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要旨
雲解像モデルは、海上で発生・発達する雲・降水システムの内部構造やその内部で起きて
いる力学、物理過程を理解するために非常に強力なツールである。多くの雲解像モデルは、降
水システム内の雲・降水を陽に表現するため、冷たい雨の過程を考慮したバルク法の雲微物理
パラメタリゼーションが用いられている。バルク法では、粒子の大きさ (粒径) によって雲粒子

(雲水、雲氷) と降水粒子 (雨、雪、霰、雹など) に分けて雲・降水を表現し、粒子の衝突、分裂、
成長などの雲微物理過程を解いている。このバルク法を用いた数値実験を行うことにより、観
測することが困難である雲内で起きている雲微物理過程を詳細に理解することができるように
なった。また、雲解像モデルの発展や計算機の発達により、高解像度による数値実験が可能に
なり、梅雨前線や台風、冬季日本海上の降雪雲といった時間的にも空間的にも広範囲に及ぶ降
水現象の理解が深まった。
この中でも、台風は水平スケールが数百キロメートルから 1000 キロメートルほどの雨、風と
もに非常に激しい大気現象であり、多くの深い対流雲とそこから広がる幅の広い上層の層状雲
から形成されている。これまで、レーダーや衛星データを用いた研究だけでなく、数値実験に
よる研究が多く行われてきた。近年、雲解像モデルを用いて、高解像度による数値実験が行わ
れるようになり、台風の中心付近やアイウォール、スパイラルバンドなどの詳細な構造や、形
成過程などが明らかにされている。スパイラルバンドは台風の特徴的な構造のひとつであり、
形成される場所によってインナーレインバンドとアウターレインバンドに分けられ、どちらも
強い降水をもたらすことが観測より明らかになっている。本研究では、インナーレインバンド
に着目し、その内部で起きている降水の強化過程、特に雲微物理過程に関して詳細に解析を行
うため、水平解像度 2km の雲解像モデルを用いて数値実験を行った。降水の強いインナーレイ
ンバンド内では、降水の混合比のピークが 0◦ C 高度の下だけでなく、上層にも見られた。0◦ C
高度より上の降水の多くは霰であった。また、雲水 (過冷却水滴) も多く存在していた。一方、
降水の弱いインナーレインバンド内には、霰の量が少なく、雲水も 0◦ C 高度より上にはあまり
存在していなかった。レインバンドの間には、雲水はほとんど存在しておらず、0◦ C 高度より
上には雲氷と雪が多く分布していた。インナーレインバンド内の強い降水は、0◦ C 高度より上

層にある霰によってもたらされていた。降水の強化には、冷たい雨の過程が大きな影響を与え
ていることが分かった。また、0◦ C 高度より上層に多くの雲水が存在していることが必要であ
ることも分かった。雲水が多く存在することにより、霰が多く生成され、霰によるライミング
が活発になることによって、インナーレインバンド内の降水が強化されていることが分かった。
このうち、霰によるライミングが、降水の強化に対して、最も重要な過程であった。
台風の中心近くでは、インナーレインバンドが同時に複数本観測され、しばしば 2 本のレイ
ンバンドが近接することがある。この時、一方のレインバンド内の降水が強化されることが観
測によって示されている。内側に位置するレインバンド (Band-I) 内の降水が強化されるメカ
ニズムは過去の研究で示されているが、外側に位置するレインバンド (Band-O) 内の降水の強
化に関しては、ほとんど示されていない。そこで、2 本のインナーレインバンドが近接する時、

Band-O 内の降水が強化されるメカニズムを明らかにした。Band-I が衰弱し始めた時、雪の生
成される量はあまり変化しないが、雪から霰へ成長する量が減り、0◦ C 高度より上にある雪の
量が多くなる。この雪が、対流圏中層で吹いている台風の中心から吹くアウトフローによって

Band-I から輸送される。Band-O 内において、雲水が 0◦ C 高度より下から上層へ供給されてい
ると、Band-I から輸送されてきた雪が雲水とライミングすることにより、霰に成長する。成
長した霰が、さらに多くの雲水が存在していると、その雲水とライミングすることにより成長
する。この過程によって、Band-O 内の固相水粒子が効率的に成長することによって、 Band-O
内の降水が強化されていた。これは、雪が種の役割を、雲水が雪の成長促進の役割をするシー
ダー・フィーダーメカニズムによるものだった。
このように、台風のインナーレインバンド内における降水の強化メカニズムや、2 本のレイン
バンドが近接するとき、外側のレインバンドの降水が強化されるメカニズムが明らかにされた
が、上層の雲の分布や一部のレインバンドにおいて降水の強さが弱いものがあった問題があっ
た。その要因として、対流圏上層に雲氷が過剰に分布してしまうため、雲頂高度の分布が観測
と一致していなかった。原因として、本究で用いた雲解像モデルに雲氷の落下速度が 0m s−1
であったことがあげられる。そこで、雲解像モデルに雲氷の落下過程を導入し、雲頂高度の分
布や降水過程に対してどのような影響があるかを調べた。雲氷の落下過程を導入することによ
り、雲氷の分布する高度が下がり、雲頂高度の分布や頻度分布が改善され、衛星による観測と
一致するようになった。また、地上の降水量や強度においても増加した。特に、台風内部のアイ

ウォールやインナーレインバンドなど深い対流雲によって形成されている場所の降水の強化へ
の影響が大きかった。降水が強化された要因として、レインバンド内で雲氷が落下することに
より、より低い層で雲氷から雪への成長が起きることにより、霰の種となる雪の量が低い層で
多くなったことがわかった。また、中心に近い位置にあるインナーレインバンドやアイウォー
ル内で生成された雲氷が落下することにより、落下しない時より雪の生成量が増える。その雪
が対流圏中層に吹くアウトフローによって外側にあるレインバンドへ運ばれ、そのレインバン
ド内で生成される霰の種となり、降水が強化された。
梅雨前線、冬季日本海上の降雪雲に関しても、同様の感度実験を行った。どちらのケースに
おいても、雲頂高度の分布が改善された。また、降水の強さにおいても、梅雨前線や冬季日本
海上で発生する日本海寒帯気団収束帯 (JPCZ) の降水が強化された。

目次
1

はじめに

1

2

数値モデルと数値実験の概要

6

3

台風のインナーレインバンドの降水強化メカニズム

10

4

降水システムに対する雲氷の落下過程の効果

16

5

考察

23

6

まとめ

27

謝辞

29

参考文献

30

表と図

34

1

はじめに
海上など、空間的、時間的に高密度な観測が困難な場所で、発生・発達する雲・降水現象の

理解は、雲・降水を陽に解くことができる雲解像モデルが用いられることにより、降水システ
ム内部の詳細な構造や力学過程、物理過程が理解されるようになった。特に、雲・降水の生成
や成長過程である雲微物理過程を詳細に解く雲微物理パラメタリゼーションの発展により、強
い降水をもたらすことがあるメソスケールの現象を数値実験で非常によく再現することが可能
となった。東アジア域において理解が深まった降水システムとして、梅雨前線、台風、冬季日
本海上の降雪雲などがある。これらの降水システムの中でも、台風に関する研究が広く行われ、
台風の内部構造や内部で起きている物理現象が、詳細に理解されるようになった。
台風のスパイラルバンドは、台風の特徴的な構造のひとつであり、強い降水をもたらす。スパ
イラルバンドは、形成される位置によって分類され、台風の中心近くに形成されるものをイン
ナーレインバンド、中心から数百キロメートル以上離れているものをアウターレインバンドと
いう。インナーレインバンドは、同時に複数本観測されることがあり、近接するレインバンドの
一方が発達し、もう一方が衰退することがある (Willoughby et al., 1984; May, 1996; Shimazu,

1998)。また、2 本のレインバンドが融合することも時々観測される (Willoughby et al., 1984)。
このように、複数本のインナーレインバンドの間では、互いに影響を与えていたり、相互作用
をしていることが考えられる。
台風のスパイラルバンドの研究は広く行われており (Simpson and Starrrett, 1955; Senn and

Hiser, 1959; Staff Members, Tokyo University, 1969; Jorgensen, 1984; Willoughby et al., 1984;
Powell, 1990 など)、台風の中心付近に形成されるインナーレインバンドの研究に関しては、
Willoughby et al. (1984) や Shibagaki et al. (2003) がある。Willoughby et al. (1984) では、2
本のインナーレインバンドが融合した stationary band complex (SBC) とアイウォールにおい
て、強い降水がもたらされていることを明らかにした。しかし、雲や降水の分布や降水が強化
されるメカニズムは述べられていない。Shibagaki et al. (2003) では、MU レーダー (Middle

and Upper Atomosphere Radar) を用いて、上陸後の台風を観測し、インナーレインバンドに
は幅の広いものと狭いものがあり、それぞれ形成される位置と寿命が違うことを示した。また、
上層で観測された雲は、シーダー・フィーダーメカニズムによって形成・維持され、層状域の降
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水に寄与していることを示唆した。Heymsfield et al. (2006) は、航空機に搭載したドップラー
レーダーを用いて、Tropical Storm/Hurricane Humberto のアイウォールや目に近い領域を観
測し、雲・降水粒子の形状や粒径分布を示した。アイウォール内の上昇流域やその周辺では、
小さい氷晶や凝集した大きな粒子が高い数濃度で分布しており、 霰は発達したインナーレイン
バンドで観測されたことを示した。また、大きな雨粒や霰は、凝集過程によって生成されてい
ることも示した。
このように、台風のスパイラルバンドであるアウターレインバンドやインナーレインバンド
の研究は多く行われているが、問題点も多い。航空機観測では観測時間が限られてしまうため、
形成・発達・維持・衰退のステージのうち、スパイラルバンドの限られたステージしか観測が
行えない。地上設置レーダによる観測では、地形などの外力により台風内部の力学場へ影響を
及ぼしてしまうため、最盛期の台風のスパイラルバンドの構造が台風の力学場に起因するもの
か、外力によるものなのか、わかりにくくなってしまう。そのため、海上にある最盛期の台風
のスパイラルバンド内の雲・降水粒子の分布や物理過程、特に雲微物理過程はまだ十分に理解
されていない。

Willoughby et al. (1984) や Shimazu (1998) が示したように、ハリケーンや台風の中心に近い
位置にはスパイラルバンドは複数本存在しており、しばしば二本のスパイラルバンドが近接す
ることがある。Willoughby et al. (1984) では、SBC が形成されると強い降水域になることが示
されている。一方で、SBC が形成されないとき、内側にあるスパイラルバンドの降水が強化さ
れることがある。May (1996) は、外側にあるスパイラルバンドが衰弱することによって、内側
のバンドへの下層のインフローが強化されることにより、対流が深くなり、降水が強化される
ことを示した。しかしながら、外側のスパイラルバンドの降水が強化されるメカニズムはほと
んど研究されていない。
数値モデルを用いた研究では、メソスケール対流系 (MCS) や台風のスパイラルバンド内の
対流雲を対象とした研究がある (Yamasaki, 1986; Nasuno and Yamasaki, 1997; Nasuno and

Yamasaki, 2001 など)。Yamasaki (1986) では 3 次元モデルを用いて、下層にあるコールドプー
ルと外側から吹き込む暖湿な空気によって形成された MSC が低気圧性の循環の方向に動くこと
によって形成されることを示した。しかしながら、この研究では温かい雨のパラメタリゼーショ
ンを用いていたり、水平解像度が 20km であるため、スパイラルバンド内の詳細な構造や降水
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の強化過程に関しては示されていない。Nasuno and Yamasaki (1997), Nasuno and Yamasaki

(2001) では高解像度の軸対称モデルを用い、風速がある程度強くなったときにメソ対流が外側
へ周期的に現れること、このシステムの対流雲により生じた台風の外側へ吹き出す冷気外出流
と中心へ向かって吹き込むインフローによって雲が定常的に生成されていることを示した。こ
れらの研究では、スパイラルバンド内の対流雲の発生や発達、スパイラルバンドの形成過程や
その形成メカニズムが明らかにされた。

Liu et al. (1997) は、冷たい雨の過程を用いた 3 次元モデルによって、ハリケーンの中心付
近の構造や力学について示した。水平解像度が 6km であったため、ハリケーン内の個々の雲
は解像できていない。台風内部の詳細なメソスケールの構造やスパイラルバンド内の降水過程
を解像するには、少なくとも 1-2 キロメートルの水平解像度が必要になる。近年、積乱雲一つ
一つを解像できるような高解像度による台風の数値実験が行われるようになっている。そのた
め、台風のスパイラルバンドの詳細な 3 次元構造やバンド内で起きている降水の強化プロセス
や Willoughby et al. (1984) で示されたような近接するスパイラルバンド間で起きている降水の
強化メカニズムはまだ十分に理解されていない。また、スパイラルバンドを十分に解像するこ
とができていないため、中心付近のスパイラルバンド間の関係に関する研究は行われていない。
このように、雲微物理パラメタリゼーションの発展によって、台風内部で起きている雲スケー
ルの現象の理解も深まってきているが、現在の雲微物理パラメタリゼーションに問題点がないわ
けではない。現在、雲微物理パラメタリゼーションで広く用いられているものは、水物質を粒子
の大きさ (粒径) によって雲粒子と降水粒子に分け、それぞれの中で液相の粒子 (雲水、雨) と固
相の粒子 (雲氷、雪、霰、雹など) にカテゴリ分けした冷たい雨のバルクパラメタリゼーションで
ある。雲・降水粒子の粒径は、降水過程において、粒子の落下速度や衝突併合過程などに大きく
寄与する。Lin et al. (1983) では、雲粒子の落下速度は、降水粒子の落下速度と比較して非常に
小さいため、0m s−1 とした。雲氷の落下速度を 0m s−1 にすると、ごく短時間の数値実験ではほ
とんど影響を与えないが、積分時間が長くなると雲氷が対流圏上層に過剰に分布するようにな
るため、雲からの放射量を正しく計算することができなくないことが知られている。雲氷の落下
速度を計算するために必要な雲氷の粒径分布 (PSD) は、航空機を用いた観測 (Heymsfield et al.,

2004; Heymsfield et al., 2007a) や、hydrometeor videosonde (HYVIS: Murakami and Matsuo,
1990) による観測により示されている。 Heymsfield et al. (2007a) や Heymsfield et al. (2007b)
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では、mass dimension と落下速度を関係づける係数があることが示された。また、Heymsfield

et al. (2007b) では、0.1mm 以下の平均直径の氷晶の落下速度は、約 0.5m s−1 ほどであったこと
が示された。Murakami et al. (1994b) は、HYVIS、hydrometeor video dropsonde(HYDROS)、
ドップラーレーダー、マイクロ波レーダーを用いて、冬季日本海上の降雪雲内の雲氷と過冷却
水滴の分布、雲微物理過程を示した。しかしながら、そこでは PSD と雲氷の落下速度の関係は
示されていない。
大部分の雲微物理パラメタリゼーションでは、水物質の落下速度は観測や実験データより定
式化されており、

Ux (Dx ) = αx Dxβx

(1)

で表されている。αx と βx は、実験式 Ux (Dx ) の係数であり、 Dx は水物質のカテゴリ x の直径
を示す。Dx を計算するため、Murakami (1990) や Ikawa and Saito (1991) では、雲氷の PSD を
指数分布で仮定した。Ferrier (1994) や Milbrandt and Yau (2005)、Straka and Mansell (2005)
では、雲氷の PSD を Marshall-Palmer 分布やガンマ分布で仮定して、雲氷の落下速度を計算し
ている。しかしながら、これらの研究では、さまざまな降水現象における降水の強さなどへの
影響に関してほとんど示されていない。

Hong et al. (2004) では、集中豪雨の事例を用いて、雲氷の落下過程の影響を調べた。そこで
は、雲氷で形成されている雲からの放射量と、長時間の積分では降水量に対して大きな影響が
あることを示した。Heymsfield et al. (2007b) では、Lin et al. (1983) のパラメタリゼーション
に雲氷の落下速度を導入したところ、Heymsfield et al. (2007a) の結果を用いると精度がよい
ことを示した。しかしながら、これらの研究では、様々な降水現象における降水強度や降水過
程における雲氷の落下過程の影響に関して、詳細な解析は行われていない。
本研究では、水平解像度 2km の数値実験の結果を用い、主に雲微物理過程に着目して、以下
のことを明らかにする。第 3 章では、台風のインナーレインバンド内で起きている降水強化の
メカニズムを示す。また、Willoughby et al. (1984) で示された近接するインナーレインバンド
の間で起きている、内側のレインバンドから外側のレインバンドへの影響を明らかにする。第

4 章では、雲微物理パラメタリゼーションの精度向上のため、東アジア域で見られる降水シス
テムである、台風、梅雨前線、冬季日本海上の降雪雲を対象とし、雲氷の落下過程を導入した
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感度実験を行う。そして、それぞれの降水システムの雲頂高度と降水強度に対する影響を示し、
それに至る過程を明らかにする。

5

数値モデルと数値実験の概要

2
2.1

数値モデル

本研究では、雲解像モデルの Cloud Resolving Storm Simulator (CReSS: Tsuboki and Sakak-

ibara, 2002) を用いた。CReSS は 3 次元非静力学の圧縮系モデルで、雲微物理過程には氷相を
含むバルク法を、サブグリッドスケールの乱流には 1.5 次のクロージャーモデルを用いている。
予報変数は、風の 3 成分、気圧、温位、水蒸気 (qv )、雲水 (qc )、雨水 (qr )、雲氷 (qi )、雪 (qs )、
霰 (qg ) の混合比と固相の粒子の数濃度である。本論文では、qc と qi の和を雲の混合比 (qC )、qr
と qs 、qg の和を降水の混合比 (qp ) と定義して用いる。

CReSS で用いられているバルク法は、Murakami (1990) と Murakami et al. (1994a) をベー
スにし、パラメータチューニングやいくつかの雲微物理過程を追加しており、水物質のカテゴ
リー間の相互関係を 図 1 に示す。水物質の混合比の時間発展方程式は、

∂ ρ̄qv
∂t

= Adv.qv + Turb.qv + ρ̄Src.qv

∂ ρ̄qx
= Adv.qx + Turb.qx + ρ̄Src.qx + ρ̄Fall.qx
∂t

(2)

(3)

と表される。ここで、式 (3) の下つき添え字 x は雲・降水の種類を表しており、雲水 (c)、雨水

(r)、雲氷 (i)、雪 (s)、霰 (g) がある。ρ は空気の密度である。また、Adv.qx 、Turb.qx 、Src.qx 、
Fall.qx は、それぞれ水物質の移流項、サブグリッドスケールの乱流による拡散項、生成・消滅
項、落下項である。
これらの式の生成・消滅項は以下のようになる。

Src.qv = −NUAV I − V DV R − V DV I − V DV S − V DV G

(4)

Src.qc = −NUFCI − NUCCI − NUHCI − CLCR − CLCS − CLCG
−CNCR + MLIC

(5)

Src.qr = V DV R + CLCR − CLRI − CLRS − CLRG + CNCR
6

+MLSR + MLGR − F RRG + SHSR + SHGR

(6)

Src.qi = NUAV I + NUFCI + NUCCI + NUHCI + V DV I − CLIR
−CLIS − CLIG − CNIS − MLIC + SPSI + SPGI

(7)

Src.qs = −SPSI + V DV S + CLCS + CLRS αrs + CLIS − CLSR (1 − αrs ) − CLSG
+CNIS − CNSG − MLSR − SHSR

(8)

Src.qg = −SPGI + V DV G + P GG + CLRI + CLIR + (CLRS + CLSR ) (1 − αrs )
+CNSG − MLGR + F RRG − SHGR

(9)

ここで、1 − αrs は、雨滴と雪の衝突によって生成する霰の割合である。 図 1 における、V DV C
は水蒸気と雲水間の蒸発・凝結を表しており、CReSS では Soong and Ogura (1973) の飽和湿
潤調整を用いている。式中の他の項の意味は 表 1 に示す。

2.2

数値実験の概要

第 3 章と第 4 章で行った数値実験の概要を示す。

2.2.1

台風の数値実験

この数値実験では、バージョン 2.0 の CReSS を用いて実施した。初期値として用いたデータ
は、2002 年 9 月 4 日 00UTC を初期時刻とする気象庁領域スペクトルモデル (JMA-RSM) の出
力データである。JMA-RSM は、静力学のスペクトルモデルで、水平方向には 20km、鉛直方
向には 1000hPa から 10hPa までの 20 層の気圧指定面の解像度をもつ。2002 年 9 月 4 日、最盛
期を迎えた台風 T0216 号 (Typhoon SINLAKU) が、沖縄周辺を通過した。この台風 T0216 号
は、12UTC に最も発達し、中心気圧は 955hPa、最大風速は 41.2m s−1 を記録し、21UTC まで
この勢力を維持した。
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14UTC に沖縄本島を通過中の気象庁レーダーによって観測された降水強度を 図 2 に示す。強
い降水をもたらすアイウォールや、複数のスパイラルバンドがはっきりとしており、よく発達
した台風であることがわかる。スパイラルバンド内の詳細な構造や雲微物理過程を明らかに
するため、水平解像度が 5km の数値実験 (T-5km) と、2km の数値実験 (T-2km) を実施した。

T-5km は、T-2km の初期値・境界値として用いたのみであり、解析では T-2km の結果のみ用
いた。T-5km と T-2km の計算領域は、それぞれ 図 3 の灰色実線、黒実線で囲まれた領域であ
る。また、格子数、計算の初期時刻、積分時間などを 表 2 に示す。T-5km の鉛直解像度は、最
下層を 200m とし平均 500m の格子間隔になるようにした。また、T-2km では、最下層を 100m
としモデル上端高度までにおいて平均 400m とした。

2.2.2

雲氷の落下過程を導入した感度実験

この数値実験では、バージョン 2.3 の CReSS を用いて実施した。雲氷の落下過程を導入する
ことにより、降水システムの雲頂高度と降水強度に対する影響を明らかにするために、0.1m s−1
という定数で雲氷の落下速度を設定した。この値は、Murakami et al. (1994a) で用いられてい
る雲氷の落下速度の式に、雲氷の平均粒径 0.1mm を代入して求めた。感度実験として、日本周
辺で見られる代表的な気象現象である、台風 (T)、梅雨前線 (B)、冬季日本海上の降雪雲 (S) の

3 ケースを実施した。
それぞれの数値実験で用いた計算領域を 図 3 、実験設定を 表 3 に示す。T ケースで初期値と
して用いた T-5km は、第 2.2.1 章で示した T-5km の実験のモデル上端高度を 26.5km に変更し
た。B, S ケースで用いた初期値データは、気象庁全球スペクトルモデル (JMA-GSM) である。

JMA-GSM は、静力学のスペクトルモデルで、水平方向には 20km、鉛直方向には 1000hPa か
ら 10hPa までのデータをもつ。鉛直解像度は、T ケースでは最下層を 100m、B、S ケースでは
最下層を 150m としてモデル上端高度までにおいて平均 500m の格子間隔になるようにした。
降水量や強度、降水の分布の解析を行うため、降水領域を Steiner et al. (1995) の方法を一
部変更して、対流域と層状域に分けた。この方法では、高度 3km のレーダーの反射強度の水
平分布と反射強度のピークの形状を用いて、降水領域を分割している。本研究では、レーダー
反射強度の水平分布を Murakami (1990) の方法を用いて、T ケースと B ケースでは高度 2km、
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S ケースでは高度 1km の降水の混合比より求めた。そして、その結果を用いて、Steiner et al.
(1995) により対流域と層状域に分けた。解析領域は、T ケースでは台風の中心から半径 300km
の範囲、B ケースでは梅雨前線の両側 150km の範囲、S ケースでは日本海上とした。
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台風のインナーレインバンドの降水強化メカニズム

3
3.1

インナーレインバンド内の降水過程

T-2km で再現された、14UTC における高度 2km の qp と風の分布を 図 4 に示す。ここで、イ
ンナーレインバンド (以下、レインバンドとする) は、高度 2km において長さが数十キロメート
ル、0.5g kg−1 以上の降水の混合比をもつ螺旋状に伸びる降水バンドと定義する。台風の中心を
取り巻くように複数本のレインバンド (図中の矢印) が、再現されている。また、台風の中心よ
り北東寄りの場所では、2 本のレインバンドが近接して存在している。 図 2 のレーダー画像と
比較してみると、レインバンドの幅やその内部に降水が集中している様子がよく再現されてお
り、地上の降水も強かった。

12UTC から 14UTC における、T-2km の結果を 図 5 に示す。qP の多いレインバンド (BandO) の内側に、qp の少ないレインバンド (Band-I) が 14UTC に見られる ( 図 5 c)。Band-I は、
12UTC では最盛期であったが、13UTC になると衰退し始め、14UTC には衰退した。それに対
し、Band-O は 13UTC から発達し始め、14UTC には最盛期となった。Band-O における強い降
水は 16UTC まで続き、17UTC には衰退を始めた (図なし)。本研究では、Band-O 内の強い降
水と、二本のレインバンドが近接しているとき、外側に位置するバンドの降水が強化されるこ
とに着目しているため、Band-O が最も発達した 14UTC と、発達中の 13UTC において解析を
行う。

Band-O が発達中である 13UTC における、高度 2km と 7km の qC と qp の分布を 図 6 に示す。
高度 2km において、Band-I と Band-O 内に qC と qp が多く存在しており、Band-O では qp の
ピークの近い場所に qC がある ( 図 6 a)。Band-I 内の qC と qp は Band-O 内のものより少なく、
分布形状も Band-O 内のようにシャープになっていない。高度 7km における qp は高度 2km よ
り多く、バンドの幅も広がっているが、qC は高度 2km より少ない ( 図 6 b)。高度 7km で、バ
ンドの幅が広がっているのは、qs が幅広く分布しているためである ( 図 7 )。レインバンド内に
は、qg が多く存在しており、特に高度 2km( 図 6 a) において qp が 1.0g kg−1 以上ある位置に集
中して分布している。

Band-O は下部から上部にいくにつれて中心より外側へ傾いており、強い降水がある部分の幅
が 10 数キロメートルから 20km ほどである ( 図 8 )。約 5.4km の高度に位置する融解層の下と上
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に qp のピークがあり、融解層より上にあるピークの方が qp が多い。また、qC はバンド内には
多く存在しているが、バンドとバンドの間では少ない。Band-O 内にある qC のピークは、0◦ C
高度より下層かつ Band-O の軸より内側にある ( 図 6 a, 8 )。その一方で、qp の多くは、Band-O
の軸より外側にある。衰退しつつある Band-I 内にある qC と qp は、他のバンド内のものより
少ない。6km より上層では、qC は特に小さくなっており、上昇流が弱いため、下層からの水蒸
気の供給量が少ないことが考えられる。Band-O では、qp のピークは約 7km の高度にある。ま
た、0◦ C 高度より上層に存在する qC も多い。これは、0◦ C 高度付近の上昇流が強いため、下層
からの qC の供給量が多いことが考えられる。
図 8 と同じ鉛直断面における降水のカテゴリ別の分布を 図 9 に示す。qs は、Band-O 内部ではバ
ンドの軸の外側より内側に多く存在しており、ピークは Band-I と Band-O の間にある。Band-O
には、qg が 2g kg−1 ほどあり、地上の降水の多い場所の上空に多く存在している。 Heymsfield

et al. (2006) において、レインバンド内に霰が存在していることが示されており、T-2km の結
果は妥当であることが示唆される。
次に Band-O が最盛期となった 14UTC におけるレインバンドの構造を示す。高度 2km と 7km
において、Band-I 内の qC と qp は、13UTC と比較して少なくなっている ( 図 6 , 10 )。高度 2km
において、Band-O の qp は 13UTC より最大で 2.5g kg−1 増えている。また、qp の多い場所の風
上側には qC が多い。高度 7km においても、qC 、qp 共に 13UTC の時より増えており、特に高
度 2km において qp が増加している上層に qC と qp のピークがある。これらのことより、レイ
ンバンド内で強い降水をもたらすためは、qC が 0◦ C より上の高度に多く存在していることが重
要であると考えられる。

Band-I 内において、qs は 13UTC の時と変化していないが、qg は減っている ( 図 11 )。Band-O
内には qg が多く存在しており、特に高度 2km において qp が 2.0g kg−1 以上の降水の強い場所
には qg が集中している ( 図 10 a, 11 )。バンド間には qs が多くあるが、qg はバンド内と比較す
ると存在している量は少ない。

14UTC になると、Band-O 内における 0◦ C 高度の上下にある qp のピーク値が 13UTC の時よ
りかなり多くなっている ( 図 8 , 12 )。また、Band-O 内の 0◦ C 高度付近の上昇流は強く、qC も
増加しており、降水も強化されている。Band-O 内の qp は、他のバンドより 1.0g kg−1 多くなっ
ており、qC も多くなっている。Band-I 内の qp は、13UTC と 14UTC ではほとんど変化してい
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ない。したがって、レインバンド内の強い降水には、冷たい雨の過程が大きな影響を与えてい
ると考えられる。

Band-O の発達期 (13UTC) と最盛期 (14UTC) における、qp の最大値を比較すると、高度 2km
では 1.2g kg−1 から 2.5g kg−1 に増加しているが、高度 7km では 0.5g kg−1 ほどしか変化してい
ない ( 図 6 , 10 )。動径方向の鉛直断面の 図 8 と 図 12 を比較し見てみると、降水の強い場所の

0◦ C より上層にある qp が増加している。0◦ C 高度付近の qC と qp の分布と量は、発達期と最盛
期では大きく異なっている。Band-O 内の qg が特に増えており、3.0g kg−1 から 5.0g kg−1 に増
加している ( 図 9 , 13 )。qs の変化量は非常に小さい ( 図 7 , 11 )。対照的に、Band-I 内の qp は、

0◦ C 高度より上で qC 、qs 、qg がほとんど増加していないため、13UTC から 14UTC にかけて変
化していない。したがって、0◦ C 高度より上層において、qg が増加することにより、レインバ
ンド内の降水が強化される。
レインバンド内の霰の生成過程や、降水の強化メカニズムを明らかにするため、雲微物理過程
に注目した。その中でも、雨、雪、霰が雲水を衝突補足する過程である CLCR 、CLCS 、CLCG
に注目した ( 図 1 )。

13UTC の 図 6 a 内の動径方向 A-A′ の鉛直断面における、注目した 3 つの衝突過程と雪から霰へ
の変換過程 (CNSG ) を 図 14 に示す。Band-O の軸より内側において、0◦ C より下層では CLCR ( 図

14 a)、0◦ C より上層では CLCS と CNSG ( 図 14 b, c) が起きている。CLCG は、Band-O の軸より
外側で起きている ( 図 14 d)。この時刻においては、Band-O 内では CLCR が最も大きな値となっ
ている。

Band-O が最盛期となった 14UTC の 図 10 a 内の動径方向 B-B′ の鉛直断面における、雲微物
理過程を 図 15 に示す。Band-O 内では、CLCR と CLCG が大きい ( 図 15 a, d)。Band-O の軸の
内側と外側には同程度の qs が分布しているが、CLCS はバンドの軸より内側で大きな値となっ
ている ( 図 13 , 15 b)。その一方で、qc は、Band-O の軸の外側より内側に多く存在している ( 図

10 )。 この qc がバンドの軸の内側における CLCS を大きくし、CNSG に大きな影響を与えるこ
とにより、雪から霰への成長に寄与している ( 図 15 c)。CLCS と CNSG のピークは、CLCG より
下にある。このことは、霰は CLCG のピークより低い高度で生成されていることを示しており、
雪は Band-O 内の上昇流によって上層へ輸送され、成長していることが考えられる。 図 12 よ
り、バンドの軸より内側にある qc は外側よりも多く、 CLCS も大きい。CNSG が大きくなるた
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めには、雲水が 0◦ C 高度より上層にかなり多く存在している必要がある。Band-I と Band-O 内
の CLCS と CNSG を比較してみると、どちらの値も同程度となっている。一方で、Band-O 内の

CLCG は、Band-I 内の CLCG の値より 3 倍ほど大きい 6.0×10−2 g kg−1 s−1 であった。0◦ C 高度
より上にある雲水の量を比較してみると、Band-I 内の qc は、Band-O 内のものより少ない ( 図

12 )。Band-I 内の 0◦ C 高度より上層では、大部分の qc が CLCS によって消費されるため、CLCG
が活発に起きるほど十分な量がない。したがって、スパイラルバンド内の降水強化には、0◦ C
高度より上に多量の雲水が存在していることが必要である。
スパイラルバンド内の降水の強化に影響がある過程を明らかにするため、発達期と最盛期に
おける雲微物理過程を比較する。Band-O における CLCR と CLCS は、13UTC から 14UTC に
かけて、1.0×10−3 g kg−1 s−1 増加している。これに対し、CLCG は、13UTC から 14UTC にか
けて 3.0×10−2 g kg−1 s−1 増加している。したがって、スパイラルバンド内の降水の強化には、

CLCG が最も影響を与えることが分かった。

3.2

雲水と雪のトラジェクトリー解析

3.1 節において、Band-O 内の降水強化は、霰の生成と成長過程が最も影響が大きいことを明
らかにした。本節では、Band-O 内で生成・成長する霰の元となる雲水と雪のソースを明らかに
する。13UTC に、Band-I と Band-O の間に多くの雪が分布している ( 図 7 ) が、雲氷から雪へ
の変換 (CNIS ) がバンド間ではほとんど起きていないため、この雪はバンド間で生成されたも
のではない ( 図 16 )。このことより、雪は他の場所で生成され、Band-O まで輸送されたことが
示唆される。Band-O 内で多くの霰を生成・成長させるために必要な雲水と雪がどこからもた
らされたかを明らかにするため、Golding (1984) の方法をもとにしたバックトラジェクトリー
解析を行った。バックトラジェクトリー解析で用いた式は、
1

n
xn− 2 = xn − (un (xn ) − F allqs
) · ∆t/2
1

1

n− 1

xn−1 = xn − (un− 2 (xn− 2 ) − F allqs 2 ) · ∆t

(10)
(11)

となる。ここで、x は座標、u(x ) は風のベクトル、n は時刻である。Fallqs は、雪の落下速度
であり、雪のバックトラジェクトリー解析でのみ用いる。バックトラジェクトリー解析では、
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T-2km の 14UTC から 12UTC の間の 5 分間隔で出力した結果を用いる。トラジェクトリーの初
期位置として、Band-O 内の CLCS と CNSG の値が大きい位置とし、高度は 5.7km( 図 17 内の

2)、6.1km(◦)、6.5km(△) とした。 雲水のトラジェクトリーは、12UTC において C1、C2、C3
の 3 つのグループに分けられる位置となった ( 図 17 a)。C1 は、12UTC から 14UTC にかけて、
螺旋状に吹いている水平風によって、Band-O に沿って移動している ( 図 5 )。また、Band-O の
内側のへりで起きている下層収束により作られた強い上昇流によって高度約 3km から上層へ
移動している ( 図 8 , 12 )。C2 は、13UTC では C1 と同じような位置にあったが、12UTC にな
ると Band-I と Band-O の間に位置していた。鉛直方向には、Band-I と Band-O の間にあった

12UTC から 13UTC にかけては、上昇気流が弱いたため、ほとんど変化しないが、Band-O 内
に入った 13UTC 以降は強い上昇流により、0◦ C 高度より上層へ移動した ( 図 8 , 12 )。C3 は、

13UTC には Band-I と Band-O の間にあり、12UTC には Band-I 内に移動して、水平方向には
大きく移動したが、鉛直方向の移動は小さかった。

C2 と C3 は、Band-I と Band-O では間の弱い上昇流ため鉛直方向にはほとんど移動せず、0◦ C
高度より下層で Band-O の内側より移流し、Band-O 内に入ると水平方向の移動に加えて鉛直方
向にも移動している。12UTC から 14UTC にかけて、Band-O に多量の水蒸気が移流し上昇す
ることにより、水蒸気から多くの雲水に凝結 (CNV C ) していた ( 図 18 )。スパイラルバンドの間
には、qc はほとんど分布していないため、バンド間では、水蒸気として存在していたことが考
えられる ( 図 8 , 12 )。したがって、Band-I から Band-O へ移動している時は、雲水の状態では
なく、水蒸気の状態であり、Band-O に入ってから水蒸気から雲水となったことが考えられる。

Band-O の発達期である 12UTC と 13UTC において、CNV C のピークは約 5.4km にある 0◦ C 高
度の近くへと上がっている ( 図 18 a-d)。最盛期の 14UTC になると、CNV C のピークは 0◦ C 高
度より上になった ( 図 18 e, f)。この CNV C のピークの上昇と、トラジェクトリーの移動や qc の
ピークの上昇はよく似ている ( 図 8 , 12 , 17 , 18 )。したがって、Band-O の内側のへりへの水
平移流と Band-O 内の上昇流は、霰の生成や成長に必要な多くの雲水の生成に寄与しているこ
とが分かる。
雪のトラジェクトリーは、すべて Band-O から Band-I へ移動した ( 図 17 b)。13UTC には、

Band-I の外側のへり、高度 7-8km に移動しており、この位置には qs が多く分布していた ( 図
9 )。12UTC には、すべてのトラジェクトリーが Band-I の中にあり、そのいくつかは降水が強
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い場所の上層にあった。雪は、Band-I と Band-O の間ではほとんど生成されず、スパイラルバ
ンド内の降水が強い場所の上層で主に生成されており、12UTC および 13UTC においてトラ
ジェクトリーはその場所付近に位置していた ( 図 16 )。したがって、Band-O に移流した雪は、

Band-I 内で生成された、もしくは存在していたものである。それが、0◦ C 高度より上層にある
台風の中心からのアウトフローによって移動した。この Band-I で生成または存在していた雪
が、Band-O 内の霰のもととなっている。
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降水システムに対する雲氷の落下過程の効果

4

第 3 章において、雲解像モデルを用いて、台風のインナーレインバンドにおける降水強化過
程を明らかにした。雲解像モデルを用いることにより、様々な降水現象の理解が深まってきた
が、雲解像モデル内の雲微物理過程には問題点も多い。この章では、問題点のひとつである雲
氷の落下過程を改善するため、雲氷の落下過程を導入することにより、降水システムの雲頂高
度と降水強度に対して、どのような影響を与えるかを、第 3 章の台風 (T ケース) の事例を用い
て感度実験を行った。雲氷の落下過程を導入したことにより、雲頂高度と降水強度の変化と、
変化した理由に関して、雲微物理過程に着目して、解析を行った。また、梅雨前線 (B ケース)、
冬季日本海上の降雪雲 (S ケース) においても、雲氷の落下過程の有無による影響を示す。

4.1

台風内部の降水と雲頂高度への影響

T ケースにおいて、雲氷の落下速度を導入したケース (T-FL) と導入していないケース (T-NF)
の違いが最も大きくなった 23UTC(計算開始から 20 時間後) の結果を用いて、雲氷の落下過程
のインパクトをここで示す。 図 19 に、赤外 (IR-1: 10.8µm) の黒体温度 (Tbb ) と降水強度の水
平分布を示す。ここで、Tbb は雲頂高度となる。観測された Tbb と降水強度は、それぞれ 2002
年 9 月 4 日 23UTC の Geostationary Meteorological Satellite(GMS) と気象庁レーダーのデータ
を用いている。シミュレーションの結果より Tbb を算出するために、Satellite Data Simulator

Unit(SDSU: Masunaga et al., 2010) を用いた。T-FL の雲頂高度は、明らかに T-NF より低く
なっている。GMS、T-FL、T-NF の Tbb の積算確率密度分布を 図 20 に示す。T-FL と T-NF で
は、-60◦C より低い上層雲の割合が過大になっている。-70◦ C より低温の雲頂高度の割合が、T-FL
では 10%、T-NF では 58%である。T-FL で再現された雲頂高度の分布は、T-NF より GMS-IR
の観測結果との整合性がとれている。したがって、雲氷の落下過程を導入することにより、雲
解像モデルの結果の雲頂高度は改善された。

4mm h−1 以上の降水と数十キロメートルの長さをもつスパイラルバンドが、23UTC におい
て、T-FL と T-NF ともによく再現されている ( 図 19 )。16mm h−1 以上の強い降水をもつスパ
イラルバンドの位置が、観測では台風の中心の南側にあるが、シミュレーションでは北側にあ
る。強い降水をともなうスパイラルバンドの位置は、観測とシミュレーションでは異なってい
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るが、大まかな構造については大きな差がないと考えられる。台風の中心と地上で強い降水が
ある位置を通る鉛直断面を 図 21 に示す。T-FL、T-NF ともに、バンドの幅が 10-20km、qP が

0.5g kg−1 以上あるスパイラルバンドが、中心から 120km と 200km 離れた位置にある。バンド
の幅や 0◦ C 高度より上における降水の分布など、シミュレートされたスパイラルバンドの特徴
は、第 3 章で示した結果や、過去の研究 (Black and Hallett, 1986; Powell, 1990 など) と一致す
る。T-FL におけるスパイラルバンド内の qP は、T-NF のものより大きい。二つの実験におけ
る qP の差は、0◦ C 高度より上で特に大きくなっている。0.05g kg−1 の qi のコンターの上端は、

T-FL では約 15km の高さであるが、T-NF では 17km にあるスポンジ層の下端に達している。
qi の最大値は、T-FL では約 11.5km、T-NF では約 13km にある。したがって、雲氷の落下過程
を導入することにより、雲頂高度が下がることが分かった。
次に、解析領域における対流域と層状域の積算降水量を、 表 4 内の T ケースに示す。T-ケー
スの対流域 ( 表 4 内の con.) では、計算経過時間の 5 から 21 時間までの積算降水量は、T-FL が

T-NF より多くなっている。層状域 ( 表 4 内の str.) では、計算経過時間の 5 から 15 時間までの
間は、T-FL が T-NF より多くなっている。その一方で、15 時以降の積算降水量は、T-NF の方
が T-FL より大きくなっている。降水が最も強くなった時間である 23UTC における、解析領域
内の平均降水強度を 表 5 の T ケースに示す。T-FL の平均降水強度は T-NF と比較して、対流
域では 2.65%大きく、層状域では 0.98%小さくなっている。この時刻は計算開始から 20 時間で
あり、T-FL の積算降水量の 15 時間以降の結果と同様に対流域では大きく、層状域では小さく
なっている。

4.2

降水強化が起こるメカニズム

雲氷の落下過程が降水を強化したメカニズムを明らかにするため、対流域の雲・降水の分布
とその成長過程の鉛直分布を T ケースの結果を用いて解析を行った。ここで、同じ高度におけ
る雲・降水の平均混合比の差を次のように計算する。

∆qx = qx (T-FL) − qx (T-NF)

(12)

第 4.1 で行った解析時刻と同じ 23UTC における、対流域の雲・降水の平均混合比の差の鉛
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直プロファイルを 図 22 に示す。∆qi が高度 10.6km より上で負、下で正の値となっている ( 図

22 a)。つまり、qi が、高度 10.6km より上では T-NF の方が多く、下では T-FL の方が多いこと
を示している。このことは、 図 21 で示された qi のピークの高度が下がったことと一致する。

T-FL では、対流圏上層の qi の減少は、雲氷の落下過程によってもたらされている。qs 、qg は、
それぞれ高度 8km、高度 6km より上で負、下で正の値となっている。これらのことより、qs と

qg のピークが T-FL では T-NF より低くなっていることが考えられる。また、5.4km にある 0◦ C
高度より上では ∆qs と ∆qg は共に正の値となっている。したがって、T-FL の qs と qg は、T-NF
より 0◦ C 高度の上の狭い層に集中している。0◦ C 高度より下層においても、∆qr は正となって
おり、T-FL の qr が T-NF より多い。これらのことより、0◦ C 高度の少し上の狭い層に、固相の
降水が増えることにより、効率的に溶けて雨となっていると考えられる。降水強度に対して固
相の降水が影響を与えていることは、Nomura et al. (2002) においても示されている。∆qi が高
度 10.6km より上、∆qs が高度 8km より上、∆qg が 0◦ C 高度付近、∆qr が 0◦ C 高度より下にお
いて、正の値になっていることは、雲氷の落下によって 10.6km より下の高度に qi が多くなっ
ていることが寄与していることがいえる。よって、雲氷の落下過程が地上の降水量の増加に影
響を与えていることが示された。
降水の強化過程を明らかにするため、降水粒子の成長過程に着目した。ここでは、CLCR 、

CLCS 、CLCG 、CNIS 、CNSG に着目した ( 図 1 )。CLCS 、CLCG 、CNSG のピークは、0◦ C 高度の
上にある ( 図 23 a, b)。このとき、多くの qc が 0◦ C 高度付近にあった ( 図 21 )。CNIS は、6.8km
と 9.5km の二つの高度にピークがある。CNIS の下側のピークは、CLCS 、CLSG 、CLCG のピー
クの少し上にある。霰の融解 (MLGR ) は、雪の融解 (MLSR ) より大きいため、対流域の降水強
度には雪より霰の寄与が大きい ( 図 23 c)。大きな MLGR は 0◦ C 高度より下の降水量に大きな影
響を与える。
雲・降水の混合比の差を示したのと同様に、∆ を T-FL と T-NF の雲微物理過程の変換率の
差に用いる。∆CNIS は、高度 9.3km を境に下では正、上では負になっている ( 図 23 e)。qi は

CNIS を求めるために重要な要素であり、高度 9.3km 付近では ∆qi は正の値となっている ( 図
22 a)。よって、∆CNIS がこの高度付近で正の値となっているのは、雲氷の落下の影響だと考え
られる。∆CLCR 、∆CLCG 、∆CNSG は、0◦ C 高度付近と下でかなり大きな正の値となっている

( 図 23 d, e)。しかしながら、高度 6.2km より上になると、∆CLCG と ∆CNSG は負になる。この
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ことは、0◦ C 高度付近に多くの qg が狭い層で、CNSG と霰のライミング (CLCG ) によって効率
的に霰が生成、成長していることを示している。第 3 章で示したように、降水の強化には霰の
ライミングが最も効果的であることを示した。 0◦ C 高度付近で ∆qg が正となっている ( 図 22 b)
ため、∆MLGR も正となっている ( 図 23 f)。0◦ C 高度より下では、∆qr が、MLGR と CLCR に
よって正の値となっている。このことは、雲氷の落下によって 10.6km より下の高度で雲氷の
量が増え、雲氷から雪へ効率的に変換されたことを示す。したがって、以上のような過程を経
ることにより、0◦ C 高度より下の降水量が増えた。
層状域における雲・降水の平均混合比の鉛直プロファイルは、対流域のものと非常によく似
ていたが、qc 、qr 、qg の量は、対流域のものと比較して、3 分の 1 の量であった (図なし)。0◦ C
高度より上では、∆qi は、対流域より層状域の方が大きくなっているが、他の雲・降水のピー
クの値は小さくなっている ( 図 22 , 24 )。∆qi と ∆qs は、高度 11km より下で正となっている。

∆qr と ∆qg は、対流域の結果と同じような分布をしているが、値は 3 分の 1 になっている。層
状域の ∆CNIS 、∆CLCS 、∆MLSR のピーク値は対流域より大きくなっているが、他の雲微物理
過程のピーク値は小さくなっている ( 図 23 , 25 )。層状域では、雲氷の落下過程は雪の生成に
影響をしていると考えられる。さらには、降水の強化に対して、層状域では霰ではなく、雪の
寄与が大きい。

4.3

インナーレインバンドの降水強化への影響

第 3 章で示した、2 本のインナーレインバンドが近接している時、外側のレインバンドの降
水が強化されるメカニズムを示した。このメカニズムが、雲氷の落下過程によりどのような影
響を受けるかを示す。 図 21 の時刻から 20 分後の 2320UTC において、同様の現象が見られた。
図 21 内の中心から 120km の位置にあるレインバンドの外側に、発達しているレインバンドが
形成され、降水が強くなった。その時における、降水の各カテゴリの混合比、CLCS 、CNSG 、

CLCG の鉛直断面を 図 26 に示す。台風の中心から 140km 付近に発達しているレインバンドが見
られる ( 図 26 a, e)。T-FL と T-NF を比較すると、T-FL の方が降水が強くなっており、5.6km
付近にある 0◦ C 高度より上に qc と qg が多く存在している。T-FL では、多くの qg が存在して
いる位置の内側には、多くの qs が近接して存在している。その一方で、T-NF では、qg はあま
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り存在しておらず、qs の分布している位置もやや離れている。これは、対流域における qg や層
状域における qs と同様の結果となっており ( 図 22 , 24 )、雲氷が落下することによりより低い
高度で雪が生成されているためと考えられる。
レインバンド内の降水の強化に対して、大きく寄与する CLCS 、CNSG 、CLCG に着目し、T-FL
と T-NF を比較する。どの微物理量においても、T-FL の方が T-NF より大きくなっている ( 図

26 b, c, d, f, g, h)。T-FL では、降水が強化されているレインバンドの内側に qs が存在してお
り、霰の種となる雪のレインバンド内への輸送量が多くなっている。CLCS と CNSG によって、
雪から霰への成長が起きているためである。T-NF では、qs が少ないため、これら二つの微物
理量は小さい。したがって、T-FL と T-NF の霰の生成量に差が生じ、降水の強化に対して最も
影響を与える粒子である qg に差がでている ( 図 26 a, e)。さらに、qg の量が少ないため、降水
の強化に対して最も効果的な CLCG が T-NF ではほとんど起きておらず、T-FL の降水の強さと
の差が大きくなっている ( 図 26 d, h)。したがって、雲氷の落下過程は 2 本のレインバンドが近
接する時、外側のレインバンド内の降水をより強化すると考えられる。

4.4

他の降水システムの雲頂高度と降水への影響

雲氷の落下過程は、台風内部の降水量や降水強度を強化し、雲頂高度の分布などを改善する
ことが分かった。台風だけでなく、梅雨前線 (B ケース) や冬季日本海上の降雪雲 (S ケース) の
雲頂高度、降水量、降水強度に対する影響をこの節で示す。

4.4.1

B ケース

B-FL ケースにおいて、解析領域内で平均降水強度が最大となった 12 日 03UTC(計算開始か
ら 9 時間後) における、Tbb と降水の水平分布を 図 27 に示す。なお、シミュレーションの結果
において、観測データとの位置のずれがあったため、衛星データ (Multi-functional Transport

Satellite: MTSAT) と気象庁レーダーのデータは、シミュレーションの結果と位置が一致する
12 日 01UTC のデータを用いた。B-FL と B-NF では、梅雨前線の特徴的な構造である、下層の
qv や温位の南北勾配、下層ジェット (Matsumoto et al., 1971) が、再現されていた。シミュレー
ションの結果では、雲頂高度のピークが観測データより高くなっている。B-FL と B-NF の雲頂
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高度を比較してみると、梅雨前線帯の北西部にある降水域では、-40◦ C より低い領域が B-NF よ
り狭くなっている ( 図 27 b, c)。

B-FL、B-NF 共に、16mm h−1 以上の強い降水の分布は、観測とよく似ている。観測では梅
雨前線の北側 ( 図 27 a 内の X) に強い降水域があるが、シミュレーションでは、再現されていな
い。図の北東象限にある強い降水域では B-FL の降水が B-NF より強いが、他の場所では B-FL
と B-NF の降水の分布の違いはそれほど大きくない。

MTSAT、B-FL、B-NF の解析領域における Tbb の積算確率密度分布を 図 28 に示す。Tbb が60◦ C より低い上層の雲の割合は、MTSAT ではほとんど存在していないが、B-FL で 1.9%、B-NF
で 3.2%であった。梅雨前線帯内で Tbb が-30◦C より低い上層雲の割合は、雲氷の落下過程を導入
することにより、3%ほど少なくなった。B-FL の雲頂高度の分布は、わずかではあるが、B-NF
より MTSAT-IR の観測結果に近いものとなっている。

4.4.2

S ケース

これまでの 2 ケースと同様に、S-FL の解析領域において降水強度が最も強くなった 12 月 31
日 22UTC(計算開始から 10 時間後) の結果を示す。この時刻において、日本海寒帯気団収束帯

(JPCZ; 浅井, 1988) や、Longitudinal mode (L-mode) の雲バンドといった、日本海上で発生す
る降雪雲が再現されている ( 図 29 b, c)。日本海の中央部や南部では、L-mode の雪雲は再現され
ているが、北部ではほとんど再現されていない。L-mode、JPCZ の雲の Tbb は、S-FL と S-NF
ではほぼ同じであり、それぞれ約-20◦C と-33◦ C である。この結果は、MTSAT-IR による観測
結果と一致していた。S-NF では、北日本の日本海沿岸部に Tbb が-40◦ C より低い場所が存在す
るが、観測や S-FL では存在していない ( 図 29 )。

S-FL、S-NF ともに、降水域は観測より狭くなっており、特に陸上においてその傾向が顕著に
なっている。地上における降水を比較してみると、JPCZ の雲の下に位置する敦賀 ( 図 29 内の

◦) では、観測は 4.0mm h−1 、S-FL は 3.7mm h−1 、S-NF は 3.6mm h−1 であった。また、L-mode
の雲の下に位置する高田 ( 図 29 内の 2) では、観測は 3.0mm h−1 、S-FL は 3.5mm h−1 、S-NF
は 3.5mm h−1 であった。したがって、JPCZ と L-mode の雲の下の降水量は、S-FL、S-NF と
もによく再現している。

31 日 22UTC の MTSAT、S-FL、S-NF の日本海上における Tbb の積算確率密度分布を 図 30 に
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示す。Tbb が-22◦ C より低い深い対流雲の割合は、S-FL は 7.7%、S-NF は 11.1%であり、S-FL
は観測データとよく一致している。一方で、Tbb が-20◦C より高い浅い対流雲の割合は、両シ
ミュレーションの結果とも、観測データより小さくなっている。日本海上の浅い対流雲の雲頂
高度は、-20◦C±3◦ C である (Murakami et al., 1994b)。この結果は、雲氷の落下過程を導入す
ることによって、雲頂高度が改善されたことを示唆する。

4.4.3

降水強度と降水量への影響

B ケースと S ケースの解析領域内における、対流域と層状域の積算降水量を 表 4 に示す。B
ケースでは、雲氷が落下することによる影響が見られ、対流域 ( 表 4 内の con.) の積算降水量が

B-FL の方が B-NF より多くなっている。層状域 ( 表 4 内の str.) では、計算経過時間の 5 から 15
時間までの間は、B-FL が B-NF より多くなっている。S ケースの対流域では、S-FL と S-NF の
の積算降水量の差はほとんどなく、層状域では、S-FL が S-NF より少なくなっている。B ケー
スにおける梅雨前線や、S ケースの降雪雲は、それぞれ計算開始から 15、10 時間後に衰弱をし
始めた。降水システムが衰退期になると、FL ケースの層状域の積算降水量は NF ケースより小
さくなる。
それぞれのケースにおいて、降水が最も強くなった時間における、解析領域内の平均降水強度
を 表 5 に示す。B ケースでは、B-FL の平均降水強度は B-NF と比較して、対流域では 4.38%、
層状域では 11.8%大きくなっている。S ケースは、他の 2 ケースと違い、S-FL と S-NF の差は
非常に小さい。しかしながら、S-FL と S-NF の JPCZ 上の降雪雲の平均降水強度を比較してみ
ると、S-NF より S-FL の方が 1.46%大きくなっている。したがって、雲氷の落下過程は、日本
海上の降雪雲に対しての影響はほとんどないと言える。これらの結果と T ケースでの降水量や
降水強度の結果より、雲氷の落下過程は、特に強い対流を伴う降水システムに対して、影響が
あることを示唆する。
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5

考察
水平解像度 2km の雲解像モデルを用いて、海上で最盛期となった Typhoon SINLAKU を再

現し ( 図 2 , 4 )、インナーレインバンド内の構造、降水の強化メカニズムを明らかにした。
インナーレインバンド内の強い降水は、0◦ C 高度より上にある多量の qg がもたらしていた。本
研究で解析を行った 2002 年 9 月 4 日において、Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
衛星が、最盛期であった Typhoon SINLAKU を 0705UTC に一度だけ観測した。TRMM の観
測では、発達中のインナーレインバンド内の 0◦ C 高度より上には、多量の過冷却水滴や固相の
降水が存在していた。しかしながら、この時間に観測されたスパイラルバンドは、Band-I や

Band-O と異なるが、発達中や最盛期のバンド内の雲・降水の分布は同様であると考えている。
Nomura et al. (2002) では、インナーレインバンド内における降水強化メカニズムに関して、
温かい雨と冷たい雨のパラメタリゼーションを用いて比較を行い、冷たい雨のパラメタリゼー
ションを用いた方が、降水が強化されることが示された。温かい雨のパラメタリゼーションで
は、0◦ C 高度より上で降水粒子による衝突併合がほとんど起きていないため、多量の qc が対流
圏上部に輸送されてしまい、蓄積してしまうことが原因であることが述べられている。したがっ
て、Nomura et al. (2002) は本研究の結果の妥当性を支持している。

13UTC において、CLCS と CNSG は、Band-I と Band-O ではそれほど大きな差はなかった
( 図 14 b, c)。しかしながら、Band-I 内の CLCG がかなり小さかったため、Band-I 内の降水は、
Band-O より弱かった。Band-I と Band-O の CLCS と CNSG の起きている位置を比較すると、
Band-O ではバンドの軸より内側にある。Band-I では、qs がバンド内に幅広く分布しているた
め、CLCS と CNSG もバンド内で幅広く起きていた ( 図 9 )。バンドの軸周辺で CNIS が起きて
いたため、多くの雪が Band-I 内で生成されていた ( 図 16 )。雲氷の落下過程があると、低い高
度で CNIS が強化され、より多くの雪が生成されることになる ( 図 23 b, e)。Band-I 内の 0 ◦ C
高度より上では、雲水の大部分が CLCS と CNSG で消費されてしまうため、霰の生成と成長に
はほとんど使われていない。
一方で、13UTC の Band-O 内には、雲水が 0◦ C 高度より上に多く存在していた ( 図 8 )。Band-O
内の CLCS と CNSG は Band-I のものより大きくなっている ( 図 14 )。発達中のインナーレイン
バンド内の多量の霰の分布と生成は、Heymsfield et al. (2006) でも示されてる。14UTC になる
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と、より多くの雲水が Band-O 内の 0◦ C 高度より上に供給されたため ( 図 12 )、CLCG がかなり
大きくなった ( 図 15 d)。加えて、qc が 13UTC の時より高い高度で多く存在してたため、CLCS
と CNSG もより高い高度で起きていた。CLCG の強化には、インナーレインバンド内の 0◦ C 高
度より上に多量の雲水が存在していることが重要である。

Band-O 内の雲水の供給には、多量の水蒸気と雲水が Band-I または台風の中心付近から BandO へ移流されていた。インナーレインバンドの間には、多くの水蒸気が存在している。水蒸気
は、Band-O の下層から上昇流によって供給されているのだけでなく、Band-O の内側の側面に
おいて Band-I から移流してきたものもあった。このように供給されている水蒸気が、Band-O
内における多量の雲水生成の重要な役割をしていた。

Band-O の発達前において、0◦ C より上の高度では多量の雪が Band-I 内で生成され、qs が増
加していた ( 図 14 b, 16 )。雪の落下速度は霰より小さいため、霰に成長したり、0◦ C 高度より
下に落下する以前に中層に吹いているアウトフローによって、雪は Band-I からバンド間に輸送
され、幅広く分布していた ( 図 7 , 9 )。Black and Hallett (1986) において、バンド間に雪が分
布していることが報告されており、本研究の結果の妥当性を示している。Band-I 内で生成され
た雪は、中層に吹くアウトフローによって Band-O の内側のへりへ輸送されていた ( 図 12 )。雪
は、バンドの間には雲水が少量しかないため、ほとんど生成されていない ( 図 6 , 16 )。Band-O
では、中層のアウトフローによって移流した雪が、霰を生成するための種の役割をしていた。
一方で、雪はインナーレインバンドの軸から外側のへりにかけての位置で多く生成されていた。
これらのことより、Band-O 内で生成される霰の種となる多量の雪は、Band-I から輸送されて
いたことを強く示唆する。
インナーレインバンド内の雲と降水の分布は、 Black and Hallett (1986) や Heymsfield et al.

(2006) によって示された発達中のハリケーンの観測事例と一致していた。スパイラルバンド間
で起きている相互作用は Willoughby et al. (1984) や May (1996) などによって観測されている
が、その相互作用のメカニズムや過程を理解することは難しい。特に、スパイラルバンド内で
起きている雲微物理過程を観測することは大変困難である。雲解像モデルを用いることにより、
インナーレインバンド内で起きている雲微物理過程と Band-I からの影響による Band-O 内の降
水強化メカニズムを明らかにすることができた。
雲氷の落下速度を導入することにより、台風 (T ケース)、梅雨前線帯 (B ケース)、冬季日本海
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上の降雪雲 (S ケース) の事例において、Tbb の水平分布や頻度分布が改善された。B と S ケース
では、強い降水域における雲頂高度は改善されたが、FL と NF ケース共にモデルによって再現
された雲域が MTSAT による観測より狭かったため、頻度分布が観測より小さくなってしまっ
た。それに対し、T ケースでは、雲頂高度と頻度分布共によく改善された。今回導入した雲氷
の落下速度と T ケースの解析領域における対流域、層状域の平均上昇流を比較してみると、層
状域における上昇流はほとんどの高度で 0.1m s−1 より小さく、対流域の上昇流は約 9km より下
では大きく、上では小さくなっている ( 図 31 )。しかしながら、T-FL の上層雲 (Tbb < -60◦C) の
頻度は GSM による観測よりかなり大きかった ( 図 20 )。T-FL の中層雲 (-45◦ C< Tbb < -10◦C)
の頻度は GSM による観測より小さかった。このことは、今回導入した 0.1m s−1 の落下速度が
小さいため、-60◦ C 高度より上層の雲氷の量が十分に減っていないことを示唆している。

B と S ケースの降水の強さと分布は、レーダーと比較して、あまりよく再現できなかった ( 図
27 , 29 )。B ケースにおける降水域は、観測では見られる 図 27 a の降水域 X を除き、おおむね再
現されていた。B-FL では、ごく狭い領域であるが降水域が再現された ( 図 27 b)。この結果は、
導入した落下速度が小さいため、降水の強さや分布の再現性が不十分であったことを示唆してい
る。実際に、本研究で導入した雲氷の落下速度は、過去の研究 (Ferrier et al., 1995; Heymsfield

et al., 2007b など) より小さい値であった。雲頂高度や降水強度、降水分布を現実的に再現する
には、PSD に基づいた適切な雲氷の落下速度を研究し使用する必要がある。
雲氷の落下過程を導入することにより、領域平均の降水量が T と B ケースの対流域で増加し
た。T ケースの 23UTC、B ケースの 12 日 03UTC、S ケースにおける JPCZ の 31 日 22UTC に
おいて、領域平均の降水が強化された。しかしながら、S ケースでは、降水強度はほとんど変
化しなかった。日本海上の降雪雲は、浅い対流によって形成されるが、JPCZ は深い対流の雲
によって形成されている。このことから、雲氷の落下過程は、深い対流雲の降水を強化するこ
とに大きな影響を与えることが考えられる。FL ケースでは、降水量の増加と降水強度の強化
は、雲氷の落下によって、NF ケースより低い高度に集中して分布するにより、固相の降水へ
成長することによってもたらされていた。B ケースや S ケースの JPCZ における降水の成長過
程の鉛直プロファイルは、T ケースのプロファイルと似ていた (図なし)。B ケースと S ケース
の JPCZ における降水の強化は、T ケースと同様のメカニズムによってもたらされていると考
えられる。
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雲氷が落下することにより、雲氷は対流圏上層 (例えば T ケースでは高度 9.3km 以下) に集中
した。平均上昇流が 0.1m s−1 より小さくなる高度は、約 9.0km より上層であり ( 図 31 )、∆ qi
が正の値になるのもこの高度付近であった ( 図 22 a)。上昇流または上層から落下してきた雲氷
は、この高度付近で集中して分布し、CNIS により雪が生成される。雲氷が集中して分布する
高度が低くなると、雪が生成される高度が下がる。対流域では、降水粒子を効率的に成長させ
る役割をする雲水が上昇流により、下層から継続して供給されることにより、雪から霰に成長
していく。そのとき、多量の雲水があると、ライミング (CLCG ) によって霰がより大きく成長
する。雪による雲水の衝突併合より、霰による衝突併合の方が、降水の強化に対して大きく影
響を与えるため、FL ケースの対流域の降水量は増加した。また、落下速度は衝突率を決める上
で重要な要素のひとつとなっている。雲氷の落下過程を導入することにより、雲氷から降水粒
子への成長が狭い層で効率的に起きることができるようになった。
雲氷の落下過程は、T ケースにおける層状域の雪の生成に寄与していたと考えられる ( 図 25 )。
しかしながら、層状域の CNSG は、雲水が十分に存在していないため、それほど起きていない。
層状域の CNSG が小さいことは、2 本のレインバンドが近接している時、外側のレインバンド
内で生成される霰の種となる雪の外側のバンドへ移流する量を増やし、外側のレインバンド内
の降水強化に影響を及ぼしていると考えられる。表 4 と 表 5 で示されたように、降水の強化は
層状域ではほとんど見られなかった。S ケースでは、雲氷の落下過程を導入したことにより、降
水が減少した。これは、浅い対流雲内の雪が対流域で降水として地上まで落下してしまったた
め、対流域から輸送された雪の量が FL ケースでは減ったためと考えられる。また、雪は層状
域ではほとんど生成されていない影響もあると思われる。雪の遅い落下速度は、地上の降水量
に影響をほとんど与えないと考えられる。
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6

まとめ
雲解像モデルを用いて、台風のインナーレインバンド内で起きている降水強化メカニズム

と、インナーレインバンドが 2 本近接するとき、外側のレインバンド内の降水強化過程に対す
る内側のレインバンドの影響を明らかにした。また、使用した雲解像モデルの雲微物理過程に
雲氷の落下過程 (落下速度 0.1m s−1 ) を導入し、台風、梅雨前線、冬季日本海上降雪雲の事例を
用いた感度実験を行った。感度実験の結果より、降水システムの雲頂高度と降水強度、降水量
に対する影響を示した。
台風のインナーレインバンドでは、バンドの軸より内側に雲が存在し、外側に降水が多く存在
していた。特に、強い降水がある場所では、0◦ C 高度付近に多くの雲水があった。スパイラル
バンド内の強い降水は、0◦ C 高度より上にある固相の降水粒子によってもたらされており、特
に降水の強化には霰が重要な役割を果たしている。多量の霰は、バンドの内側にある多量の雪
がバンド内へ移流し、0◦ C 高度より上に雲水が多量にある時、雪がライミングすることにより
成長するだけでなく、霰も成長していた。スパイラルバンド内の降水強化には、冷たい雨の過
程が重要であり、特に霰によるライミングが最も影響があった。
インナーレインバンドが 2 本近接するときに、外側のレインバンドの降水が強化されるメカニ
ズムの模式図を 図 32 に示す。内側にある衰退しているレインバンドで、0◦ C 高度より上にある
雲水量が減少したため、雪から霰への成長がほとんどできなくなる。そのため、対流圏中層に
ある台風の中心から吹くアウトフローにより、内側のレインバンド内にある雪が外側のレイン
バンドへと輸送される。発達・成熟期になる外側のレインバンド内では、下層から多量の雲水
や水蒸気が 0 ◦ C 高度より上に供給されており、レインバンド内へ輸送された雪を霰に成長させ
る。成長した霰が、さらにライミングすることにより成長し、強い降水をもたらしている。し
たがって、スパイラルバンド内の強い雨は、0◦ C 高度より上でバンドの内側のエッジ部でシー
ダー・フィーダーメカニズムが起きることにより、もたらされていた。また、このメカニズム
は、雲氷が落下することにより強化された。
雲微物理パラメタリゼーションに雲氷の落下過程を導入することにより、台風、梅雨前線、冬
季日本海上で見られる JPCZ といった、深い対流を伴う降水システムにおいて、降水量と降水
強度が数パーセント増加した。その一方で、日本海上の浅い対流で形成される降雪雲では、降
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水の強化はほとんどなかった。このことは、雲氷の落下過程は、活発な対流雲に対して影響を
与えることを示唆した。雲氷が落下することにより、降水システムの雲超高度が改善された。
雲氷が落下し、10km より下の高度で多く分布することによって、雲氷の成長過程が促進され、
雪や霰への成長が効率的に行われるようになった。そのため、固相の降水粒子が 0◦ C 高度より
上で増加した。したがって、固相の降水粒子、特に対流域における霰が、効果的に 0◦ C 高度よ
り下の降水強化に寄与した。
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表 1: 雲微物理過程における記号。

記号

内容

NUAvi

昇華核形成

NUFci

凍結核形成

NUCci

接触凍結核形成

NUHci

均質凍結核形成

SP

2 次氷晶生成

VD

水蒸気の昇華、凝結、蒸発

CL

衝突捕捉

PG

他の水物質との衝突付着による霰の成長

AG

凝集

CN

あるカテゴリーから他のカテゴリーへの変換

ML

融解

FR

凍結

SH

水の剥離

SP N

数濃度に関する 2 次氷晶生成

CLN

数濃度に関する衝突捕捉

AGN

数濃度に関する凝集

CN N

数濃度に関するあるカテゴリーから他のカテゴリーへの変換

F RN

数濃度に関する凍結
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表 2: T-5km, T-2km の設定。
格子数

上端高度

初期値データ

計算開始時間

積分時間

T-5km

443 × 443 × 43

21.5km

JMA-RSM

2002 年 9 月 4 日 00UTC

24 時間

T-2km

743 × 743 × 38

15.2km

T-5km

2002 年 9 月 4 日 10UTC

9 時間

表 3: T, S, B ケースの設定。
ケース

格子数

上端高度

初期値データ

開始時刻

積分時間

T

743 × 743 × 48

24 km

T-5km

2002 年 9 月 4 日 03UTC

21 時間

B

723 × 703 × 43

21.5 km

JMA-GSM

2008 年 6 月 11 日 18UTC

24 時間

S

651 × 661 × 30

14 km

JMA-GSM

2007 年 12 月 31 日 12UTC

15 時間
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表 4: 各解析領域内における平均積算降水量 (mm)。
計算経過時間 (h)

T ケース con.

str.

B ケース

con.

str.

S ケース

con.

str.

JPCZ

con.

str.

5-10 10-15

15-

合計

FL

20.0

20.3

21.5

61.8

NF

19.7

20.1

21.1

60.9

FL

5.4

6.1

5.6

17.1

NF

5.3

5.7

5.9

16.9

FL

53.2

48.7

26.3 128.2

NF

54.9

45.2

21.9 122.0

FL

18.3

20.8

5.2

44.3

NF

17.8

19.1

7.3

44.2

FL

9.6

3.9

13.5

NF

9.6

3.9

13.5

FL

4.7

1.8

6.5

NF

5.1

2.1

7.2

FL

16.9

8.9

25.8

NF

16.8

8.9

25.7

FL

8.0

4.1

12.1

NF

8.0

4.0

12.0
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表 5: 各ケースにおいて最も降水の強かった時間における、解析領域内の平均降水強度 (mm

h−1 )。時間は、T ケースは 23UTC、B ケースは 12 日 03UTC、S ケースは 31 日 22UTC。
FL
T ケース con.

B ケース

S ケース

JPCZ

NF

11.6 11.3

str.

0.46 0.47

con.

16.7 16.0

str.

1.99 1.78

con.

2.90 2.91

str.

0.62 0.62

con.

5.55 5.47

str.

0.93 0.90
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図 1: バルク法の雲微物理過程の相互関係。点線で囲われた部分が、追加しした雲氷の落下過
程である。
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図 2: 2002 年 9 月 4 日 14UTC における気象庁レーダーによって観測された降水強度。
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図 3: 本研究における計算領域。T-5km (灰色実線)、T-2km 及び T (黒実線)、B (黒点線)、 S

(黒破線) である。
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図 4: 14UTC における高度 2km の qp と風ベクトルの分布。
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図 5: (a) 12UTC、(b) 13UTC、(c) 14UTC における高度 2km の qp と風ベクトルの分布。
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図 6: 13UTC における、qC (コンター) と qp (陰影) の (a) 高度 2km と (b)7km の分布。コンター
は 0g kg−1 (青)、0.3g kg−1 (オレンジ)、0.6g kg−1 (赤)、0.9g kg−1 (黄) である。
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図 7: 13UTC における、高度 7km の qs (陰影) と qg (コンター) の分布。コンターは 1.0g kg−1
間隔。
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図 8: 13UTC における、 図 6 a の A-A′ に沿った鉛直断面の qC (黒実線) と qp (陰影) の分布。qC
のコンターは 0.3g kg−1 間隔。白色破線は 0◦ C 高度を示す。ベクトルは断面に沿った方向の台
風の中心に対する相対風。
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図 9: 13UTC における、 図 6 a の A-A′ に沿った鉛直断面の qr (破線)、qs (実線)、qg (陰影) の分
布。qr のコンターは 0.4g kg−1 間隔、qs のコンターは 0.3g kg−1 間隔。
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図 10: 14UTC における、qC (コンター) と qp (陰影) の (a) 高度 2km と (b)7km の分布。コンター
は 0g kg−1 (青)、0.3g kg−1 (オレンジ)、0.6g kg−1 (赤)、0.9g kg−1 (黄) である。
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図 11: 14UTC における、高度 7km の qs (陰影) と qg (コンター) の分布。コンターは 1.0g kg−1
間隔。
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図 12: 14UTC における、 図 10 a の B-B′ に沿った鉛直断面の qC (黒実線) と qp (陰影) の分布。

qC のコンターは 0.3g kg−1 間隔。白色破線は 0◦ C 高度を示す。ベクトルは断面に沿った方向の
台風の中心に対する相対風。
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図 13: 14UTC における、 図 10 a の B-B′ に沿った鉛直断面の qr (破線)、qs (実線)、qg (陰影) の
分布。qr のコンターは 0.4g kg−1 間隔、qs のコンターは 0.3g kg−1 間隔。
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図 14: 13UTC における、 図 6 a の A-A′ に沿った鉛直断面の (a)CLCR 、(b)CLCS 、(c)CNSG 、

(d)CLCG の分布。陰影は qp 。コンターの間隔は、(a)5.0×10−3g kg−1 s−1 、(b)1.0×10−3 g kg−1
s−1 、(c)2.0×10−3 g kg−1 s−1 、(d)10.0×10−3 g kg−1 s−1 。
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図 15: 14UTC における、 図 10 a の B-B′ に沿った鉛直断面の (a)CLCR 、(b)CLCS 、(c)CNSG 、

(d)CLCG の分布。陰影は qp 。コンターの間隔は、(a)5.0×10−3g kg−1 s−1 、(b)1.0×10−3 g kg−1
s−1 、(c)2.0×10−3 g kg−1 s−1 、(d)10.0×10−3 g kg−1 s−1 。
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図 16: (a)12UTC、(b)13UTC における、CNIS の鉛直積算量。陰影は高度 6km における qp 。コ
ンターの間隔は、2.0×10−2 g kg−1 s−1 。
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図 17: 12, 13, 14UTC における (a) 水蒸気と雲水を想定したトラジェクトリー、(b) 雪を想定し
たトラジェクトリーの台風の中心から相対的な位置にプロットした結果。トラジェクトリーの
形は初期時刻における高度であり、2 は 5.7km、◦ は 6.1km、△ は 6.5km である。カラーは高
度を示す。
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図 18: 12, 13, 14UTC における、図 5 の (a)a-a′、(b)b-b′ 、(c)c-c′ 、(d)d-d′ 、(e)e-e′ 、(f)f-f′ に沿っ
た鉛直断面の CNV C の分布。陰影は qc 。CNV C のコンターは、1.0×10−2 g kg−1 s−1 間隔。
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図 19: 23UTC における (a)GMS の Tbb と気象庁レーダーの降水強度、(b)T-FL と (c)T-NF の

SDSU Tbb と降水強度。陰影は Tbb 。コンターは降水強度を示し、4mm h−1 (青)、16mm h−1 (オ
レンジ)、32mm h−1 (赤) である。
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図 20: 23UTC における、解析領域の GMS(実線)、T-FL(破線)、T-NF(鎖線) の Tbb の累積確率
密度。

図 21: (a) 図 19 b の A-A’、(b) 図 19 c の B-B’ における水物質の鉛直断面。カラーは qp 、黒コン
ターは qc (0.3g kg−1 間隔)、赤コンターは qi (0.05g kg−1 ) を示す。破線は 0◦ C 高度を示す。

57

図 22: 23UTC の解析領域内の対流域における (a) 雲と (b) 降水の平均混合比の T-FL と T-NF
の差の鉛直プロファイル。差は T-FL から T-NF を引いて求めている。(a) 実線は qc 、破線は qi 。

(b) 破線は qr 、鎖線は qs 、実線は qg 。点線は解析領域における平均 0◦ C 高度を示す。

58

図 23: 23UTC の解析領域内の対流域における (a)collection、(b)conversion、(c)melting の平均
値の鉛直プロファイル。(d)collection、(e)conversion、(f)melting の平均値の T-FL から T-NF
を引いた差の鉛直プロファイル。(a) と (d) 破線は CLCR 、鎖線は CLCS 、実線は CLCG 。(b) と

(e) 破線は CNIS 、実線は CNSG 。(c) と (f) 破線は MLSR 、実線は MLGR 。点線は解析領域にお
ける平均 0◦ C 高度を示す。
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図 24: 23UTC の解析領域内の層状域における (a) 雲と (b) 降水の平均混合比の T-FL と T-NF
の差の鉛直プロファイル。差は T-FL から T-NF を引いて求めている。(a) 実線は qc 、破線は qi 。

(b) 破線は qr 、鎖線は qs 、実線は qg 。点線は解析領域における平均 0◦ C 高度を示す。
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図 25: 23UTC の解析領域内の層状域における (a)collection、(b)conversion、(c)melting の平均
値の T-FL から T-NF を引いた差の鉛直プロファイル。(a) と (d) 破線は CLCR 、鎖線は CLCS 、
実線は CLCG 。(b) と (e) 破線は CNIS 、実線は CNSG 。(c) と (f) 破線は MLSR 、実線は MLGR 。
点線は解析領域における平均 0◦ C 高度を示す。
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図 26: 図 21 より 20 分後の 2320UTC における降水が強化されたレインバンド内の降水のピーク
を通る鉛直断面。(a)T-FL の降水のカテゴリ別の混合比、(b)T-FL の CLCS 、(c)T-FL の CNSG 、

(d)T-FL の CLCG 、(e)T-NF のカテゴリ別の混合比、(f)T-NF の CLCS 、(g)T-NF の CNSG 、(h)TNF の CLCG 。(a)、(e) 内の陰影は qs 、黒実線は qg (0.5g kg−1 間隔)、黒破線は qr (0.5g kg−1 , 2.0g
kg−1 )、赤実線は qc (0.3g kg−1 間隔)、青実線は 0◦ C 高度を示す。(b)、(c)、(d)、(f)、(g)、(h) 内
の陰影は qp 、コンターは各雲微物理量を示す。(b) と (f) は 5×10−3 g kg−1 s−1 間隔、(c) と (g)
は 3×10−3 g kg−1 s−1 間隔、(d) と (h) は 10×10−1 g kg−1 s−1 間隔。
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図 27: (a)12 日 01UTC における MTSAT の Tbb と気象庁レーダーの降水強度、12 日 03UTC に
おける (b)B-FL と (c)B-NF の SDSU Tbb と降水強度。陰影は Tbb 。コンターは降水強度を示し、

1mm h−1 (青)、4mm h−1 (オレンジ)、16mm h−1 (赤) である。

図 28: 解析領域の MTSAT(実線)、B-FL(破線)、B-NF(鎖線) の Tbb の累積確率密度。なお、解
析時間は 図 27 と同様、MTSAT は 12 日 01UTC、B-FL と B-NF は 12 日 03UTC の結果を用い
ている。
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図 29: 22UTC における (a)MTSAT の Tbb と気象庁レーダーの降水強度、(b)S-FL と

(c)S-NF

の SDSU Tbb と降水強度。陰影は Tbb 。コンターは降水強度を示し、1mm h−1 (青)、4mm h−1 (オ
レンジ)、16mm h−1 (赤) である。図中の ◦ は敦賀、2 は高田の位置を示す。

図 30: 22UTC における、解析領域の MTSAT(実線)、S-FL(破線)、S-NF(鎖線) の Tbb の累積確
率密度。
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図 31: T ケースにおける解析領域内の平均鉛直速度。黒実線は T-FL の対流域、黒破線は T-FL
の層状域、灰色実線は T-NF の対流域、灰色破線は T-NF の層状域をそれぞれ示す。
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図 32: 外側のレインバンドの降水強化メカニズムの模式図。
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