気境界層や大

気下層の気象場の実態把握と予報精度向上は期待できない。 

この観点から、本研究グループが成し遂げたように、地表面熱収支や顕熱・潜熱フラックスとの

同時観測、あるいはマイクロ波放射計等による水蒸気量の鉛直分布観測との同時観測を行うこと

で、東アジアを中心とした「大気境界層気候学」の新展開が期待できる。その重要な鍵となるのは、

大気境界層高度である。大気境界層高度を精度良く推定することは、雲底高度の予報精度を向

上させ、従って日変化スケールでの放射収支や降水量の予測精度を向上させる。上記において

本研究グループが成果として示したように、大気境界層は地表面の乾湿状態（顕熱・潜熱フラック

スの大小）や下層大気の水蒸気量の大小によってその日変化や季節変化の挙動が大きく異なる。

それらは総観規模での鉛直流にも二次的に影響を受けており、東アジアのように比較的不均一

な地表面状態や気象場においては特に、限られた数点における観測データの積み上げと解析

的研究だけでは大気境界層高度予測が不完全なものになる。名古屋大学地球水循環研究セン

ターでは、中国湿潤域を対象として本研究グループが得た「地表面フラックス・大気境界層観測

データ」とともに、総合地球環境学研究所の黄河プロジェクトとの連携によって、中国黄土高原南

部（長武）における同種のデータを取得中である。先ずはこの２地点での観測データの解析と比

較考察を手がかりに、異なる気候帯、異なる地表面状態、異なる気象場や季節における大気境

界層高度と雲・降水現象との関係を探っている段階にある。 

 

2) LES (Large Eddy Simulation) と雲解像モデルによる大気境界層―降水気象学の新展開 

WPR は大気境界層の鉛直１次元構造を計測しているため、仮に水平方向に不均一な構造を

有していても、そのような水平空間の不均一性を計測することは不可能である。コヒーレントドップ

ラーライダーのような（高額ではあるが）空間走査可能な大気リモートセンシング装置の計測結果

によれば、実際の大気境界層は水平空間的にも十分不均一であることが観測事実として得られ

つつある。加えて、LES などの高空間解像の大気乱流の数値シミュレーション結果からも、大気境

界層乱流は水平空間的にランダムではなく、３次元的か準２次元的な組織構造を有していること

がわかってきており、本研究チームのモデリンググループも同様の結果を示している。今後期待さ

れる研究トピックは、本研究チームのタイトルにもある「乾燥大気境界層（乾燥対流）」と凝結過程

を伴う「湿潤大気境界層（湿潤対流）」との差異を、対流雲にとっての水蒸気の起源である大気境

界層内の乱渦の３次元的組織構造に着目し、より詳細に明らかにすることである。 

本研究グループでは、中国における観測を実施した後半３年間、大気境界層観測データの有

効活用の一環としてモデリンググループ（下記）との相互連携を積極的に行ってきた。観測とモデ

ル利用（あるいはモデル再構築）による相互進歩によって、より詳細な大気境界層構造の時空間

構造について研究していくことが望まれ、また期待される。特に、乾燥対流と湿潤対流との比較の

観点からの研究を、今後益々継続していく必要がある。 

 

3) 空間走査型 WPR の開発と応用 
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上記 2)にも記述したように、大気境界層乱流の組織構造（空間不均一性）を、様々な気候帯、

様々な地表面状態上で、より安価に計測することが求められる。特に、対流性降雨の予測に代表

されるような気象予測の精度向上には必須である。降水予測精度向上に向けた雲解像モデルな

どの数値モデルの進歩が十分条件とすれば、観測技術開発はそのための必要条件となる。 

上記のように WPR は鉛直１次元の大気構造を計測できるものの、その水平空間構造の把握は

不可能であった。乱渦の組織構造に関する最近のモデル研究、および、観測研究の成果は数～

数十 km スケールで、かつ高時間分解能での大気構造の計測が必要であることを示唆している。

従って、それを可能とするような空間走査型の WPR を開発し、なおかつ安価に市販できるまでに

技術開発を行っていく必要がある。 

本研究グループは現在までに、WPR の製造の経験を有するメーカーとともに、空間走査型

WPR の開発検討を行ってきている。各種レーダ計測に用いることのできる 15.75GHz 帯（Ku バン

ド）や 9.4GHz 帯（X バンド）での実現可能性を検討しているところであるが、観測希望高度（大気

境界層高度以上）と観測可能高度との比較ではまだ議論の余地があり、今後も検討を重ねていく

予定である。このような構想は、気象観測装置開発による新たな科学技術開発の新展開として位

置づけられる。この構想が実を結べば、我が国における新技術と知の発信によって、社会への波

及効果が期待できる。 

 

３．１．２ 宮古島・下地島で観測された亜熱帯高気圧下での大気境界層の構造 

 

(1)研究実施内容及び成果 

1)研究のねらい 

日本や中国に激しい降水現象をもたらす梅雨前線や台風において、西部亜熱帯太平洋域は

水蒸気源の一つであると考えられる。この領域は夏季には亜熱帯高気圧（太平洋高気圧）に覆わ

れ、比較的静穏な環境が維持されている。亜熱帯高気圧下の海洋上における大気境界層の構

造は、大気境界層内の乾燥対流（サーマル）および積雲による熱、水蒸気の鉛直混合過程によっ

て大気循環場に大きな影響を与える。この領域における海面からのフラックス、大気境界層内の

温位、比湿（水蒸気量）の水平・鉛直プロファイルについて、大気境界層の構造を理解するため

の観測を実施した。 

 

2)研究手法 

観測は南西諸島域（宮古島・下地島）において実施した（図１）。これらの島々は標高が低く、海

図2 エアロゾンデの離陸前の様子。 図1 観測が行われた下地島付近の地図

を示す。赤色で示された Aerosonde Flight 

Line がエアロゾンデの飛行線を示す。 
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洋上の大気境界層に与える陸面、地形の影響が小さいと考えられる。観測は同領域が亜熱帯高

気圧に覆われる夏季（2002 年 8 月 20 日～27 日）を対象として実施した。フラックス観測マストを宮

古島北部の西平安名崎に設置し、海面からの熱、水蒸気、二酸化炭素フラックスを観測した。ま

た、大気境界層内の温度、湿度の水平・鉛直プロファイルを観測するために、3 時間毎のラジオゾ

ンデ観測と5日間にわたるエアロゾンデ（無人気象観測飛行機：図2）観測を実施した。エアロゾン

デ観測は下地島西方のおよそ 5km の海上において、南北におよそ 5km のフライトパスで行った。

エアロゾンデはフライトパス毎に大気境界層内の 7 高度（100m、200m、400m、600m、700m、800m、

900m）を飛行しながら、10 秒毎に温位、比湿、気圧の値を連続して取得した。 

 

3)研究結果 

フラックス観測の結果から、観測期間中の海面からの顕熱フラックスの値は 8 W/m2 程度、潜

熱フラックスの値は 50 W/m2 程度であった。フラックス観測マストは岬の先端に設置した。海岸

からの係留ブイを用いた海水温観測においては、海岸近傍の極めて浅い海における海水温の上

昇が観測結果に反映されて、海面水温などに日変化が現れた。しかしながら、フラックス観測自

体は、フットプリントが比較的広く、島近傍の浅海面上フラックスを良好に捉えることができた。この

観測の結果は熱帯域（TOGA-COARE）などにおいて開海面上で観測された値と同程度であった。

すなわち、観測領域付近では高い海面水温（29℃以上）と高い気温が維持され、両者の温度差

が小さいために、結果として小さな顕熱フラックスの値が維持されていたと考えられる。一方、大気

が飽和していないために、相対的に大きな潜熱フラックスの値が維持されていたと考えられる。 

ラジオゾンデの連続観測により取得された相対湿度の時間高度断面図（図 3）より、観測期間中

は高度 1.5～2.5km 以下では、相対湿度が高い値を示す湿潤層となっていた。また、温位と比湿

の鉛直傾度の鉛直プロファイルの時系列（図 4）から、湿潤層上端には逆転層（図 4(a)における高

      
 図3 2002年8月20日00Zから27日00Zの

間、下地島におけるラジオゾンデ観測に

より取得された相対湿度(a)と比湿(b)の

時間高度断面図。横軸の日付の位置が

00UTCを示す。 

図 4 図 3 と同期間、下地島におけるラジオゾ

ンデ観測により取得された温位(a)と比湿(b)の

鉛直傾度の時間高度断面図。温位の図にお

いて、暖色系の色は安定成層を、寒色系の色

は中立成層から不安定成層を示す。比湿の図

においては黄色が等比湿層の存在を示す。横

軸の日付の位置が 00UTC を示す。 
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度 1.5km～2.5km 付近の暖色系で示される領域）が存在し、湿潤層内は海面から高度 500 m 付

近までの等温位・等比湿層（混合層：図 4(a)における青色で示される領域、および図 4(b)における

黄色で示される領域）と、高度 500 m 付近から逆転層までの対流不安定成層（雲層）とに区別す

ることができた。逆転層下に湿潤層が存在し、湿潤層内に混合層と雲層の二層構造が存在すると

いう観測事実は、これまでの亜熱帯域や対流不活発期における熱帯における海洋上の大気境界

層観測の結果と共通であった。 

図 5 は 8 月 21 日 12 時（日本時）のエアロゾンデによって観測されたフライトパスに沿った各高

度における温位と比湿の分布を示すものである。鉛直には等温位、等比湿層となっている混合層

においても、水平方向には温位と比湿の値が変動していることが示されている。このことは異なる

気塊が共存していることを示し、大気境界層内のサーマルや積雲による熱と水蒸気の鉛直混合

の結果を反映していると考えることができる。図 5 では、高度 600m 以上（雲層）において、温位と

比湿が逆位相で分布する（高温位・低比湿気塊と低温位・高比湿気塊が共存する）現象を見るこ

とができる。この様な現象を “negative correlation type eddy” と名付けた。一方、高度 200m 以

下（混合層下部）において、温位と比湿が同位相で変化する（高温位・高比湿気塊が見られる）現

象を見ることができる。この様な現象を“positive correlation type eddy” と名付けた。 

フライトパス毎に“positive correlation type eddy”と“negative correlation type eddy”のどちらの

現象が存在するかについて識別を行った。フライトパス毎に温位と比湿の平均値からの変動成分

    
 

 
図5 エアロゾンデにより取得された

2002年8月21日12時の各高度毎の温位

（赤）と比湿（青）の緯度断面図を示す。 

 

図6 エアロゾンデによる各フライトパス毎の温位

偏差と比湿偏差の積の値を示す。同値が正の場

合（赤で示す）、“positive correlation type eddy”

が、負の場合（青で示す）“negative correlation 

type eddy”が存在すると考えられる。 
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の積を計算した値について、フライトパス毎の分布を示す（図 6）。この計算値は“positive 

correlation type eddy”においては正値となり、“negative correlation type eddy”においては負値と

なる。図より、“negative correlation type eddy”は高度 600m 以上（雲層）に、“positive correlation 

type eddy”は高度 200m 以下（混合層下部）に多く存在することが示された。これまでの研究より、

“negative correlation type eddy” は乾燥気塊が境界層上部から大気境界層内に貫入する現象

（エントレインメント）を、“positive correlation type eddy” は海面付近からのサーマルの立ち上が

りを示していると考えられる。しかしながら、混合層下部においても“negative correlation type 

eddy”が多く存在していることも確認された。例えば、高度 100m においても 46％が“negative 

correlation type eddy”で占められている。観測結果のみを用いて、このような状況がどのような大

気境界層内の循環場を反映し、どのような物理過程により駆動されているのかを、明らかすること

はできなかった。このような現象を理解するために、大気境界層内の循環場の構造と、熱および

水蒸気の鉛直輸送量の再現を試みる数値実験を行った。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

フラックス観測では、岬の先端における陸上からの観測によって、陸地に近い浅海面における

顕熱・潜熱フラックスを測定することができた。その観測結果は、熱帯域における開海面上におけ

る船舶などからの観測結果と同程度の値を示しており、既往の知見を補完するものとなった。 

エアロゾンデ観測は、実際に航空機を用いた観測に比べて観測にかかる費用が安価であると

いう利点がある。現在のエアロゾンデは、観測の時間分解能が 1 秒まで上がり、より高時間分解能

（すなわち、細かい空間分解能）での観測を行うことが可能となっている。また、赤外温度計をエア

ロゾンデに設置することによって、フライトパス直下の海面水温を測定することも可能である。すな

わち、エアロゾンデ観測によって、海面の状態と大気境界層内の温湿度場を比較することが可能

であることを示している。しかしながら、エアロゾンデは鉛直速度を測定できないという問題がある

ため、大気境界層観測に適用する際には、観測結果の解釈が非常に難しい測器であると考えら

れる。 

本研究では、エアロゾンデ、ラジオゾンデ、フラックス観測マストの結果をまとめて、数値実験を

行う際の基礎的なデータと、数値実験の結果を解釈するための参照データを作成した。数値実

験を用いて、大気境界層内の物理過程を研究するためには、参照データとして今回のような観測

を実施し、数値実験の結果と比較を行うことによって、数値実験の結果の妥当性を常に検証する

必要がある。本研究において取得された観測結果は、数値実験の参照データとしては十分なも

のであったと考えられる。しかしながら、観測において混合層内のサーマルと積雲の関連を示す

ことができなかった。ウィンドプロファイラレーダとシーロメータ（雲底計）もしくはスカイイメージャ

（全天雲撮影機）を用いた観測を同時に行うことによって、数値実験の参照データとしてはより有

効なデータを取得できたと考えられる。 
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３．１．３ 沖縄本島における偏波ドップラ降雨レーダによる境界層の観測 

 

(1)研究実施内容及び成果 

1) はじめに 

本プロジェクトの目標は、降水システムの開始と大気境界層(ABL)との関係を明らかにすること

である。そこで、降水システムのエネルギー源である下層の水蒸気が充分に存在する夏季の沖

縄本島において、その水蒸気を供給する ABL の晴天時の構造、形成と進化を探求し、さらに、

ABL 内の乱流や山による地形効果がトリガーとなり、その ABL 上端において降水システムが発

達する現場を捉えるため、2004 年 8 月 30 日-9 月 4 日と 2005 年 6 月 29 日-7 月 10 日に下記

の観測を行った。陸面の太陽加熱により作りだされた熱的プリュームは、ABL の上部で熱平衡に

達するまで上昇し、プリュームにより持ち上げられた湿った空気は、ABL 高度で対流雲を形成す

ると考えられている。その際 ABL 内の対流が作りだした乱流は、レーダやウィンドプロファイラレ

ーダ(WPR)の観測により、ブラッグ散乱による晴天大気エコー(Clear Air Echo: CAE) として検

出される。高感度のレーダにより大気乱流が検出できることは 1960 年代から分かっていたが、乱

流構造の観測は今まであまり行われてこなかった。そこで、沖縄亜熱帯計測技術センターの C

バンド偏波ドップラ降雨レーダ(COBRA)と 400 MHz WPR(図１)を用い、CAE の詳細な観測を行

った。降雨観測を目的する COBRA ではあるが、高い感度を有しており、冬季ではほとんど CAE

が検出できないが、夏季ではよく検出でき、境界層乱流の構造、形成と進化、偏波特性、降水シ

ステムの形成との関連を調べることができた。このとき、

CAE の鉛直断面構造の細かい時間変化を追うため、

COBRA は RHI（Range Height Indicator）観測を集中

的に行った。また、CAE と ABL や雲との相関を調べる

ため、昼夜の GPS ラジオゾンデの集中観測や日中の

雲状態のビデオ撮影も同時に行った。WPR は鉛直方

向の観測しかできないという制限を持つが、COBRA 

により境界層乱流の 3 次元構造、そしてその動きを観

測することができた。COBRA と 400 MHz WPR の観測データの比較結果は、本プロジェクトの中

国・寿県における WPR 観測の解釈に寄与することができる。 

 

2） 観測 

COBRA は volume scan や RHI など自由なアンテナ走査のできるレーダで、名護サイトに設

置されている。COBRA の北東約 14 km のところに 400 MHz WPR や様々な雨量計などが設置さ

れている大宜味サイトがある。図２にそれらの設置場所を示す。COBRA の RHI 観測では、大宜

味サイトの上空を観測するように、方位角を 41.2°に設定し、詳細な時間変化を捉えるため 10

分間で 14 回（７往復）の観測を繰り返し行った。また、その 10 分の間に水平断面構造を捉えるた

め数回の PPI（Plan Position Indicator）観測も行った。さらに、大宜味サイトでは、昼夜を問わず 2

～3 時間毎に高層気象観測を行い、昼間には大宜味サイト周辺の数地点から塩屋湾上空にビ

デオカメラを向け雲画像を撮影した。塩屋湾上空は COBRA から北東 10 km 程のところにあり、

COBRA のグランドクラッタが弱い領域であり、微弱な乱流エコーを検出するためには適した場所

である。一方、広い領域で微弱な乱流エコーを検出するためにはグランドクラッタの影響を取り

除く必要がある。降雨の観測ではエコーが強いために必要ないが、乱流エコー検出のためには

必要となる。グランドクラッタ除去には、従来ドップラ速度がほぼゼロとなるピクセルを除去するこ

図 １ :COBRA （ 左 ） と

400 MHz WPR（右）。 
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図３ 2004 年 8 月 31 日 13 時 JST にお

ける高層気象観測で得られた(a)大気屈

折率、(b)温位、(c)気温、(d)相対湿度の

鉛直プロファイル。 

AABBLL  hheeiigghhtt  CCAAEE  hheeiigghhtt 

 

CCOOBBRRAA  RRHHII 
OOggiimmii  ssiittee  
WWPPRR&&AAWWSS&&SSoonnddee  

NNaaggoo  ssiittee  
CCOOBBRRAA&&AAWWSS  

VViiddeeoo  

(m)

とによって行われているが、降雨と乱流エコーの偏波情報の違いを調べ、乱流エコー検出のた

めには 0.4 <ρHV < 0.9 という条件も加えるとよいことがわかった（ρHV とは両偏波間相関のこと

で、ZHV と ZHH の相互相関係数である）。また

AMeDAS（名護）、COBRA サイト・大宜味サイト

AWSの3点で降雨が検出されず、さらに日照が

6 時間以上ある日を晴天日と判別した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 結果 

ABL 高度以下では対流により強い乱流混合がおきるため、温位と相対湿度がほぼ一定となる。

そこで、ABL高度は高層気象観測データから図 3 の赤線に示すように決定できる。一方、CAE と

ABL 高度の比較は Noonkester（J. Appl. Meteor., 15, 594-606, 1976）などですでに行われてお

り、CAE は晴天日に常に観測されるわけではなく、その発生・発達・消滅には大気屈折率の変

動が大きく寄与していることが知られている。高層気象観測データから大気屈折率（N unit）を計

算し、COBRA で得られた CAE 高度との対応を調べた。その結果、図 4 に示すように大気屈折

率の鉛直勾配の大きな高度と CAE 高度が良

く一致していた。その際、大気屈折率（N 

unit）の近似式 

( ) 





 +=•−=

T
ep

T
nN 48106.77101 6  

（Bean and Dutton, Radio Meteorology, 

1968）を使用した。ここで n：大気屈折率，T：

気温（K），ｐ：気圧（hPa)，e：水蒸気圧（hPa）

である。水蒸気の項が効くため、N unit の大

きな勾配を示す高度は ABL 高度と一致して

いる（図 3）。つまり、CAE 高度は ABL 高度と

非常に良い一致を見せている。 

図２ 沖縄本島の地形と 

各観測サイト・測器の位置。 

図４ 2004 年 8 月 31 日の高層気象観測で得られ

た大気屈折率 N(N unit)の高度時間断面図。マーク

は COBRA で観測された平均 CAE 高度を、エラー

バーは最大と最小高度を表わす。 
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CAE は大気中を飛翔している鳥や虫によるものと降水によるもの、大気乱流に伴う大気屈折

率変動によって生じるブラッグ散乱によるものという３つの起源を持つことが知られている

（Noonkester, 1976(同上), Hardy and Ottersten, J. Atmos. Sci., 26, 666-672, 1969）が、屈折率

変動と良く合うことから（図 4）、COBRA で観測された CAE は、３つめの大気乱流起源であると同

定できる。また、CAE は境界層とともに雲との関係が強いが、まったく雲が観測されない日にも

CAE が観測されたことから、雲による散乱でないことも分かった。さらに、内部重力波による波動

ならば構造が異なることから波動ではないと考えられる。もし波動であるならば、峰または谷で水

平速度は最大となり、その移動速度は浅水波で考えると（(ΔT/T) gH)^(1/2) であるから、波の

峰と谷の気温差ΔT：2K、気温 T：300K、重力加速度 g、高度 H：2km とすると対大気速度 11 m/s

程度となり、大気に対しては速い速度で移動することになり、本観測とは合わないことからも波動

ではないことがわかる。また、Kusunoki (J. Atmos. Oceanic Technol., 19, 1063-1072, 2002)は、

CAE の出現と地上の風速や気温との関わりを調べているが、2004 年の集中観測のほぼ無風状

態でも、また、2005 年の集中観測時 10 m/s を越える強風の状態でも CAE が良く観測されたこと

から、CAE の出現への風速の影響は小さいことがわかった。 

次に、CAE の構造とその日変化について報告する。PPI 観測により昼間に 1～2 km のドーナ

ツ状の強い反射強度を持つ構造が観測された（図 10）。RHI 観測からは、昼間に釣鐘状の強い

反射強度を持つ構造がいくつも重なりうねったような CAE 上端が見られ（図 5）、夜間には層状を

した強い反射強度を示す構造が見られた（図4 の夕方と早朝、高度 2.3 km 付近に見られた CAE

がこの構造を持つ）。このような PPI と RHI で観測されたサーマルの構造と進化をドップラ情報を

もとに調べた。釣鐘状の構造は午前中に発生し、時間と共に成長し、夕方成長が止まり徐々に

衰退していく様子が捉えられた。最初は釣鐘の中も強いエコー強度をもっていたが、成長すると

釣鐘の中のエコー強度は弱くなることも分かった。図 5 は COBRA の RHI 観測で得られたエコー

強度とドップラ速度の鉛直断面図である。図 5 左図から COBRA から７～11 ｋｍのところに発達

DDiissttaannccee  
[[kkmm]] 

 

図５ 2004 年 8 月 31 日 1536JST(左図)と 1902JST(右図)に COBRA によって観測された

RHI 反射強度(上図)とドップラ速度(中央図)。横軸は COBRA からの水平距離[km]。縦軸

は海抜高度[km]。下図は地形断面図。大宜味サイトは COBRA から 14 km の位置にあ

り、ビデオは 10 km の位置にある。低高度の信号がない部分は、COBRA のアンテナ高度

以下。中央図の赤色は COBRA から遠ざかる方向、青色は近づく方向を意味する。左図

の青い円内には点線で示した所に 3 つの CAE が見られ、それぞれの CAE 上端の右側

は右側へ、左側は左側に移動しており、CAE 上端が広がりつつあることを示す。この日

の風速は非常に弱く補正の必要がなかった。 

CCOOBBRRAA  

WWeeaakk  ssyynnooppttiicc  wwiinndd  

FFiilllleedd uunnddeerrddeevveellooppiinngg pphhaassee 
uunndduullaattiinngg  bboouunnddaarryy  llaayyeerr ttoopp

Distance [km] 
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図７ 2004 年 8 月 31 日の

COBRA によって観測された

CAE 高度と乱渦の水平サイズ

（乱流サイズ）との関係。色は

観測された地方時。 

段階にある CAE が 3 つ存在し、それらが中のエコーも強い釣鐘タイプの CAE であることが分か

る。CAE 高度は 1500 m 程度であった。図 5 右図はそのおよそ 3 時間半後の同じ場所に、発達

した CAE が 2 つ存在し、それらが中空の釣鐘タイプの CAE であることを示している。また、ドップ

ラ速度から、それぞれの CAE の上端が広がりつつあることもわかる。ここで、発達段階の CAE だ

けでなく、発達した CAE も広がり続けていることがわかった。発達した中空の釣鐘タイプの CAE

の概念図が、Hardy and Ottersten (1969, 同上)により提示されており、図 6 に示す。この日は 10

時 JST から CAE が見え始め、初め、中のエコーも強い釣鐘タイプの CAE が発達し、やがて中

空の釣鐘タイプの CAE となっていく様子が捉えられた。CAE の大きさと高度の時間変化を明ら

かにするため、それらの相関を時間毎に調べた。その結果、図 7 に示すように、CAE 高度が高く

なると乱渦も大きくなる傾向にあり、乱渦の大きさも 500m～1000m と幅広く観測された。また、13

時 JST までは小さく、14 時 JST と 17 時 JST で高度も大きさも 2 倍近く大きくなり、日変化がある

ことも分かった。 

一方、図 8 に示すように、COBRA で観測された CAE と WPR で観測されたエコー強度が強い

領域はほぼ一致した。このことから同じものを見ていることが類推される。ただし、COBRA の

CAE 高度は、14 時 JST 以前には WPR のエコーが強い領域の下端と一致し、それ以降は上端と

一致している。これは観測周波数の違いによるものであろうと考えられる。 

 

 

 
CAE の偏波特性については図示しないが、乱流エコーは反射強度や速度だけでなく、偏波

反射比 ZDR、偏波間相関ρHV、偏波間位相差Φなどにも現れており、乱流の偏波特性がわか

った。この結果から、グランドクラッタの除去にρHV を採用した。 

最後に降水システムとの関わりについて報告する。2005 年 7 月 7 日 COBRA の PPI 観測で水

平断面がドーナツ型のエコーをしていた釣鐘タイプの CAE の上部から発達したタワーエコーが

RHI 観測で観測された。タワーエコーの発達の様子を図 9 の左図に示す。やや強いエコーが

COBRA から 5 km くらいのところに現れ、3 分後プリュームタイプのタワーエコーになり、さらに 1.5

分後強いエコーを持つコアに発達し、その１分後には見えなくなった。図 10 上図に示すように

図６ Hardy and Ottersten(1969)の

中空の釣鐘タイプの CAE の概念図。

図８ 2004 年 8 月 31 日の 400 MHz WPR のパワースペ

クトル(arbitrary unit)から導出した反射強度の高度時間

断面図。マークは図４と同様。 



 ２０

PPI 観測でも明らかに釣鐘タイプの CAE が存在し、その CAE の存在した場所からタワーエコー

の発達が観測されている。また、図 9 の右図に示したビデオ観測からそれが積雲であることが示

唆された。さらに、図 10 下図に示すように、タワーエコーではρHV>0.9 となっており、レーダで

検知できる大きさの水粒子と考えられる。つまり、発達したサーマルは、対流不安定な自由大気

中の積雲対流のトリガーになると考えられる。 

 

 

 

図９ 2005 年 7 月 7 日 14:08:29JST（上図）から 14:14:18JST（下図）までの COBRA で

観測された ZHH（左図）とビデオ観測で得られた雲画像（右図）。ビデオは、大宜味観

測サイトに近いネクマチチ展望台から COBRA を望むように撮影した。 
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図１０ 2005 年 7 月 7 日 14:10:59JST（上図）と 14:11:43JST（下図）の ZHH（左図）と

ρHV（右図）。ドーナツ形 CAE を赤矢印で示した。上図には方位角４１.2°の線を、

下図には仰角 8°の線を、また、左上図には風向を加えた。グランドクラッタ除去は

ρHV でなく Normalized Coherent Power を用い、 NCP<0.2 とした。 
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4) まとめ 

 2004 年と 2005 年、沖縄本島において、大気境界層 ABL の観測を行い、以下の結果を得た。 

・ABL は乱流構造であり、時空間変動が激しく、その構造の観測は困難であるため、COBRA の

ような高感度のレーダによる高時空間分解された 3 次元観測は大きな武器となることが示せた。 

・CAE は大気屈折率の鉛直傾度が大きいところで観測された。 

・風速が強く 10 m/s を超えても、また、無風状態でも CAE は観測された。 

・CAE は釣鐘タイプと層状タイプがある。釣鐘タイプは、日中にのみ観測され、発達中の CAE の

場合はその釣鐘の中も強いエコー強度を持つ。発達してしまうと、中のエコー強度は弱くなり、ま

さに釣鐘のようになる。一方、層状タイプは主に夜間（夕方や明け方）に一定の高度に現れる。 

・釣鐘タイプの CAE の上部は、PPI と RHI 観測からドップラ情報も加味すると、発散構造をしてお

り、CAE 高度が高くなるにつれて乱渦の大きさも大きくなる傾向にあり、風に流されつつも上昇し

広がり続けていることがわかった。 

・COBRA で観測された CAE と WPR で観測されたエコー強度が強い領域はほぼ一致した。 

・乱流がトリガーとなり、大きな上昇気流が ABL を超えて水蒸気を自由大気中に運び、積雲が立

ち、降水がもたらされたと考えられる。観測された降水は非常に狭い領域で起きたため、降水が

地上まで到達せず蒸発してしまったものと考えられ、降水の後も、CAE が発生する場を変えるほ

どの影響はなかった。 

 

最後にゾンデ観測で得られた結果を図 11 に示す。 

 

 

 

 
図１１：2004 年 8 月 31 日－9 月 3 日（上図）と 2005 年 6 月 30 日－7 月 10 日（中央と下図）の集中

観測での高層気象ゾンデ観測により得られた混合比[g/kg]の高度時間断面図。  

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

COBRA によって、大気境界層と降水システムの両方を観測できることを示した。しかし、降水

システムが捉えられたケースは少なく、まだ充分な観測ができたとはいえない。そこで、今後同様

な観測を続け、様々なケースのデータを積み重ねていく必要がある。その結果、雲・降水形成へ
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の大気境界層の役割や大気境界層と自由大気、陸面、海表面とのエネルギー、運動量、物質

の交換過程などが明らかになるものと期待される。 

科学的技術への波及効果としては、晴天における微弱なレーダエコーを捉える重要性を明ら

かにしたことにより、レーダのノイズ低減に向けた技術者の意欲を掻き立てる効果があると思われ

る。また、降水時以外にもレーダデータの科学的使用が可能であることを明らかにしたことから、

他の世界中のレーダの捨てられる運命のデータを救うきっかけになるものと期待される。 
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３．２ 降水観測 

 

湿潤な大気境界層が降水雲の発生・維持機構に果たす役割を解明することは、LAPS (Lower 

Atmosphere and Precipitation Study)の研究目的の一つである。海面水温の高い南西諸島周辺

の海上における降水雲の発達過程に関する観測的研究は，湿潤な大気境界層の構造と降水雲

発生・発達過程の関係を解明する上で重要である。LAPS の沖縄観測の一環として、情報通信研

究機構沖縄亜熱帯計測技術センターとの共同研究でドップラーレーダーを用いた降水雲の３次

元気流構造を含む特別観測を 2003 年及び 2004 年の梅雨期（５～６月）に行った。種々の降水シ

ステムの発生・発達過程に関する解析を行っているなかから、降水雲内の３次元気流構造の解析

が進んだ 2003 年５月 24～25 日の例を中心に報告する。また、2004 年のレーダー観測データに

ついては、降水システムを構成する降水セルのレーダエコー頂に関する統計的解析を行ったの

でその結果を報告する。 

 

３．２．１ 梅雨前線に伴う沖縄島を通過した線状降水システムの構造の変化 

 

(1) 研究実施内容および成果 

1) 観測概要 

2003 年５月 13 日～６月６日及び 2004 年５月 27 日～６月 11 日に、勝連町に名古屋大学地球

水循環研究センターのＸ－バンドドップラーレーダー（観測範囲半径 64km）を設置し（図１）、６

分又は 12 分間隔のボリュームスキャン観測を行った。同時期に得られた名護市に設置されてい

る情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センターのＣ－バンドポラリメトッリクレーダー

（COBRA：観測範囲半径 200km）のデータも利用して解析を行った。２台のレーダーのドップラ

ー速度データから、降水システム内の３次元気流を計算した。図２に示した沖縄島の走行方向

にＸ軸、走行に直行方向にＹ軸をとった矩形領域を解析領域とし、矩形領域内の破線の円内で

３次元気流解析を行った。 

 

図１ 名護市に設置されている情報通信機構のＣ
－バンドポラリメトッリクレーダーの観測範囲（半径
200km，青線）及び勝連町に設置された名大地球
水循環研究センターのＸ－バンドドップラーレーダ
ーの観測範囲（半径64km，赤線）。２台のドップラー
レーダーによる３次元気流観測可能範囲を名護と
勝連を通る橙色の円で示す。 

図２ 降水システムの走行方向に平均した

鉛直構造解析の範囲。破線の円で３次元

気流の観測範囲を示す。 
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2) 解析結果 

2003 年５月 24～25 日には顕著な線状降水システムが観測され（図３）、沖縄島の北西海上で

降水システムの進行方向後方に対流雲が発達するケースが見られた。観測された線状降水シス

テムは、走向方向に数個ならんだ降水セルで構成されていた。線状降水システムは、その走向に

直交する方向である南東方向へ移動し、沖縄島を通過した。図２のＸ軸方向に平均した反射強度

（コンター）と鉛直速度（シェード）の鉛直断面図の時間変化（図４）から、線状降水システムの進行

方向前方には層状域、その後方には対流域が存在していたことがわかる。層状域は、沖縄島を

通過する前後でほとんど変化がみられなかった。一方、対流域では、通過前（25 日 05 時）には強

い反射強度が高度 3.5 km 付近に達したが、沖縄島を通過する 06 時には高度 2 km 以下になり、

対流が弱まったことがわかる。さらに、沖縄島通過後の 08 時には、高度 3 km 付近で再び反射強

度の強い部分がみられるようになった。システム内の鉛直流をみると、沖縄島を通過する前(05 時)

には、進行方向後方の対流域に高度 2～4km と高度 4～6km に上昇流のピークがみられる。これ

は線状降水システムの進行方向後方で新しい対流が発生していることを示すと考えられる。前日

21 時の那覇のゾンデデータ（図５）から、下層に南風成分の湿った気流があり、降水雲が発生し

やすい条件にあり、上空からの降水があっても蒸発による冷却が進まない大気状態であったこと

がわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨前線に伴う線状降水システムが沖縄島通過前に発達し、通過後急速に弱まる現象が観

測された。通過前に注目すると、システムの前方に層状域が広がり、後方に新しい対流が起こる

構造をもつことがわかった。このことは層状域からの下降流は弱く海面付近の湿った南風の流入

図３ 2003年５月25日03時の沖縄周辺の 
降雨分布（気象庁レーダーアメダス）。 
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図４ 2003年５月25日05時，06時，08時における図２
の領域のX軸方向の平均反射強度と鉛直流の鉛直
断面図。コンターで15dBZから３dBZごとの反射強度
を示し，赤色で上昇流（＞２m/s）を示す。横軸は図２
のY軸の基点からの距離を，太破線は沖縄島の位置
を示す。 
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を遮断しないことを示している。図６に解析した線状降水システムの構造の概念図を示す。梅雨

前線に伴う線状降水システムは下層が湿潤な環境場において弱い収束域で背の低い対流性降

水雲が形成され続けることによって維持されるというメカニズムを明らかにしたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 研究成果と今後期待される効果 

2003 年 5 月 24～25 日に観測された沖縄島の北西海上から沖縄島の南東海上に移動した線

状降水システムの解析結果は、湿潤な下層大気が対流雲の形成に果たす役割を考える上で示

唆を与えた。下層大気が湿潤な梅雨前線帯における線状降水システムに関する LAPS の先行

研究との比較研究によって、湿潤な大気境界層が降水雲の発生・維持機構に果たす役割の解

明につながると考えられる。観測で得られた多くのデータは今後の数値実験による研究の検証

データとしても利用されると考えられる。 

NAHA 
（21JST 24MAY) 

図５ 2003 年５月 24 日 21 時における那

覇の気温（破線），露点（実線）及び風の

鉛直プロファイル。 

図６ 2003年5月25日に沖縄島周辺で観測された梅雨前線に伴う線状降水システムは，下層が
湿潤な環境場の弱い収束域で背の低い対流性降水雲が形成され続けることによって維持される
というメカニズムを明らかにした。 
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３．２．２ 沖縄島における梅雨前線周辺の対流性降水雲の構造特性 

 

(1) 観測・解析概要 

2003 年５月 13 日～６月６日及び 2004 年５月 27 日～６月 11 日に勝連町に設置した名古屋大

学地球水循環研究センターのＸ－バンドドップラーレーダー（図１）の 2004 年観測データを用い

て、３次元反射強度データから、対流性降水雲の降水セルの特性に関する統計的解析を行っ

た。降水セルを客観的に識別する方法を用い、レーダー反射強度 30 dBZ の閾値を適用して、

高度２km で４km2 以上の面積を持つものを降水セルとして抜き出した。 

 

(2) 解析結果 

2004 年５月 27 日から６月 11 日の、毎時の降水セルの平均エコー頂（>30dBZ）を調べた（図７）。

30 dBZ でみた降水セルの平均エコー頂は、実線で示した融解層高度（０℃高度）を大きく超える

ことはなかった。降水セルの平均最大反射強度の鉛直プロファイル（図８）をみると、沖縄（太破

線：下部）のプロファイルのピークは高度２km にあり、梅雨期の中国内陸部 Shouxian（太破線：上

部）や海岸に近い Zhouzhuan（太実線）より反射強度が小さくなっている。沖縄における観測の、

降水セルの平均最大反射強度の鉛直プロファイルは融解層高度付近の５km より上空で反射強

度が急激に小さくなっている。これらのことは、梅雨期の沖縄周辺の降水セルは背が低く、降水

は融解層の下で主に形成され、融解層の上にはあまり氷晶雲が広がらないことを示唆していると

考えられる。同じ梅雨期でも沖縄周辺の海上では、中国大陸上の降水セルよりも背が低いと考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 2004年５月27日から６月11日の，沖縄で名古
屋大学地球水循環研究センターのレーダーで観測
された，対流性降水セルについて， 30 dBZ のレ
ーダー反射強度で見た，対流性降水雲のエコー頂
高度．黒の折れ線はゾンデデータから求めた０℃
高度を示す。 

 

図８ 2004年に沖縄に設置した名古屋大学地球水
循環研究センターのレーダーで観測された、降水
セルの平均最大反射強度の鉛直プロファイル（太
破線：下部）．梅雨期の中国内陸部Shouxian（太破
線：上部）や海岸に近いZhouzhuan（太実線）におけ
る観測結果を示した．オクラホマとカンザスの大陸
性降水システムと台湾周辺の海洋性降水システム
の対流コアの反射強度のプロファイルをそれぞれ
細実線と細点線で示した。 
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(3) 研究成果と今後期待される効果 

降水セルについての統計的解析から、梅雨前線帯の降水システムを構成する降水セルは背

が低く、上空に氷晶雲をそれほど広げないものの割合が多いことが示された。このことは、湿潤

な大気境界層にできる降水システムの特性の一端が明らかにされたと考えることができる。今後

はベンガル湾・インド・バングラデシュ・ヒマラヤからインドシナ半島・南シナ海を経て東アジアに

至る地域及び熱帯海上などの、湿潤な大気境界層にできる降水雲の特性を比較研究していくこ

とによって、湿潤な大気境界層が降水雲の発生・維持機構に果たす役割が明らかにされると考

えられる。 

観測データのケースごとの詳細な解析の積み重ねと降水雲の特性に統計的解析によって得

られる結果を湿潤な大気境界層を表現することができる数値モデルを用いて解析することが湿

潤な大気境界層が降水雲の発生・維持機構に果たす役割を解明する上で重要である。 
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３．２．３ Path rain gauge の開発 

 

(1)研究実施内容及び成果 

本プロジェクトにおいては衛星データによる降水データを解析に用いる。そのために衛星の降

水データの精度検討を行った。衛星による降水観測データの検証を行うには地上の雨量データ

が必要であるが、雨量データは 10 分値、特殊でも 1 分値であり、またポイント観測である。衛星

観測は広い領域（5km×5km 程度）の瞬時値である。このため比較には困難がある。この制約を

軽減するために電波の降雨減衰を利用した雨量計を開発した。 

50GHz マイクロ波通信機器の伝播減衰量から、経路間平均雨量の瞬時値を測定する経路間

平均雨量計(PRG: Path-average Rain Gauge)を提案した。図１に概観および測定経路を示す。

PRG は雨量を非接触で測定するため、従来の雨量計で誤差要因となる雨滴の蒸発や風の影響

を受けず、更に点雨量計に比べ空間的な代表性が良い利点がある。また、山間部や谷など従

来の雨量計が設置困難な場所の雨量も測定ができる。本雨量計（電波雨量計）は衛星による降

雨量観測の検証のための機械であり、衛星データの精度検証のために重要な役割を果たす。 

降雨中を伝播する電磁波は雨滴により散乱・吸収され、降雨による伝播減衰量は雨滴粒径分

布(DSD)および雨滴の温度などに依存する。ここで降雨減衰量 Ａ (dB/km)は晴天と降雨時の

受信電力の差から得られ、降水強度 Ｒ (mm/h)との関係は次式のように単純な指数法則で近

似できることが報告されている。 
 

A = a Rb 

ここで、a、b は周波数、DSD、雨滴温度に依存するパラメータである。 
 

マイクロ波通信の経路間減衰量から雨量を推定する技術は 30 年前にさかのぼり、DSD 依存

性の弱い 35GHz の電磁波を用いた手法について主に検討されてきた。過去の報告では、係数

a、b を雨滴計の結果(DSD)と比較し求めるものが多く、雨量計として実現するためには、最適な

係数を随時決定する必要がある。さらに、本システムで使用する 50GHz は DSD 依存性が強く、

35GHz の手法をそのまま適応できない。そこで、雨量と DSD には明確な相関関係があると仮定

し、係数 a、b を減衰量から求める近似式を提案した。この近似式の検証のため、雨滴計

(Distromet RD-69)から得た実際の DSD から理論計算した減衰量と、その DSD を積算し得た雨

量の関係を図２に示す。この計算では、雨滴は球形、雨滴温度は 5 度および 25 度と仮定してい

る。この結果から DSD による分散は概ね 10%に収まり、20 度の温度差で 4%の差が生じることがわ

かる。強い雨をもたらす対流性の降雨現象は気温 28 度近辺に集中するため、近似曲線を求め

る際、弱い雨は気温5および25度の結果を、強い雨に対しては25度の結果を使って近似した。

ここで雨滴計は霧雨・強い雨に対し測定誤差が大きい問題がある。更に、実際の雨滴形状は球

形でなく、入射する電磁波の偏波面により減衰量が異るため、最終的にパラメータ a、b を次式の

ように近似した（図中 PRG A-R 曲線)。 
 

 a =  0.02350 A 0.62 + 0.38 

 b = -0.01156 A 0.80 + 1.04 
 

更に、本システムではより高精度な雨量推定のため、気温、水蒸気、アンテナ水滴補正を備

えている。気温・水蒸気補正は大気の影響を補正する。図３に、気温および水蒸気補正の効果

を示す。晴天時の受信電力は一定ではなく、気温および伝播経路状の水蒸気量により大きく変
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図１ PRG 概観および測定経路。           図２ 降雨減衰量と雨量の関係。 

(Model A-R:理論値による近似曲線。 

PRG A-R:PRG で適応する近似曲線。） 

動するが(±2 dB, ±5 mm/h)、補正により変動を±0.2 dB (±0。2 mm/h)に抑えている。更にア

ンテナ水滴補正アルゴリズムを導入することにより、アンテナに付着した水滴による減衰量を抑

圧している。ここで結果を示さないが、降雨中のみでなく降雨終了後にアンテナに残る水滴（膜）

による減衰効果もほぼキャンセルできている。この水滴による誤差は最大 10 mm/h になり、水滴

補正も重要な要素である。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

PRG の実証のため、雨滴計（PRG 経路東端）および名古屋気象台雨量計（PRG 北 2km)の観

測値と比較した。その結果、多くの場合で PRG と雨量計・雨滴計の差は 10%未満となり、前述の

理論計算の結果とも良く一致し、PRG 雨量が従来の雨量計と比べ遜色ない性能を示すことが確

認できた（図４）。更に名古屋大学および地方気象台は異なる丘に位置し、地形性降雨が発生し

やすい場所であることを考えると、誤差はより小さいと考えられる。参考であるが、従来の点雨量

計はその空間代表性の問題から、隣り合った雨量計でも 10%以上の差を示すことがある。更に、

亜熱帯降雨観測衛星(TRMM)に搭載されている降雨レーダと比較しても良い一致を得た。この

ように PRG は雨量計として機能することが実証された。 

   
図３ 晴天受信電力の変化。          図４ PRG、雨滴計(Disd)、転倒マス雨量計(JMA)の 

（１）補正なし。               年積算雨量の推移および日積算雨量の差(2003)。 

（２）気温・水蒸気補正          雨滴計は８月中旬に故障、予備器に交換。 
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３．３ 広域観測（広域観測グループ） 

 

３．３．１ 湿潤域の振る舞いと水蒸気輸送に関わる広域大気場 

(1)研究実施内容及び成果 

中国大陸の梅雨前線は、大陸域でありながら亜熱帯高気圧域と乾燥地域との間の強い水蒸

気傾度を持った境界にある。また、南西諸島域は、大陸上とはかなり異なる性質の前線帯へ水

蒸気を運ぶ経路にあたる。それぞれの領域での水蒸気量の維持・輸送過程の違いは、境界層

過程と密接に関連しながら、東アジアの降水システムや中高緯度水循環を大きく特徴づける。さ

らに、チベット高原の風下にあたる当該地域での対流圏中上層の偏西風システムの様々な変動

も、気流の収束や大規模場の鉛直流への影響はもちろん、前線帯周辺域の気団の乾燥度への

影響も通して、降水過程を特徴づける重要な要因の一つになり得る。 

東アジア暖候期の降水は、梅雨に代表されるように豪雨災害や水資源双方の視点から社会と

の関わりも深く、これまでにも数多くの研究がある。しかし、そのような豪雨システムの形成や、前

線及び更に内陸部の半乾燥地での多雨・少雨の変動をより包括的に理解・予測するためには、

その背景にある広域の湿潤域（無降水域も含めて）の振る舞いにも注目する必要がある。広域

大気解析班では、気象庁や各国の気象現業機関等によるルーチンのNCEP/NCAR、ECMWF、

GAME 再解析データ、高層気象観測の生データ（宮古島での LAPS 特別観測、及び、ルーチン

観測）等に基づき解析を行なったが、これらの解析は、広域の大気循環場、水蒸気輸送場の中

での大気境界層、降水システムとの関連を意識して、まさにそのような湿潤域の拡大・縮小の機

構を調べることを狙ったものである。 

 

1) 大陸上の梅雨前線の南方や北方域における水蒸気場の維持過程（1998 年の事例解析） 

GAME 再解析データや気象庁全球客観解析データ(GANAL)等を用いて、GAME 特別観測

年の 1998 年を中心に解析を行ない、梅雨前線帯の南側と北側双方の水蒸気場の維持や輸送

過程について統一的に検討した。その際、季節進行や季節内変動で前線との相対的位置関係

が変わる中国淮河流域付近に特に注目した。 

長江・淮河流域での梅雨最盛期には、期間を通して、梅雨前線南方の亜熱帯域の水蒸気量

（正確には、鉛直方向に水蒸気量を積算した「可降水量」）が東シナ海側のそれよりも多く、その

時間的な変動は小さかった。一般に長江・淮河流域の梅雨前線へ向かう下層の南風成分による

水蒸気輸送は大きいがその変動も大きい。水蒸気輸送が顕著な時期には、前線の南側の水蒸

気通過域で、（浅い）対流雲の出現に伴い比較的厚い湿潤層と大きな可降水量が維持されうる。

しかし、大規模場の水蒸気輸送が少し弱めの時期でも、陸面からの多量の潜熱や、顕熱に伴う

乾燥対流による輸送のため、それなりに厚い湿潤層と大きな可降水量が維持されうることがわか

った。つまりそこでは、大規模場が多少異なる状況となっても、モンスーンに関連した水蒸気輸

送の通過、あるいは陸面の役割のいずれか一方は働き、大陸の梅雨前線の南方での大きな可

降水量が維持されやすいことが分かった。 

一方、６月終りから７月初めに梅雨前線が淮河流域に停滞した後、流域は前線の南側に位置

して大気中の水蒸気量が増加した。興味深いことに、梅雨前線がその後再び南下した後でも、

流域では対流圏下層の比較的厚い湿潤層を伴って、水蒸気量が大きな値を保っていた。例え

ば、前線の北方であるにも関わらず、淮河流域での水蒸気量は、長江流域の１回目の大雨のあ

った６月下旬頃に比べて、長江流域の２回目の大雨期である７月下旬頃にはかなり大きい（図１）。

淮河流域での大雨期の後、流域では地面からの潜熱が急増した。また、顕熱も比較的大きかっ
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た。従って、陸面からの潜熱や顕熱の補給により、大規模場による大気中の水蒸気輸送がほと

んどない場合でも梅雨前線の北側で比較的厚い湿潤層が維持されることが分かった。 

 

ところで、1998 年の事例解析によれば、梅雨前線が淮河流域へ北上する直前の６月前半頃

に、Kato (1985、 1987)が指摘したような大陸上の梅雨前線北方での広範囲での急昇温が淮河

流域を含めて見られたが、比湿の増加は大きくなかった。このため、もし陸面が十分湿っていれ

ば陸面からの蒸発が増える筈であるが、逆に、陸面からの蒸発（潜熱輸送）が一旦ゆっくりと減

少するという季節経過が見られた。この時期には、梅雨前線帯が平均的には華南〜長江流域南

部に位置する一方、大陸側の寒帯前線が５月後半頃から季節的に北上し、淮河流域は、梅雨

前線帯と寒帯前線帯との間に挟まれて、低気圧・前線の影響を比較的受けにくいという季節進

行を反映したものと考えられる（図２）。これは、

長江・淮河流域の梅雨最盛期の前に、昇温

の割に陸面や下層大気の湿潤度が上がらな

いという履歴を経ることになり、湿潤度の大き

く異なる気団の境界としての大陸側の梅雨前

線上での降水をより深く理解する上で興味深

い。 

 

2)宮古島特別観測期間の大気循環場の特徴 

2002 年 8 月 20～27 日に宮古島で境界層

の特別観測が行われた。この期間(IOP)は全

体的に天気がよく下降流場の中にあった。ラ

ジオゾンデ観測により、IOP 前半にかけて対

  

(Stage 4)

 

 

図１ 大気中の水蒸気量（比湿）の鉛直南北分

布の比較。青い矢印はその期間の梅雨前線

の位置を示す。７月下旬頃には、淮河流域が

梅雨前線の北側であったが、黄色い影域で示

すように地上 3km(700hPa 面)程度の高度ま

で、水蒸気量が大きく増加していた。 

 

図２ 毎日 09 時（日本時）における地上天気図

上の前線（実線），低気圧中心（●），高気圧中

心（○）の位置を 1998 年 6 月 1-15 日について

重ねたもの。シベリア東部には低気圧と高気

圧とが交互に出現する寒帯前線帯に対応す

る。この期間の淮河流域は、梅雨前線帯の北

縁の影響もある程度は受けうるものの、両前

線帯に挟まれた領域にある。 

 
図３ 2002 年 8 月 22 日の OLR(ハッチ)と 
925hPa の速度ポテンシャル(等値線)と発 
散風。中央丸印は宮古島。濃い(薄い)ハッ 
チの領域は対流活動が活発(不活発)。 
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流圏中層から非常に乾燥した空気塊が下降する現象が確認された。ECMWF４０年再解析によ

る解析より、この現象は周辺の対流活動との位置関係による大規模な下層発散場(上層収束場)

と強く関係していることが明らかになった(図３)。また、中層にかけて閉じた高気圧が発達し、周

辺からの水蒸気流入が抑制され、宮古島付近の大気は非常に乾燥した状態が維持されたと思

われる。また、下降流の影響を受けて、850～700hPa 付近が 6～8 月の間で最も強い安定度を示

した。水平風は 20 日と 26、 27 日に台風の影響を受け、下～上層で北～北西風が強まったが、

他の期間は一般場の風は非常に弱かった。それ故、本 IOP では自由大気に強く押さえられ、総

観場による水蒸気輸送が小さい状況下での大気境界層の特徴と維持機構が観測されていると

考えられる。 

 

3) 中国淮河流域における境界層特別観測期間の大気循環場の季節進行 

2004 年 5 月 24 日～7 月 16 日と 2005 年 5 月 17 日～7 月 16 日に中国淮河流域の寿県にお

いて境界層観測の強化観測(IOP)が実施された。IOP 期間中に観測された地表面植生の変化、

特に観測サイト周辺が水田に変わる時期に注目し、その前後の広域大気循環場と対流活動の

変化を、NCEP/NCAR 再解析データ、OLR のデータを用いて解析した。2004 年は 6 月 13・14

日に移動性擾乱による多量の降水があった（図 4 左上）。ほぼ同時期に地表面は麦畑から水田

へ変化した。以降、大気の水蒸気量は下層で顕著に増加し、下層大気は強い条件付き不安定

の状態になる(図４左下)。IOP 期間中の降水現象は総観規模擾乱(前線性及び移動性擾乱)に

伴う下層収束による。これらの擾乱は下層で顕著な南～南西の水蒸気移流を伴う。一方、境界

層発達に起因すると思われる降水の日変化はほとんど見られなかった。これは境界層内の上昇

流が、気塊を自由対流高度まで持ち上げられないことが原因であると思われる。この領域は非

常に平坦な土地であり、組織的な局地循環を励起するような起伏が存在しない。このような地域

の地表面の湿潤化は、蒸発により下層大気の高層等温位を維持し、条件付き不安定を持続す

るのに貢献するが、それを解消するための強い浮力及び上昇流の発生を抑制している。2004 年

は間欠的に前線活動が活発になり降水をもたらした(図 4 左上)。6 月 14 日～7 月 16 日の平均

的な対流活動は気候値と比較して弱かった。これは、前線活動が持続しなかったことに起因す

る。一方、2005 年は 6 月 9 日に移動性擾乱により多量の降水があった(図 4 右上)。以降、2004

年同様、下層の水蒸気量は多くなる。14 日以降にサイト周辺が水田になった。11～25 日にかけ

て降水はほとんどなく、この期間は 850hPa より上層で水蒸気量が 9 日以前と同じ程度で推移し

 

 
図４ (左上):2004 年 IOP 期間中の寿県付近の格子点における OLR(白丸、左軸)と可降水量(黒丸、右
軸)の季節変化。 (左下):相当温位の鉛直時間断面図、ハッチは高相当温位の領域。 (右上): 左上図
と同様だが 2005 年の図. (右下): 左下図と同様だが 2005 年の図。 
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た。26 日に急激に可降水量が増大し、7 月 11 日まで持続した。これは太平洋高気圧が勢力を

強め、その北西・西縁の強い湿潤南西気流域に寿県周辺が覆われたことによる。大気中層まで

湿っているこの時期においても、降水現象には総観規模の下層収束が必要であった。2005 年 6

月 14 日～7 月 16 日の対流活動はほぼ平年並みであった。 

 

4) 長江・淮河流域の梅雨前線の季節内変動とその要因 

2004 年の IOP 期間中は特に対流活動に数週間周期(7～25 日)の季節内変動が顕著であっ

た。この季節内変動は梅雨期の長江・淮河領域で降水をもたらすシステム自体の変動である。こ

の周期帯の季節内変動の一般的な特徴を理解するため、1979～2004 年の NCEP/NCAR 再解

析データと OLR データを使用して解析した。同周期帯の OLR 変動が強かった 11 年(1981, 85, 

86, 89, 92, 93, 95, 2000, 01, 03, 04 年)を解析対象とした。同領域の対流活動(前線活動)の季節

内変動は、中緯度亜熱帯ジェット気流上の波の季節内変動の影響を強く受けている。同領域の

対流を活発化させるプロセスには二つの種類がある。一つは、チベット高原の北東で上層～下

層にかけて低気圧性循環が発達し、その南西部で北西風が強化され、長江・淮河流域上の南

西風と下層収束を起こす。このプロセスでは対流活動は南下する。もう一つは、チベット高原上

を東進する擾乱に起因する。この擾乱は上層の波の季節内変動と関係している。擾乱が高原の

東縁に達すると、下層で低気圧性循環を強化し、その下層収束によって対流活動が強化される。

このプロセスでは対流活動は東進する。これら２つは、亜熱帯ジェット上での季節内変動の卓越

する場所の違い(前者は高原より北で卓越、後者は高原上で卓越)により選択的に起こるようであ

る。いずれにしても、同領域の季節内変動スケールでの対流活発化は、中緯度偏西風帯上の

季節内変動により、下層の収束が強化されることによる。これまで、南シナ海上の季節内変動の

梅雨前線への寄与が考えられてきた。確かに平均場として、南シナ海や南アジアモンスーン域

からの南西湿潤気流の存在は重要である。しかし、振幅の大きい梅雨前線の変動をもたらすも

のは、中緯度偏西風帯の波の変動が主要因であることが示された。 

 

5) 秋雨期における東アジア前線帯への南

風侵入過程について 

秋雨期は、梅雨期と違って、南西諸島

域〜日本列島南方域における平均場の南

風が弱いにもかかわらず、東日本側では

梅雨期に匹敵するくらいの多くの降水があ

る。本研究では、日本付近の秋雨前線帯

への下層南風が気候場以外のどのような

過程で侵入しうるのかについて、1970〜

2004 年の NCEP/NCAR 再解析データなど

に基づき解析を行なった。前線帯への水

蒸気供給に関連した「湿潤域」（あるいは

湿潤気団の輸送域）の振る舞いの包括的

理解のための材料を蓄積する狙いがあ

る。 

秋雨期には、亜熱帯高気圧セルの位置

や東西スケールの年々変動、および台風・

図５ 秋雨期の南西諸島付近での下層南風変動

に関わる模式図。パターン A は、月平均場の南風

の強い年で、B，C は弱い年。 
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熱帯低気圧の活動に伴う南西諸島〜その西方域での低圧部の形成に関する5〜31日程度のス

ケールの短周期季節内変動が卓越し、それらの重なりによって南西諸島〜日本列島南方域に

限定した地域の南風変動が見られることが明らかになった。それらの南風極大期には、梅雨期

の平均場に匹敵する大きさの南風が吹く。亜熱帯域でのこのような特徴は、梅雨明け直後から 9

月まで継続して見られた（2002 年 8 月の南西諸島域での LAPS 特別観測時は南風極小期の一

つの事例にあたる）。本研究は、このような変動が秋雨前線への気候学的な水蒸気輸送の維持

に果たす重要性を示唆している（図５）。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

本研究では、中国大陸上の梅雨前線の南北両側での湿潤域の形成・維持と「熱く湿った」陸

面の役割、中緯度の偏西風システムの役割（季節内変動や寒帯前線帯の季節進行）、秋雨前

線の南側での南風変動の重要性、等を明らかにした。これらの成果は、広域対流活動及び大気

循環場と大気境界層、降水システムとの関係に関して、降水活動域に対する水のリサイクルも含

めた広域背景場への影響（乾燥域・湿潤域の振る舞い）をも視野に入れたものとして意義深い。 

元来、水循環は非線形的な性質を持ち、周辺場との相互作用が本質である。本研究の成果

は、(1)の冒頭で述べたような影響を介して、降水活動域と広域背景場とが（メソ降水系とは違う

過程で）ゆっくりと相互作用しうるという点を例示したもので、特に乾燥域・湿潤域が隣接する東

アジア域のようなマルチスケール水循環や降水の理解・予測研究の更なる進展に貢献し、今後、

中国を含む他の領域で同様な研究が促進されることが期待される。 

なお、境界層は水平方向にも地表面状態に応じた不均一構造を持っている。フラックスサイト

とウィンドプロファイラーによる、境界層のモニタリングサイトを同時期に数点で展開し、広域の境

界層構造と雲・降水システムの関係を明らかにすることも重要である。 

また、熱帯と中緯度の両方の影響を受ける梅雨・秋雨前線やその周辺場の季節内変動の機

構は、各種予報や洪水等の予測にも重要である。今回得られた知見は熱帯・中緯度の相互作

用の理解をも促進すると思われる。 

 

３．３．２ TRMM データによる降水解析及び植生解析 

(1)研究実施内容及び成果 

大気境界層そのものは現在の衛星搭載センサでは計測することは困難である。そのため、本

プロジェクトにおける衛星データを用いた研究は大きく分けて以下２つに分類される： 

a.) 熱帯降雨観測衛星(TRMM)による降水過程モニタリングに関する研究：特に降水過程の予測

精度向上の観点からみると、海陸問わず計測が可能である TRMM データ解析は有用である。特

に TRMM に搭載された降雨レーダとマイクロ波放射計との比較を重点的に行なった。 

b.) 複数の衛星データの複合利用による、気候学的な観点による陸面―降水過程の解析：この

解析は直接的に予報精度向上には寄与しないが、現象理解が結果として予測精度向上に役立

つ、という視点に基づいて解析を行った。 

以下、a, b に便宜的に分け記載する。 
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a．1) TRMM 衛星データ解析の中国域の結果 

熱帯降雨観測衛星(TRMM)を用

い実験領域を含む中国の降雨の特

徴を把握するため、TRMM搭載降雨

レーダ(PR)、マイクロ波放射計(TMI)、

可視赤外放射計(VIRS)、雷観測装

置(LIS)を用い解析を行った。結果を

図１に示す。梅雨期を含む 6～8 月

（JJA）は雨が多く、冬季 12～2 月

（DJF）は雨が少ない。南部で、対流

性降水の頻度が高い(特に JJA の海

岸線寄りの陸側)。また、南西側の山

岳では、西風が卓越する JJA に層状

性降水の頻度が高く、南西風が卓

越する春季 3～5 月（MAM）には対

流性降水の頻度も高い。対流性降

水の観測回数の割合が高い場所は、

雷の頻度が高く、30 mm/hr 以上の

豪雨の頻度も高い。一方、層状性降

水の頻度の割合が高い場所は、雨の強度が弱く、雷が起きにくく、豪雨の頻度も低い。JJA の降

雨は大部分が 14～20 時に強いことがわか

った。また、川沿いは 12～14 時に雨が強く

なっている。ただし、日変化の強さは、南の

海岸から山陸部にかけての領域を除いては

かなり弱い。中国の降雨は測器間の比較か

ら、TMI の日変化が PR より遅れて観測され、

VIRS の最小雲頂温度を示す時間はさらに

遅れて観測されることが分かった。また、PR

で層状性の雨に限れば、午前に降雨が強く

なった。このような測器間の違いの原因は、

降り始めの雨は背が低く TMI が雨を捉えら

れず、午後は対流性降雨が多くTMIの降雨

強度過小評価、15 時以降の減衰期には背

の高い雲頂温度の低いアンビルが広がり

TMI の過大評価となるためである。このこと

は、事前の TRMM データクオリティーチェッ

クの際、全球について対流性/層状性・陸/

海/沿岸ごとに降雨頂高度毎で分類し、瞬

時値比較をすることにより明らかにした

(Furuzawa and Nakamura, J. Appl. Meteor., 

2005)。また、実験領域の降雨は、季節変化

 

 
 

図１ 1998-2003 年の TRMM 衛星 PR で得られた中国

域の日降水量（mm/day、0.2 度グリッド）（左上）、対流

性降水の降水量の割合（右上）、LIS で得られた雷の

Flash rate(0.5 度グリッド)（左下）、TMI で得られた JJA

の降水量最大の地方時間（0.2 度グリッド、5 時間台形

移動平均）（右下）。 

 

 

 

図 2 図１と同じパラメータの全球の結果。 
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は大きいが日変化が弱く、南部や西部の山岳や四川盆地を除く中国全体の特徴を代表してい

る、つまり、特徴のあまりない領域であることがわかった。 

a．2) 事前の TRMM 衛星データクォリティーチェック結果 

陸域では、背が低いと TMI による推定降雨量が PR より小さく、高いと大きいことがわかった。

また、対流性降雨は TMI が過小評価される。その原因を調べた結果を以下に示す。 

・TMI が`背の高い層状性降雨を過大評価する原因：蒸発により地表面で弱まった場合や傾いた

システムの上部である場合など地表面付近で降雨強度が弱いとき、TMI は積分量でしか判断

できないため、下層での降雨強度を過大評価してしまう。実際、高度 4 km 以下で、PR は地表

面に近付く程降雨量が少なくなっていても、TMI は降雨量が一定であった。 

・TMI が背の低い降雨を捉えることが出来ない原因：陸上では降雨強度推定に 85GHz で得られ

た輝度温度(TB85GHz)が個体降水による散乱で減少する量を使って降雨推定を行っているた

め、様々な高さの降雨について TB85GHz と PR の降雨強度の相関を調べた。その結果、背の

高い降雨では雨が強くなる程 TB85GHz が低下していたが、背の低い降雨では良い相関が得

られなかった。このことから、陸上の TMI 降雨導出アルゴリズムのように一周波の輝度温度から

降雨強度を見積もることは難しいことがわかる。さらに、対流性降雨についても、この関係を調

べた結果、降雨頂 6 km 以下では良い相関が得られなかったことから、対流性降雨の降雨推定

も難しいことが分かった。 

この TMI の特徴のため、陸域では、背の低い雨が多い冬に TMI は過小評価され、日周変化

については日中に TMI が過小評価され TMI の日周変化が PR より遅れて観測される。日周変化

の違いの原因は、(1)降り始め(6-15 LT)の雨は背が低いため、TMI がその降水を捉えることが

出来ない。(2)12-21 LT は対流性降雨が多く、TMI が過小評価となる。(3)減衰期(15-3LT)には 7 

km 以上の降雨頂を持つアンビルが広がり、蒸発などにより下層で雨を伴わないが TMI で観測

する高周波での輝度温度は低下したままとなり、TMI は過大評価となる。 

海上の結果は TMI が大きな値を示す傾向がある。対流性の場合は、陸上の特徴と同じように

背の低い場合は TMI が PR より小さい傾向を示す。さらに、沿岸上の全データの結果は PR に比

べ TMI が非常に大きな値を示す。対流性の場合は、陸や海上の対流性降水の特徴と同じ傾向

を示す。対流性降雨の降雨推定は表面状態に依存せず、そのシステムが持つ特有の物理的条

件よりこの依存性が作られている事を示していると考えられる。 

 

ｂ．1) 光学センサより得られる植生指標と地表面温度の組み合わせによる地表面状態の季節変

動 

ここでは、1980 年代後半より複合利用が行われてきている技術を中国域に導入し、梅雨前線

の南北振動に伴う地表面湿潤度指標の変動過程を NOAA/AVHRR データを用いて解析を行っ

た。その結果、1）梅雨前線の北上過程（モンスーンの進行）では、北上過程に伴って衛星で得ら

れた地表面湿潤度も徐々に湿潤を示す値が北上した。2）南下過程（秋雨前線）では、衛星デー

タで算出される指標では乾燥化が一気に行われていた。3）1，2 の過程は年々変動を伴うが、1

に関しては年々変動（梅雨前線の強度、位置に主に依存する）が 2 より大きいことがわかった。 

 

ｂ．2) 衛星データの蓄積でもたらされた降水・植生・地表面熱条件の複合解析 

TRMM でも 1998 からのデータ蓄積があり、NOAA/AVHRR では 20 年以上の global でのデー

タ蓄積がある。これらのデータを複合的に利用することにより、より価値の高く、インパクトのある

データ表示が可能となる。ここでは、降水（入力）に対しての植生の応答（植生指標）、ストレス
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（熱として現れると仮定する）の３要素を算出し、図化した。図 3 に、それぞれの要素を RGB 合成

（赤：AVHRR より算出された熱ストレス指標、緑：年平均 NDVI、青：年積算降水量）を示す。 

図３より、モンスーンアジア

においては非常に複雑な様

相を呈していることがわかっ

た。比較的単純に説明できる

インドでは、インド西部～東

部に向かって、乾燥～湿潤

へと推移していく過程が見え

るが、図を精査すると河川に

沿った地域とそれ以外では

様相が異なっていることが見

える。これは、耕作等の人為

的な影響が陸面過程には現

れるが、降水過程に関しては、

陸面過程の差異よりも、地形

性降雨、より大きな空間スケ

ールでの擾乱の影響が強いことを暗示する結果であった。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

a．) 事前チェックの結果、TMIの対流性降水の過少評価がわかったので、対流性降水の観測を

数多く行いアルゴリズムに組み込んだり、陸域の TMI の背の低い降水の導出のためには、85

ＧＨｚの散乱量以外の観測量を見つけたりすることにより放射計による降水導出の精度向上が

見込める。次期衛星全球降水観測計画 GPM では、放射計のみを搭載した 8 機の衛星による

観測が 3 時間毎の全球降水観測を実現する。そこで、放射計の降水導出精度の向上が重要

となる。 

b．) 前述したように、大気境界層自身の計測は現状の衛星搭載センサでは不可能であり、本プ

ロジェクトで精力的に実施した大気境界層観測結果との融合は十分であったとは言い難い。

今後期待される成果として、以下の事項を挙げておく。 

1．LAPS で得られた観測的知見の衛星データでの位置付け：これは現在 TRMM データと観

測で得られた wind profiler のレーダ反射因子の鉛直プロファイル比較が行われている。また、

集中観測年(2003, 2004) における客観解析データ解析と併せた年々変動に関する解析も

一部進みつつあり、観測実施時には観測を継続することにかなりの労力が割かれていた現

状から一歩進んだ形で今後より統合した成果が得られると思われる。 

2．大気境界層により密着した衛星研究：大気境界層自身の計測は不可能であるが、本プロ

ジェクトで深く取り扱っていないデータ、プロダクトを併用することにより、大気境界層の挙動

に関して間接的な知見が得られる可能性がある。触れていない衛星データは多数あるが、そ

のうち、注目すべきプロダクトとしては、Aqua 衛星に搭載されている高性能サウンダー

(AIRS)によって得られる大気温度鉛直プロファイルが挙げられる。原理上強い降雨時にはリト

リーブ（計算）不可能であるが、言い換えれば、晴天日の反射エコー利用が困難である

TRMM-PR と補完的である、ともいえる。こうしたデータも含んだ解析により、衛星データの最

大利用が促進されると思われる。 

 

 

図 3 熱ストレス（赤）、年平均 NDVI（緑）、年積算降水量（青）の

合成図。 
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3．衛星降水システム学、衛星気候学等、衛星起源の学問体系の形成：こうした学問体系を創

成する上で、衛星データの蓄積（アーカイブ）は必須であり、このプロジェクトを通じてアーカ

イブ技術が促進されたことが大きい。 

 

３．４ モデル（モデルグループ） 

 

３．４．１ 亜熱帯高気圧下での海洋上の大気境界層内の鉛直循環の構造に関する数値実験 

 

(1)研究実施内容及び成果 

 

1)研究のねらい 

亜熱帯海洋上における大気境界層内の鉛直循環の構造を明らかにするために、2002 年 8 月

20日から27日にかけて、南西諸島の宮古島と下地島において、ラジオゾンデ、エアロゾンデ、フ

ラックス観測マストを用いた観測を実施した。観測によって、大気境界層下部においても温位と

比湿が逆位相で変化する（高温位・低比湿気塊と低温位・高比湿気塊が共存する）“negative 

correlation type eddy”がしばしば存在することを確認した。観測結果のみを用いて、このような

状況がどのような大気境界層内の循環場を反映し、どのような物理過程により駆動されているの

かを、明らかすることはできなかったため、観測中に取得したラジオゾンデデータを用いて、大気

境界層内の鉛直循環の構造と、熱および水蒸気の鉛直輸送量を明らかにする目的で数値実験

を行った。 

 

2)研究手法 

数値モデルは名古屋大学地球水循環研究センターで開発中の雲解像モデル CReSS 

(Cloud Resolving Storm Simulator) を

用いた。大気境界層内の乾燥対流

（サーマル）を解像するために、水平

解像度を 100m として、エアロゾンデ

観測を実施した下地島西方の海上を

想定した 10km×10km の領域を対象

として、三次元での数値実験を行った。

側面境界は周期境界条件、下面境界

は海面とした。エアロゾンデ観測によ

って、日中においても混合層下層

（100 m、200 ｍ）において“negative 

correlation type eddy”が観測された

2002 年 8 月 24 日の日中を数値実験

の対象とした。同日 09 時（日本時）の

下地島におけるラジオゾンデ観測の

プロファイルと、宮古島におけるフラッ

ク ス 観 測 か ら 得 ら れ た 海 面 水 温

（29.0℃）を初期値として与えて、18時

まで 9 時間にわたって数値実験を行

 
図 1  計算開始 3 時間後の CReSS による数値結果の

南北鉛直断面図。上図は温位（カラー）と鉛直速度（コ

ンター）を、下図は比湿（カラー）と鉛直速度（コンター）

を示す。鉛直速度のうち上昇気流域は実線で、下降気

流域は破線で示す。 
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った。 

3)研究結果 

図 1 は計算開始 3 時間後の鉛直速度と温位、水蒸気混合比（比湿とほぼ等価）の南北鉛直断

面図を示す。ラジオゾンデの観測結果から、高度 600 m 付近までは温位、比湿ともほぼ一様の

値となる混合層が存在していた。数値実験の結果、混合層内にはサーマルに対応する上昇気

流域が存在しており、その水平スケールはおよそ 500 m、上昇気流の最大速度は 1 m/s 程度

であった。この実験においてはサーマルの上部において積雲は発生しなかった。 

図 2 は混合層下部に相当する高度 125 m における鉛直速度と温位、水蒸気混合比、仮温

位の領域平均値からの偏差の散布図を示す。水蒸気混合比の正偏差は上昇気流域に対応し

ているが、温位については負偏差が上昇気流域に対応している。湿潤な環境場において、上昇

気流を駆動する浮力の指標である仮温位は、正偏差が上昇気流域に対応している。この事は、

上昇気流域において低温位高比湿気塊が存在している事を示していて、エアロゾンデ観測結

果より取得された“negative correlation type eddy”に対応する現象を数値実験において再現し

た事を示している。そして、この上昇気流を駆動する正の浮力は熱ではなく水蒸気によって駆動

されている事を示している。 

図 3 は同時刻の浮力フラックス、熱フラックスによる浮力フラックスへの寄与、水蒸気フラックス

による浮力フラックスへの寄与の鉛直プロファイルを示す。浮力フラックスの値は、混合層内下層

（高度 175 m において 0.006 K m/s）から徐々に減少し、混合層上端（高度 600 m 以上）で負

値となっている。このような浮力フラックスの鉛直プロファイルは大気境界層内で観測される典型

的なプロファイルと一致する。混合

層内の浮力生成における熱の寄与

は小さく（混合層内での熱フラック

スの値はほぼ負値である）、水蒸気

による浮力生成への寄与が大きい。

水蒸気は乾燥大気に比べて密度

が小さいために、鉛直循環を駆動

する浮力は両者の密度差によって

生じたものであると考えられる。この

ような現象は、フラックス観測と数値

実験の両者の結果から示される海

   
 

図 2  同時刻の CReSS による数値実験の結果より、高度 125 m における鉛直速度と温位、水蒸気

混合比、仮温位の領域平均値からの偏差の散布図。カラーで存在頻度が大きな領域を示す。 

図 3 同時刻の CReSS による数値実験の結果より浮

力(仮温位)フラックス(黒実線)と熱フラックスによる浮

力フラックスへの寄与(赤実線)、水蒸気フラックスに

よる浮力フラックスへの寄与(青実線)の鉛直プロファ

イル。単位は[K m s-1]で示す。 
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面からの小さな顕熱フラックスと豊富な潜熱フラックスのバランスによってもたらされると考えられ

る。 

海洋上の大気境界層内の鉛直循環が熱ではなく水蒸気によって駆動されているという現象は、

熱帯大西洋域の大気境界層を対象とした航空機観測や数値実験を用いた研究により示されて

いる。先行研究との比較により、本研究で対象とした西太平洋域を含む海面水温の高い熱帯、

亜熱帯における海洋上においては、海面水温と気温の差が小さいことにより、海面から大気に

小さな顕熱フラックスと大きな潜熱フラックスが供給される状態は珍しくないと考えられる。このた

め、水蒸気によってもたらされる浮力により駆動される鉛直循環は、頻繁に発生する現象である

と考えられる。日本や中国に激しい降水現象をもたらす梅雨前線や台風の水蒸気源となる西部

亜熱帯太平洋域において、夏季に海面から大気中への水蒸気供給過程はこのような過程を経

ていると考えられる。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

今回の数値実験では積雲は発生しなかった。しかしながら、大気境界層内の相対湿度を増や

した（+5%）感度実験においては、積雲の発生を確認する事ができた。今後は、混合層内のサー

マルによる鉛直循環の影響だけでなく、積雲の発生による大気境界層内の鉛直循環の構造の

変化と、熱および水蒸気の鉛直輸送を検討していく事が必要となる。積雲の発生による鉛直循

環の強化によって、上空からの乾燥気塊の貫入による海面からの潜熱フラックスへの影響を定

量的に見積もる必要がある。さらに、積雲の発生はどのような条件によって規定されているのか

を感度実験を通じて検討する事によって、GCM において用いられる浅い積雲のパラメタリゼー

ションで規定すべき要素を抽出する事ができると考えられる。 
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３．４．２ 初夏の中国淮河流域で観測された対流境界層内の鉛直循環の構造に関する数値実験 

 

(1)研究実施内容及び成果 

1)研究のねらい 

中国の淮河中流域は広大な平野であり、地表面はほぼ一様な農地である。この地域では二

毛作が行われており、初夏に地表面状態が成熟した麦畑から裸地、水田の順に変化する。水田

は多量の水蒸気を対流境界層へ供給すると考えられるが、こうした湿潤な陸域における対流境

界層の研究は少ない。2004 年初夏の淮河中流域（寿県）において、ウインドプロファイラとフラッ

クス観測システムを用いて取得された地表面フラックスと対流境界層の日変化、及び対流境界

層内の鉛直循環の構造を参照データとして、対流境界層内の循環場の特徴と熱および水蒸気

の鉛直輸送量を明らかにする目的で数値実験を行った。 

 

2)研究手法 

数値モデルは名古屋大学地球水循環研究センターで開発中の雲解像モデル CReSS 

(Cloud Resolving Storm Simulator) を用いた。大気境界層内の乾燥対流（サーマル）を解像する

ために、水平解像度を100mとし、中国淮河流域（寿県付近）を想定した一様な地表面をもつ

20km×20kmの領域を対象として、三次

元での数値実験を行った。側面境界は

周期境界条件を用いた。ウィンドプロファ

イラによって対流境界層の発達を観測で

きたケースのうち、地表面が裸地であっ

た乾燥期のケースとして2004年5月31日

を、下層が水田となった湿潤期のケース

として2004年6月22日を想定し、それぞ

れ観測値から地表面パラメータの値を設

定した。両ケースとも阜陽（観測サイトで

ある寿県から最も近い高層観測点）にお

ける08時（北京時）のゾンデデータを初

期値として与えて、18時まで10時間にわ

たって数値実験を行った。 

 

3)研究結果 

数値実験の結果、フラックス観測シス

テムによる地表面フラックスとウインドプロ

ファイラにより観測された対流境界層の

時間変化を、乾燥期、湿潤期ともに再現

することに成功した。乾燥期においては、

地表面からの顕熱フラックスと潜熱フラッ

クスの値が同程度であった事、午前中の

早い時刻から急速に深くまで発達する対

流境界層（最大到達高度は 2100 m）、

図 1  乾燥期のケース（2004 年 5 月 31 日を想定）

における、計算領域の中心点での温位（カラ

ー）と水蒸気混合比（コンター）、鉛直流（カラ

ー）と水蒸気混合比（コンター）、領域平均し

た地表面フラックスの時系列を示す。地表面

フラックスの時系列は、正味放射量（黒線）、

顕熱フラックス（赤線）、潜熱フラックス（青

線）を示す。 
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最大で 3 m/s 程度と大きな風速の上昇気流

をもつサーマルを再現した（図1）。一方、湿

潤期においては、地表面からの潜熱フラック

スの値が圧倒的に顕熱フラックスに比べて大

きい事、午前中の遅い時刻からゆっくりと浅く

発 達 す る 対流 境 界 層 （ 最 大 到 達 高度 は 

1300 m）、最大で 1.5 m/s 程度と乾燥期に

比べて小さな風速の上昇気流によるサーマ

ルを再現した（図2）。両ケースとも、サーマル

とその補償下降流によって構成される鉛直循

環は、対流境界層上端よりも低高度に限って

存在していた。 

図3、図4は乾燥期と湿潤期の各ケースに

おける計算開始5時間後（13時）の浮力フラッ

クス、熱フラックスによる浮力フラックスへの寄

与、水蒸気フラックスによる浮力フラックスへ

の寄与の鉛直プロファイルを示す。図より、乾

燥期、湿潤期ともに浮力フラックスの値は、対

流境界層下端から徐々に減少し、上端付近

で負値となっている。このような浮力フラックス

の鉛直プロファイルは大気境界層内の一般

的なプロファイルと一

致するものである。ま

た、熱フラックスが対

流境界層内で一定の

傾きで減少している事

から、対流境界層全

層が一様に加熱され

ている事を、水蒸気フ

ラックスが上端付近ま

でほぼ一定である事

から、対流境界層の

上端付近のみが加湿

されている事を示した。

また、乾燥期には、浮

力フラックスはほとん

ど熱フラックスによる駆

動されている一方、湿

潤期は水蒸気フラック

スが熱フラックスと同

図 2  図 1 に同じ。ただし、湿潤期のケース（2004

年 6 月 22 日を想定）のもの。 

  
図 3 乾燥期のケースの計算開始    図 4 図 3 に同じ。ただし、 

5 時間後（13 時）における浮力(仮    ただし、湿潤期のケース 

温位)フラックス(黒線)と熱フラック    （2004 年 6 月 22 日を想定） 

スによる浮力フラックスへの寄与     のもの。 

(赤線)、水蒸気フラックスによる浮 

力フラックスへの寄与(青線)の鉛 

直プロファイル。単位は[K m s-1] 

で示す。 
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程度に浮力フラックスに対して寄与する事を示した。対流境界層内の鉛直循環を駆動し、対流

境界層の発達に影響を及ぼす浮力フラックスに対して、熱フラックスだけではなく水蒸気フラック

スも寄与するという特徴は、水田から大きな潜熱フラックスが供給される湿潤な陸域における対

流境界層の特徴であると考えられる。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

乾燥期の数値実験においては、対流境界層中層に、水平風にほぼ平行な走向で線状に組

織化されたロール状対流が観測された。ロール状対流は主風向に沿って移動するため、定点観

測測器であるウィンドプロファイラは上昇気流域もしくは下降気流域のみを観測してしまう事とな

る。すなわち、ウィンドプロファイラの観測結果のみを用いて領域平均的な構造を理解する事が

困難である事を数値実験の結果は示している。今後の大気境界層観測に際しては、領域平均

的なパラメータを観測するために、三次元的な観測手法を導入する必要があると思われる。 

今回の数値実験では積雲は発生しなかった。しかしながら、積雲の発生によって、対流境界

層の構造は劇的に変化する事が予想される。対流境界層内の鉛直循環の構造や対流境界層

内の熱及び水蒸気の鉛直輸送量の変化だけでなく、積雲が短波放射を遮ることによる地表面過

程の変化（海上と比較して、陸上における地表面過程は日射の影響を大きく受ける）の検討も必

要となる。地表面過程の変化は、対流境界層の発達にも影響を与えるため、より詳細に積雲の

影響を検討する必要があると考えられる。 

 

３．４．３ 沖縄島における晴天大気エコーの数値実験 

 

(1)研究実施内容及び成果  

大気境界層と自由大気間のエネルギーや水循環のメカニズムの理解は、広域モデルの大気

境界層パラメタリゼーションの重要な要素でもある。降水パラメタリゼーションにおいても雨が降り

すぎる傾向にあり、降水の始まりに関する研究が必要とされている。また、大気境界層とその上

端部に発生する浅い対流雲は、放射エネルギー収支に対しても重要な要素である。一般的に、

境界層上端では気温勾配が逆転する逆転層が存在し、境界層の上空に位置する自由大気中

の冷たい空気の沈降により境界層は圧され、逆に、地表面から日射により暖められた気塊（サー

マル）が水蒸気を持ち上げることで湿潤な層を形成する。この湿潤層に地表面からより湿潤な気

塊が持ち上げられ凝結し潜熱を放出することで気塊の上昇速度は加速され境界層を突き抜け

積雲が発生する。自由大気中に浸透した気塊はやがて浮力を失い自由大気の空気と共に境界

層内に浸透する。数値モデルグループでは、境界層上端に現れる浅い対流雲を降水の始まりと

考え、また、境界層に降水の起源があると考え、高分解能のLESモデルを用いて湿潤な大気境

界層の役割と浅い対流雲の詳細を調べることで、湿潤な境界層の役割の解析と広域モデルの

境界層および降水パラメタリゼーションへの寄与を目標にした。数値モデルには名古屋大学地

球水循環研究センターで開発したCloud Resolving Storm Simulator (CReSS)を利用した。CReSS

は湿潤過程を組み込んだLESモデルである。本研究は沖縄本島で実施した偏波レーダ

(COBRA)による晴天乱流エコー観測結果（2005年度）を利用して数値モデルの検証を行うと同

時に、亜熱帯域の湿潤な大気境界層の解析を目的に行った。数値モデルの検証は、モデル出

力の環境場から晴天乱流エコー強度の空間分布をシミュレートし実際のレーダエコー分布と比
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較することで、レーダで見るエコーの起源の解釈とCOBRAによる乱流構造観測の可能性の検討

を行った。COBRAはC-band 降雨レーダであり降水粒子による散乱波(Rayleigh散乱)が主なシ

グナルとなるが、大気屈折率の空間変動による散乱波（Bragg散乱）も観測できる場合がある。一

般的に、Bragg散乱の観測は数mから数十cmの波長が使われ、COBRAの波長は約5 cmと短く、

Bragg散乱を観測するレーダ(Wind Profiler Radar)に比べ感度は落ちるが、湿潤で強い大気乱

流が引き起こすBragg散乱の観測が可能である。Bragg散乱によるレーダ反射強度ηは屈折率

の乱流構造パラメータ Cn
2  と波長 λ を用いて式(1)で表現できる。Cn

2は定数a2（経験的に

2.8）、outer length scale L0と屈折率空間微分Mにより式(2)で表される。本研究では、L0は米国

Air Force Research Laboratoryの気温の鉛直勾配から求める経験式を利用した。 

η = 0.38 Cn
2 λ-1/3    (1)，   Cn

2 = a2 L0
4/3 M2   (2) 

数値モデルで観測結果を再現するため、実際の地形情報と気象庁のメソスケールモデル

(GPV MSM)による環境場を与え再現実験を行った。沖縄本島北部は急峻な地形で特徴付けら

れ、地形性効果の再現を考えると実際の地形データを与えたシミュレーションが必要となる。標

高データには国土地理院の250 mメッシュ標高データを使用した。また、土地利用には国土数

値情報がWEBで提供するデータを使用した。再現領域は図１に示すように、沖縄本島北部を取

り囲む 80×70 km2の領域を水平格子間隔 250 m、鉛直方向に高度4800 m (4200 m以上はスポ

ンジ層)まで60 m分解能のモデル空間を設定した。数値モデルでは各変数が格子体積で平均

化されるため、降水をもたらす積雲のように強い上昇風を伴う現象の再現には高い空間分解能

が必要である。また、COBRAのレンジ分解能 75 mの晴天乱流エコーの再現を考えた場合は数

十mの分解能が好ましいが、所有する計算機資源での実現は難しく、また、起伏の激しい地形

データを与えた場合、分解能を上げると計算不安定を起こし易くなるため、比較的安定して計算

できた250 mの空間分解能での数値計算を行った。初期条件と側面境界条件は、GPV MSMの

利用を考え、沖縄本島を中心に600 x 600 km2の範囲を水平2km分解能の粗い格子でCReSSを

用いて事前計算を行い、その結果を初期値と境界条件に与えることでGPV MSMと本研究で解

像するモデルの時間・空間分解能の差を緩衝した（ネスティング）。再現期間は2005年7月1日か

ら９日の間に実施された沖縄本島での境界層集中観測の中で特徴的な日を６日選んで行った

図１ モデル領域 Coarse-grid(左), Fine-grid(右)。 
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（快晴、薄霧、乾燥から湿潤への移り変わりの４日間）。結果として、数値モデルは実際の大気場

によく似た結果を示し、特徴的な雲の発生場所や時刻もよく再現できた。 

図２に７月８日の１２時にCOBRAで観測された発達中のエコーとほぼ同時刻にモデル空間で

再現された雲の鉛直断面を示す。COBRAは風向に沿った鉛直断面(RHI)の連続観測を行って

いるため、数値モデルの結果はRHI断面と同じ場所の大気屈折率の空間微分（M2）の鉛直分布

を対数スケールで示している。ここで、M2は式(1),(2)で示すようにレーダ反射強度に比例する変

数である。図中の発達しながら移動するエコーがモデルで再現されていることが分かる。1204 

JSTの図では、発達しているエコーの風下側（右側）の層状エコーと数値モデルの1140 JSTの層

状性のM2分布がよく一致している。また、1214 JSTのスロープ状のエコーと1150 JSTのスロープ

状のM2分布が確認できる。この層状性のエコーは大気境界層上端部の湿潤層によるBragg散乱

に相当し、スロープエコーは地表面から持ち上げられた湿潤な気塊による散乱と考えることがで

きる。ここで結果を示さないが、数値モデルでは発達中の雲のRHI断面を挟んで２本のロール対

流による上昇風があり（RHIラインは下降風領域）、これらのロール対流が雲に水蒸気を供給し雲

の発達をサポートしていた。また、エコーの水平面上の動きは観測とモデルで同じ場所を同じ速

度で北東方向に進みながら発達している。この30分後、RHI断面に40分停滞した（同じ場所で発

生）弱い降水を伴うエコーが観測され、数値モデルも同様の雲を再現することに成功している。

この日の数値モデルの結果は、雲底下に強い浮力がなく、地形性の上昇風が潤沢に水蒸気を

供給したことを示した。 

図３に、７月７日のサーマルによる雲の発達の例を示す。図中のCOBRA鉛直断面内のエコー

パターンは急速な気塊の上昇によりプリューム状になり、15 kmのレンジには急速に発達するエ

コーが観測されている。モデルでも高仮温位の気塊が地表面から凝結高度に上昇し急速に発

達する雲を再現している。例えば、図の座標205の山（レーダレンジでは12 km）を起点に、地形

性の上昇風と水蒸気による浮力が合わさり湿潤な気塊が上昇している。気塊が境界層上端の湿

潤な層に合流・凝結し、上昇速度が加速され境界層を突き破って高度3 kmまで上昇する積雲も

確認できる。この積雲は、レーダエコー図のレンジ15 kmの急速に発達するエコーに相当し、モ

デルと観測で同じ場所で発生していることが分かる。2005年の観測期間中、沖縄本島では地表

面でも10 m/sを超える強い風が吹き、一般的にサーマル（プリューム）の発生が難しい風速場で

あったが、７月７日のみサーマルに起因するエコーが観測された。その理由として、数値モデル

 

図２ COBRA（反射因子, 偏波間相関、速度）とモデル（屈折率勾配、速度、水蒸気、浮力）。 



 ４６ 
 

は地表面の顕熱フラックスが他の日に比べ最大で約60 W/m2大きいことを示し、浮力の水平分

布は雲底下に顕著な浮力が存在することを示していた。このように、実際の地表面データと気象

庁のメソスケールモデルの環境場を与えた数値モデルにより、レーダエコー分布とよく一致する

場を再現できることが確認でき、晴天乱流エコーの起源を議論することができた。また、COBRA

の晴天エコーの起源を調べることで、COBRAによる大気乱流の定量的な観測の検討も行った。

降水エコーが観測されなかった7月3,5,6日に現れる層状性エコー強度と数値モデルから算出し

た乱流構造パラメータの関係は比較的良い相関を示したが、降水エコーを観測するような気象

条件では良い相関は得られなかった。Bragg散乱強度は、水蒸気密度の非一様性（勾配）に強く

依存するため、降水時のように広範囲にわたって水蒸気が多く含まれる大気の場合Bragg散乱

は弱くなる傾向があり、非常に弱い降水エコーの分離の難しさが相関を悪くしていると考えられ

る。COBRAの大気乱流に対する校正の実現には、COBRAレーダ反射因子の校正と乱流強度

に影響を与えるouter length scaleの問題も残っている。7月3日は煙霧が発生した日で、COBRA

は高度800m以下に層状の強いエコーを、モデルも同様に非常に湿潤な大気境界層を再現し非

常に強いM2分布を示した。7月5,6日の結果としては、COBRAは境界層上端部に層状のエコー

を観測し、モデルは境界層上端に湿潤層を形成し、観測と同様に層状のエコー分布を再現した。

また、5日の12時頃にはCOBRAが綺麗な2 kmスケールのロールエコーを境界層上端部に観測

したが、モデルでは空間分解能の問題からか境界層上端部で揺れる湿潤層を再現するにとどま

った。 

本研究では、沖縄本島北部の地形性効果を含めた現象を数値モデルにより再現することで、

観測された境界層上端の浅い対流雲の再現に成功した。再現した期間は、強い風速場があり、

湿潤な気塊が地形性の上昇流より凝結高度に持ち上げられることで雲が形成されるケースが多

かったが、地表面温度の高い日は、サーマルと地形性の上昇流が合わさることで境界層を突き

破り、高度3 kmを超えて急速に発達する降水を伴った雲がいくつも再現された（偏波レーダによ

る大気境界層観測 参照）。また、数値モデルの結果からBragg散乱エコーをシミュレートすること

図３ COBRA（反射因子、偏波間相関）とモデル（屈折率勾配、速度、水蒸気、浮力）。 
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により、COBRAが観測する晴天乱流エコーの起源について確認ができ、COBRAによる大気境

界層の定量的な観測への見通しができた。しかしながら、境界層上端部の浅い対流雲による境

界層と自由大気間のエネルギー交換、水循環および湿潤な境界層の役割についての解析は今

後の課題である。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

地形を与えた数値モデルで大気境界層を再現することにより、境界層と自由大気間のエネル

ギー・水循環への地形効果の影響を調べることができ、大気境界層のパラメタリゼーションに寄

与できる可能性がある。また、数値モデルを利用してレーダの大気散乱エコーを見積り、観測結

果と比較することでCOBRAの大気乱流エコーに対する校正が可能となる。 
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   ①大気境界層班（大気境界層の研究） 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

檜山哲哉 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助教授 境界層の観測的モデル

的研究 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

玉川一郎 岐 阜 大 学 流 域

圏 科 学 研 究 セ

ンター 

助教授 大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

篠田太郎 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助手 大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

田中広樹 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

特 任 助 教

授 

境界層の観測的モデル

的研究 

平成１４年４月～ 

 平成１９年３月 

民田晴也 名 古 屋 大 学 全

学技術センター 

技 術 専 門

職員 

境界層の観測支援 平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

久松友理 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

CREST 研

究補助員

研究データの収集、解

析 

平成１４年１１月～ 

 平成１７年３月 

山本鉱 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M2 境界層の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

佐々木大佑 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M2 境界層の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１８年１月 

伊藤絢子 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M2 境界層の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

 

②降水構造観測班（降水構造の研究） 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

上田博 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

教授 降水観測・観測データ

解析 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

篠田太郎 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助手 大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

中川勝広 (独)情報通信研

究機構 

研究員 沖縄本島における大気

境界層および降水シス

テムの研究 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

佐藤晋介 (独)情報通信研

究機構 

セ ン タ ー

長 

沖縄本島における大気

境界層および降水シス

テムの研究 

平成１７年４月～ 

 平成１９年３月 

山本宗尚 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D３ 降水観測の観測支援 平成１４年８月～ 

 平成１９年３月 
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池田健一 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

研究員 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１９年３月 

大東忠保 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D４ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

佐野哲也 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D４ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

清水慎吾 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D３ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

前坂 剛 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

研究員 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１６年４月 

坂下佳一郎 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D２ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

内藤大輔 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

野村真奈美 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１５年４月～ 

 平成１７年３月 

河野圭丞 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１５年１０月～ 

 平成１８年１月 

高橋仁 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

藤吉康志 北 海 道 大 学 低

温科学研究所 

教授 降水観測・観測データ

解析 

平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

坪木和久 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助教授 降水観測・観測データ

解析 

平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

明智準祐 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

遠藤智史 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

D１ 降水観測の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１９年３月 

寺田登与徳 名 古 屋 大 学 環

境学研究科 

M２ 降水観測の観測支援 平成１６年４月～ 

 平成１７年３月 

 

   ③モデル班（モデルの研究） 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

玉川一郎 岐 阜 大 学 流 域

圏 科 学 研 究 セ

ンター 

助教授 大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

篠田太郎 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助手 大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

民田晴也 名 古 屋 大 学 全

学技術センター 

技 術 専 門

職員 

大気境界層のモデル研

究及び観測 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 



 ５０

 

   ④広域解析班（広域水循環の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

加藤内蔵進 岡 山 大 学 教 育

学部 

助教授 広域水循環融合解析 平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

中村健治 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

教授 全体統括・衛星データ

解析 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

樋口篤志 千葉大学環境リ

モートセンシン

グ研究センター 

助教授 衛星データによる地表

面状態の季節変化の研

究 

平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

古澤文江 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

CREST 研

究員 

衛星データ解析 平成１４年９月～ 

 平成１９年３月 

藤波初木 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

助手 客観解析データ解析 平成１４年１０月～ 

 平成１９年３月 

池田祥一郎 岡 山 大 学 大 学

院 自 然 科 学 研

究科 

Ｄ２ 広域水循環融合解析 平成１５年１０月～ 

 平成１９年３月 

中山祐貴 岡 山 大 学 大 学

院 自 然 科 学 研

究科 

M２ 広域水循環融合解析 平成１６年４月～ 

 平成１８年１月 

田中知子 名 古 屋 大 学 地

球 水 循 環 研 究

センター 

CREST 事

務員 

研究サポート 平成１３年１２月～ 

 平成１９年３月 

 

 

５ 招聘した研究者等 

氏 名（所属、役職） 招聘の目的 滞在先 滞在期間 

Ding Yihui（中国国家気象局 国家

気候センター・前所長） 

Li Weijing（中国国家気象局 国家

気候センター・副所長） 

Zhang Qing-ling（中国気象局国家

気候センター 前任主任） 

第 1 回 LAPS 

 Workshop 出席 

名古屋大学 平成 14 年 3 月

10 日～13 日 

Ding Yihui（中国国家気象局 国家

気候センター・前所長） 

第 7 回 GISP 会合 

出席 

宇宙開発事業団

地球観測利用研

究センター 

平成 14 年 11 月

5 日～8 日 

Ding Yihui（中国国家気象局 国家

気候センター・前所長） 

Li Weijing（中国国家気象局 国家

気候センター・副所長） 

第 9 回 GISP 会合お

よび第 6 回 GAME

国際研究集会出席

京都市国際交流

協会 

平成 16 年 11 月

30 日～12 月 6

日 
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Zhang Zuqiang（中国国家気象局 

国家気候センター・科学技術課 

課長） 

Zhang Yan（中国国家気象局 国家

気候センター・主任） 

第 9 回 GISP 会合お

よび第 6 回 GAME

国際研究集会出席

京都市国際交流

協会 

平成 16 年 11 月

30 日～12 月 6

日 

Zhang Yan（中国国家気象局 国家

気候センター・主任） 

Ding Yihui（中国国家気象局 国家

気候センター・前所長） 

Li Weijing（中国国家気象局 国家

気候センター・副所長） 

Li Yangyun（中国国家気象局 寿県

気象台・台長） 

Hu Guoquan（中国国家気象局 国

家気候センター・助教授） 

Hu Wen（中国国家気象局 安徽省 

気象局 局長補佐） 

Zhou Wenyan（中国国家気象局 国

家気候センター・上席研究員） 

Shi Xueli（中国国家気象局 国家気

候センター・助教授） 

Peiqun Zhang（中国国家気象局 国

家気候センター 気候予測診断課・

課長） 

第 3 回 LAPS ワーク

ショップ出席（The 

Third China-Japan 

Joint Workshop on 

Lower Atmosphere 

and Precipitation 

Study） 

名古屋大学 平成 17 年 9 月

12 日～16 日 

 

 

６ 成果発表等 

 

(1)原著論文発表  （国内誌３件、国際誌５件、投稿中３件） 

Tanaka, H., T. Hiyama, K. Yamamoto, H. Fujinami, T. Shinoda, A. Higuchi, S. Endo, S. 
Ikeda, W. Li, and K. Nakamura, 2006: Surface flux and atmospheric boundary layer 
observations from the LAPS project over the middle stream of the Huaihe River basin 
in China, Hydrological Processes (accepted). 
 
Shinoda, T., H. Uyeda, and K. Yoshimura, 2005: Structure of Moist Layer and Sources 
of Water over the Southern Region Far from the Maiyu/Baiu Front. Journal of the 
Meteorological Society of Japan, Vol.83, No.2, pp. 137-152. 
 
Fujinami, H., S. Nomura, and T. Yasunari, 2005: Characteristics of Diurnal Variations 
in Convection and Precipitation over the Southern Tibetan Plateau during Summer. 
SOLA, 1, 49-52. 
 
Furuzawa, F. A., and K. Nakamura, 2005: Differences of rainfall estimates over land 
by Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Precipitation Radar (PR) and 



 ５２

TRMM Microwave Imager (TMI) - Dependence on storm height. Journal of Applied 
Meteorology, 44(3), 367-383. 
 
Minda, H., and K. Nakamura, 2005: High temporal resolution path-average 
rain-gauge with 50 GHz band microwave. J. Atmos. Oceanic Technol., 22(2), 165-179. 
 
中川勝広・北村康司・花土弘・高橋暢宏・井口俊夫, 2005: 沖縄偏波降雨レーダ（COBRA）を

用いた降雨の鉛直構造特性に関する研究、土木学会水工学論文集, vol. 49, pp.277-282． 
 
Fujinami, H., and T. Yasunari, 2004: Submonthly variability of convection and 
circulation over and around the Tibetan Plateau during the boreal summer. Journal 
of Meteorological Society of Japan, 82, 1545-1564. 
 
玉川一郎・田中賢治・石田祐宣・樋口篤志・松島大・浅沼順・小野圭介・多田毅・林泰一・石川

裕彦・田中広樹・檜山哲哉・岩田徹・田中健路・中北英一・CAPS 観測グループ, 2004: 琵琶湖

プロジェクト 2002 年フラックス面的集中観測(Catch A Plume by SATs: CAPS：その概要). 水

文・水資源学会誌 Vol.17, No.4, pp.392-400． 
 
(投稿中) 
Ikeda, S., and K. Kato,: Maintenance process of huge moisture content with thick 
moist layer in the subtropical high area over China in the Meiyu season of 1998. 
Journal of Meteorological Society of Japan (submitted). 

 
Minda, H., F. A. Furuzawa, S. Satoh, and K. Nakamura,: Clear-air echoes observed by 
C-band radar and interpretation using a cloud resolving model. Journal of Applied 
Meteorology and Climatology (submitted). 
 
Tanaka, H., T. Hiyama, and K. Nakamura,: Turbulent flux observations at the tip of a 
narrow cape on Miyako Island in Japan’s southwestern islands. Journal of the 
Meteorological Society of Japan (submitted). 

 

(2)その他の著作物 

 
Ikeda, S., K. Kato, and O. Tsukamoto, 2006: Seasonal evolution of atmospheric and 
land surface condition around the Huaihe River Basin in China in the pre-Meiyu 
stage of 1998, 紀要「地球科学研究報告」岡山大学理学部地球科学科, 2005 年 第 12 巻 第

1 号． 
 
増田耕一・藤吉康志・木口雅司・矢田貝亜紀代・古澤文江・陽坤・平林由希子・鼎信次郎, 
2006: 第５回 GEWEX 国際会議報告, TENKI, vol.53, No.2, pp. 143-152． 
 



 ５３

加藤内藏進・福田維子・平沢尚彦・東（趙）苓・武田喬男・松本淳，2004: 東アジアの季節進行

の中で見た梅雨と秋雨について。月刊海洋（号外）「流体力学から見た大気と海洋－木村龍治

教授退官記念論文集－」，235-242． 
 

(３)学会発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 

① 招待講演    （国内会議 ０件、国際会議 ０件） 

 

② 口頭発表    （国内会議３４件、国際会議５７件） 

 

Nakamura, K., H. Ｔanaka , T. Hiyama , T. Shinoda , S. Endo , and W. Li, 2006: 
Seasonal change of the atmospheric boundary layer over Huaihe River basin in China. 
SPIE(The International Society for Optical Engineering) 5th Asia-Pacific Remote 
Sensing Symposium , Goa, India , November 13-15, 2006. 
 
Nakamura, K., 2006: Achievement of the LAPS. The Fourth China-Japan Joint 
Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 
2006. 
 
Kato, Y., A. Higuchi, Y. Kurosaki, and K. Nakamura, 2006: Relationship between 
small isolated cloud systems and mesoscale convective systems over Northwestern 
Pacific Ocean derived from geostationary meteorological satellite. The Fourth 
China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), 
Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Minda, H., F. A. Furuzawa, K. Nakagawa, S. Satoh, and K. Nakamura, 2006: 
Clear-air radar echoes: Interpretation with the high resolution LES model. The 
Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study 
(LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Fujinami, H., 2006: Intraseasonal variability of Meiyu front on submonthly 
timescales over the Yangtze and Huaihe river basins. The Fourth China-Japan Joint 
Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 
2006. 
 
Ikeda, S., and K. Kato, 2006: Seasonal evolution of atmospheric and land surface 
condition around the Huaihe River Basin and its northern region from spring to 
summer. The Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and 
Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Maki, R., T. Shinoda, S. Shimizu, K. Tsuboki, H. Minda, K. Nakamura, and H. Uyeda, 
2006: Statistical features of precipitation cells observed around the Meiyu/Baiu front. 
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The Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation 
Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Maeda, S., K. Tsuboki, H. Uyeda, T. Shinoda, Q. Moteki, and H. Minda, 2006: 
Detailed structure of wind and moisture fields around the Baiu frontal zone over the 
East China Sea. The Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and 
Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Endo, S., T. Shinoda, H. Tanaka, K. Tsuboki, T. Hiyama, H. Uyeda, and K. Nakamura, 
2006: Large eddy simulation of the convective boundary layer over the Huaihe River 
Basin in China during early summer in 2004. The Fourth China-Japan Joint 
Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 
2006. 
 
Shinoda, T., S. Endo, H. Tanaka, K. Tsuboki, and K. Nakamura, 2006: Effects of 
shallow cumulus clouds on the environment over the Huaihe River Basin in China 
during early summer season. The Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower 
Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 
 
Hiyama, T., H. Tanaka, A. Takahashi, M. Nishikawa, S. Yoshida, A. Higuchi, H. 
Fujinami, T. Shinoda, Y. Fukushima, and K. Nakamura, 2006: Comparative study on 
diurnal and seasonal changes in ABL over Shouxian and Changwu regions. The 
Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study 
(LAPS), Beijing, Sept. 19-22, 2006. 

 
Tanaka, H., T. Hiyama, H. Fujinami, T. Shinoda, A. Higuchi, S. Endo, S. Ikeda, W. Li, 
and K. Nakamura, 2006: Relationships between atmospheric boundary layer and 
surface condition: An observation over the middle stream of the Huaihe River basin in 
China. The Fourth China-Japan Joint Workshop on Lower Atmosphere and 
Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sep. 19-22, 2006. 
 
Kato, K., and Y. Nakayama, 2006: On the southerly wind invasion processes toward 
the Akisame (Autumn Rainfall) front in East Asia. The Fourth China-Japan Joint 
Workshop on Lower Atmosphere and Precipitation Study (LAPS), Beijing, Sep. 19-22, 
2006. 
 
加藤内蔵進・中山祐貴, 2006: 秋雨期における東アジア前線帯への南風侵入過程について

（変動の特徴）. 日本気象学会 2006 年度春季大会, つくば国際会議場,A109, 2006 年 5 月 21
日． 
 



 ５５

田中広樹・檜山哲哉・山本鉱・藤波初木・篠田太郎・樋口篤志・遠藤智史・池田祥一郎・李維

京・中村健治, 2006: 中国淮河流域に置ける地表面フラックスおよび大気境界層観測. 日本気

象学会 2006 年度春季大会, つくば国際会議場,C253, 2006 年 5 月 22～24 日． 
 
遠藤智史・篠田太郎・田中広樹・坪木和久・上田博・中村健治・LAPS 中国観測チーム, 2006: 
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④ その他  （修士論文８件） 

 

平成 16 年度 
名古屋大学大院環境学研究科 

高橋仁 沖縄偏波ドップラ降雨レーダによる晴天大気エコ－の観測 
内藤大輔 梅雨期の湿潤環境場に形成される対流雲とその群の構造とメカニズム 
野村真奈美 梅雨初期に東シナ海で発生した線状降水システムの構造と維持過程 
山本鉱 中国淮河中流域における地表面熱収支と大気境界層構造に関する研究 

岡山大学大学院教育学研究科 
池田祥一郎 中国大陸上の梅雨前線隣接域における水蒸気場の維持過程について（1998
年の事例解析） 

 
平成 17 年度 

遠藤智史 2004 年初夏の中国淮河流域における対流境界層内の鉛直循環の特徴 
河野圭丞 梅雨前線南側の暖湿気流中で形成された線状降水システムの構造と形成過程 

 

岡山大学大学院教育学研究科 
中山祐貴 秋雨期における東アジア前線帯への南風侵入過程について（梅雨期からの季節

進行の位置づけの中で） 
 
(４)特許出願 

①国内出願 (１件)  

1. 発明の名称：雨量測定装置、雨量測定方法及び雨量測定システム 

出願人：民田晴也、中村健治、樋口篤志 

出願日：平成１４年８月３１日 

出願番号：特願 2002-253811 

 

 (５)受賞等  

   ①受賞 

特になし 

   ②新聞報道 

宮古毎日新聞 ８月２７日 朝刊 ６面 「気球で大気観測」 

宮古新報 ８月２５日 朝刊７面 「大気境界層のメカニズム探る」 

   ③その他 

琉球放送 ８月２５日 お昼のニュース  

 

(６)その他特記事項 

特になし 
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７ 研究期間中の主な活動 

(1)ワークショップ・シンポジウム等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

2002/3/11-1

2 

The First Lower 

Atmosphere and 

precipitation Study 

(LAPS) workshop 

名古屋大学 ２４名 本プロジェクトのキックオッフ

ワークショップとして位置づ

けられる。プロジェクト の目

的とそれに対しての中国観

測の意義、必要性を議論し

た。 

2004/4/20-2

3 

The Second 

China-Japan Joint 

Workshop on Lower 

Atmosphere and 

Precipitation Study 

(LAPS) workshop 

合肥（中国） ３４名 中国観測サイトになるべく近

い場所として合肥で開催し

た。南西諸島での観測結

果、また中国での観測の現

状と期待される成果につい

て討議した。 

2005/9/13-1

4 

The Third China-Japan 

Joint Workshop on 

Lower Atmosphere and 

Precipitation Study 

(LAPS) workshop 

名古屋大学 ３４名 観測が終盤に入り、観測結

果のまとめ、その解釈につ

いての議論、そしてそれらを

土台としたモデルについて

も討議した。また今後の観測

の継続の是非などについて

も討議した。 

2006/9/19-2

2 

The Fourth China-Japan 

Joint Workshop on 

Lower Atmosphere and 

Precipitation Study 

(LAPS) workshop 

北京（中国） ３７名 観測結果を基にしたモデル

結果、広域場の特徴、領域

気候モデル、など本プロジェ

クトの集大成を目指したワー

クショップとした。これが本プ

ロジェクトでは最終の日本－

中国ワークショップとなる。 

 

 

８ 結び 

８．１ 出発 

本研究課題は水システムに関する研究公募がアナウンスされることが分ってからすぐに対応を

始めたプロジェクトテーマである。研究代表者（中村健治）は名古屋大学地球水循環研究センタ

ーに所属しており、当時センター長であった。当センターは地球表層の水循環の研究を推進する

全国共同利用研究施設である。当センターの運営経費は運営交付金により手当されているが、

その多くは研究集会などに費やされており、研究本体の推進に当たっては競争的資金を得なけ

ればならなかった。CRESTのテーマはトップダウン的に決められるものであり、それに対して自由

な立場から応募する、という形態と理解していた。水テーマは当センターの研究方向に合致して

いるので、十分にそのテーマに対して寄与できる、あるいは寄与しなければならない、と考えた。

当センターではセンター計画研究として、一件100-200万円で水循環に関わる基盤的研究、また

次の競争的資金に応募するための初期検討的研究を行っている。提案当時に、「湿潤境界層と

対流システムの相互作用に関する研究」（研究代表者：篠田太郎助手）を走らせ始めており、この

研究目標を核として応募することにした。 
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当センターは、降水システムの観測的、モデル的研究、大気境界層の観測的研究、また衛星

データによる広域の降水特性に関する研究、などを行っている。このような研究状況の利点を生

かし、かつ他大学、研究所などの参加を得て、チーム作りを始めた。グループはそれぞれの研究

分野を生かし、降水システム、大気境界層、広域解析の３グループとした。研究手法としては、観

測、解析、モデルに大別される。当センターは観測を特徴としているため、本研究課題では観測

を主体とした。新しい観測には新しい測器が必要であり、測器は一般に高額である。CREST公募

の個々のプロジェクトへの総額は大きいので良いチャンスであると考えた。 

以上述べたことは応募するに当たってのいわば外的状況であるが、研究目的そのものがもっと

も重要であることは当然である。これについてはセンター計画研究における検討を踏まえて、大気

境界層と降水システムとの関係、とした。降水システム自体の構造、前線などとの関係、水蒸気供

給との関係、等々はすでに数え切れないほどの論文や報告があり、またいずれも重要である。そ

れらを概観し、また当センターにおける研究の方向、水循環研究においてこれから重要になるで

あろう方向を検討した結果である。 

降水システムの研究の一つに、気象学の分野で総観規模擾乱と呼ばれる高気圧、低気圧に伴

う大気変動など東西数千kmのスケールをもつ現象がある。この研究は天気予報の精度向上に見

られるように既にかなりのことが分っている。現在の降水システム研究は、より小さいスケールの現

象に進んでいる。これはメソスケール降水現象といわれ、長さ数百km以下の現象である。集中豪

雨などもこれに含まれる。これらは従来はモデルでも十分には表現することが困難であったが、計

算機性能の向上と非静力学モデルの発達とともにかなりの再現性が得られるようになってきた。高

解像度のモデルとはいえ、含まれるすべての現象を表現することは不可能であるため、それぞれ

の現象の総体としての効果を取り入れることがなされる。これはパラメタリゼーションと呼ばれてお

り、メソスケールの降水モデルでは大気境界層の効果、放射の効果、また雲降水粒子の形成など

がパラメタリゼーションの対象となっている。放射と雲降水粒子の形成の効果（微物理過程と呼ば

れる）ももちろん重要であるが、当センターの陣容を考えた時、大気境界層における過程の研究

に焦点を絞ることにした。降水システムのもとは水蒸気であり、水蒸気は、飽和水蒸気圧が気温の

低下とともに急激に小さくなるため下層大気に多く含まれる。下層大気が降水システムの水蒸気

源であるが、大気の下層には大気境界層が広がっており、そこでは地面・海面と自由大気との間

の熱、運動量、水蒸気の交換が行われている。この下層大気の実態を観測から把握して、それが

降水システム、特に降水システムの開始にどのように関わっているかを明らかにすることが、大き

な目標であった。 

 

８．２ 結果の評価 

本報告書の「研究実施の概要」で記したように、所期の目標についていえば、十分には達成で

きたとはいえない。しかし、乾燥域、湿潤域を含む陸上の大気境界層について、実態を踏まえた

理解が大きく進んだと評価している。また、今後の方向についての明確な指針が得られたと考え

ている。 

本研究は、大気境界層と自由大気に広がる降水システムとの関係、すなわち、大気境界層と降

水システムの相互作用過程についての理解を深めることを目標とした。特筆すべき成果としては、

中緯度湿潤域における陸上の大気境界層構造について、特に、混合層の発達過程について、

観測とモデルの両面からのアプローチにより、理解を進めたという点が挙げられる。現在、大気境

界層と降水との関係についての解析を進めており、大気境界層における物理過程によって形成

された浅い対流雲が、その上の自由大気下層を湿らせていることが示されつつある。このような大
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気下部の湿潤化は、強く深い降水システムのためのpre-conditioningとなっていることが考えら

れるが、その具体的過程の解明は今後の課題である。中緯度では、熱帯とは異なり一般に風が

強く、局所的な現象は、メソスケール降水現象に対して大きな影響を示さない。しかし、局所的な

現象の総体としての影響はもちろん強いと考えられる。大気境界層が自由大気下部を広域に渡

って湿らせることは、湿潤域の拡大、水蒸気の広域移流にとって、一つの大きな要素である。この

部分の具体的過程の実証的研究は、今後の研究のひとつの大きな方向である。実際、地面の湿

潤の度合いを変えることにより、気候にどのような影響が現れるかについては、近年、いろいろの

モデル研究がなされるようになった。これらのモデルによる計算結果を、大気境界層と自由大気と

の関係についての「強い」実証的研究から批判・検証できるようにする必要があると考える。本プロ

ジェクトによって得られたデータは、そのための大きなステップとなる。 

 

８．３ その他 

研究予算の使途については、初期は観測機器に大きな予算をつぎ込んだが、それ以降はポス

ドクの雇用経費がもっとも大きな部分を占めた。ポスドクは研究の実質部分を担っており、本プロ

ジェクトにおいてもポスドクは大きく成長したと考えている。また ポスドクをふくめ研究室横断型で

研究を進めることができたため、相互交流を非常に良くできたことは特記してよいと考えている。こ

れも初期はそれぞれの班の交流が弱い面があったが会合を重ね成果の討議を積むこと、また観

測にそれぞれの班も協力したことにより、よくまとまるようになった。さらに多くの院生の参加も得た。

本プロジェクトは大学が主体となっており、大学は大きな教育義務を負っている。参加した多くの

院生は修士修了後就職したが、本プロジェクトにより多くの修士論文が書かれたことは大変嬉しい

ことである。 

研究予算の使い勝手については、CRESTの始まり時期には、使いやすい予算である、というこ

とが一つの売りであったと理解している。それが世の中の状況の変化から、手続きは途中から非

常に厳密化され、我々は大変とまどい、かつ混乱した。また大学の法人化などの動きと合わせ一

つのプロジェクト予算の中では旅費とその他との区分けが基本的には無くなる、など自由になった

反面、プロジェクト間の予算の壁は逆に高くなった。プロジェクトのためということを厳密にすると、

そのプロジェクトのみについては良いかもしれないが、その後の発展の基盤が無くなってしまう。

研究は、現在予算のついているものを重点的に行うことは当然であるが、それと同時にいろいろ

な試みを行うことが通常であり、これが次の研究テーマ提案につながる。このことをより重大視す

べきと考える。また大学法人化、諸団体の独立行政法人化は少なくとも形の上からは結果主義へ

の移行と考えていたが、実態はいわば「経過主義」ともいうべきものとなっている。掲げた目標、そ

れに沿った計画をその通りに実行し、提案通りの結果を着実に得ていることを示せ、という形にな

っている。これは研究を「定常業務」あるいは「仕様書による請負作業」と化するものである。これ

では野心的な試みはできない。CRESTでは初期に「失敗があっても構わないから大いに頑張って

欲しい」と言われた記憶があるが、実際の方向は逆方向と思えた。 

領域事務所との連絡もそれなりに密にするように心がけたつもりである。初期には他の用務の

出張帰りに事務所に立ち寄ったりもした。これは事務担当にプロジェクト遂行の実態を理解しても

らうことに意味があったと考えている。外国での観測研究のような現地対応、輸送手続きなどの事

務的作業の多い研究プロジェクトでは事務サイドの理解と協力は、トラブルを事前に察知し物事

をスムースに運ぶためには特に重要である。研究途中から事務サイドからの観測や外国でのワー

クショップへの参加が困難になったことは残念であった。 
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筆者（中村）は約10年前から中国での観測に関わってきているが、中国の発展には目をみはる

べきものがある。大都市は現代的になっているが、地方は国土改造のひどい状態とも言える中国

の現状が、観測点や地方気象台の視察でも分かり、中国事情の理解が進んだ。これは特に院生

には大きな教育効果があったのではないかと思う。 

筆者自身は主として熱帯亜熱帯域の降水システムの特性を衛星データを使って調べる、という

ことをやってきているが、本プロジェクトにより大気境界層を念頭において降水システムのデータ

を眺めることができるようになった。また若手が熱心に観測解析を進め、そして成果が挙がったこ

とを非常に嬉しく感じている。 

本プロジェクトは「水の循環系モデリングと利用システム」領域中の１研究プロジェクトであり、虫

明総括を始め、水事務所の関係者、またJST本部の関係者には、予算を含め様々な面でご支援

頂いた。個人名は省かせて頂くが、深く感謝申し上げる。 
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＜中国（寿県気象局）での観測＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロ波放射計の調整                  タワーでの温湿度計の検定作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地上マスト観測機器の保守作業              観測タワー10m部の観測機器 

 

 

＜南西諸島での観測＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エアロゾンデ観測（下地島空港）             ラジオゾンデ観測（下地島空港） 
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ドップラレーダによる降雨観測（沖縄本島）    観測機器（COBRA）のレクチャー（（独）情報通信研

究機構沖縄亜熱帯計測技術センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２回 日中合同ワークショップ （2004年4月、中国 合肥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 日中合同ワークショップ （2005年9月、名古屋大学） 
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第４回 日中合同ワークショップ （2006年9月、中国 北京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回領域シンポジウム （2006年10月31日、コクヨホール） 
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