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はじめに

平成 25年度の「異常気象研究会」は第 10回目を迎え，「異常気象と気候システム変動のメカニズ

ムと予測可能性」と題して，2013 年 10月 21～22 日に開催された。前年度に引き続き THORPEX

研究連絡会研究集会との共催とした。2013年も猛暑や台風に見舞われ，天候が社会に大きな影響を

与えたことから，天候の中期予測やその将来変化は，国民の重要な関心事のひとつとなっている。本

研究集会は，その基礎となる気候システム変動のメカニズムの理解を深め，予測技術の向上に活かす

ことを目的としている。

研究集会では，成層圏突然昇温，半年周期振動，プラネタリー波の成層圏での反射，ブロッキング

高気圧，ロスビー砕波と降水などのメカニズムや予測可能性に関する研究，北大西洋振動と南方振動

との関係，北極振動，気候形成における海洋前線帯の役割や寒気の気候学と流出の力学など気候力学

に関する研究，2012/2013年の寒冬や 2013年猛暑の事例解析，地球温暖化による気候変化の異常気

象に対する寄与の評価，さらにはデータ同化手法や長期再解析まで，異常気象に関連する幅広い分野

の興味深い研究成果が報告された。

本研究集会は，残念ながら京都大学防災研究所の一般共同研究集会には不採択であった。それにも

関わらず，70名超の全国の大学・研究機関や気象庁，民間気象会社等に所属する関係者が集まり研究

発表と活発な討論を行った。このことは，異常気象のメカニズムと予測可能性研究を進展させようと

いう参加者の熱意の強さを示すものといえよう。この報告書には、講演者から寄稿された 28件の講

演要旨が掲載されている。これらの要旨がさらなる研究の種となることを期待している。

立花 義裕

向川　均

余田 成男

木本 昌秀

榎本　剛　
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成層圏周極渦分裂現象の予測可能性:
2009年1月のアンサンブル予報実験

野口峻佑 1 ·向川均 2 ·黒田友二 3 ·水田亮 3 ·直江寛明 4 ·納多哲史 3 ·藪将吉 3 ·吉村裕正 3

(1: 京都大学大学院理学研究科, 2: 京都大学防災研究所, 3: 気象研究所, 4: 気象庁地球環境 ·海洋部)

1 はじめに
成層圏突然昇温 (Stratospheric Sudden Warming;

SSW)は,イベント生起時の極渦の形状により,帯
状波数 1成分が卓越する変位 (Displacement)型と,
帯状波数 2成分が卓越する分裂 (Splitting)型の 2つ
に分類される (Charlton and Polvani 2007). 両者は,
その後の下方影響の様相も明瞭に異なる (Mitchell
et al. 2013)ため,その区別は重要である.

SSW の生起には, 古くから, 対流圏でのブロッ
キング現象が関連していることが指摘されてきた
(Labitzke 1965)が, 近年の研究では, SSW の型毎
に, ブロッキングの発生位置に基づいて, SSW生
起の鍵であると考えられる惑星規模波の増幅過程
を理解することが試みられている (Martius et al.
2009, Castanheira and Barriopedro 2010, Woollings
et al. 2010, Bancala et al. 2011, Nishii et al. 2011).
それらによると,ヨーロッパ・北大西洋域でブロッ
キングが持続した際には変位型 SSW が, アラス
カ・北太平洋域の場合は分裂型 SSW が生起する
傾向にある. しかしながら,これらはいずれも統計
的解析であり, その間の因果関係を明確に示すも
のではない. また,顕著な分裂型事例は数が限られ
ており,その生起過程の理解が不足している.
ところで,近年,大気力学に関する研究において,

アンサンブル予報データを積極的に利用する試み
が盛んに行われるようになってきた. その結果,比
較的容易に,現象生起の予測可能性と,現象間の因
果関係を推定することができるようになった. 例
えば,成層圏を解像する気象庁 1ヶ月アンサンブル
予報は,その現業化から 10年以上経過しており,こ
れまでに蓄積された予報データは, 成層圏循環の
予測可能性に関する研究において盛んに利用され
るようになっている.
このアンサンブル予報データを用いて, SSWの

予測可能性や, SSWと対流圏ブロッキングとの関
係を調べた研究として, Mukougawa et al. (2005,
2007)がある. 彼らは, 2001年 12月に生起した変
位型の SSWについて,気象庁現業 1カ月アンサン

ブル予報を解析することにより, その昇温ピーク
の予測は少なくとも 2週間程前から可能であった
と見積もった. また,アンサンブルメンバー間のラ
グ相関により, 北大西洋上で持続していたブロッ
キング高気圧が,この SSWの生起に決定的な役割
を果たしていたことを特定した. そして,ブロッキ
ング高気圧を模した偏差を初期値に与えた数値実
験を行い,ブロッキングが SSWを引き起こしてい
ることを明確に示した. その後,他にも, Hirooka et
al. (2007)により 2004年 1月の事例が, Nishii and
Nakamura (2010)により 2006年 1月の事例が調べ
られたが,これらの事例はいずれも変位型 SSWで
ある. そのため,分裂型 SSWの生起過程と予測可
能性についても,同様の吟味が必要である.
近年, 2009年 1月下旬に, アラスカで起きたブ

ロッキングに引き続き,顕著な分裂型 SSWが起き
た (Harada et al. 2010). 現在,現業 1カ月アンサン
ブル予報は,水曜・木曜を初期日とする 25メンバー
の予報を,時間ずらしアンサンブル (LAF, Hoffman
and Kalnay 1983)とみなして (50メンバー),週 1回
実施されるが,このときの予報の振る舞いは, 1週
間毎に劇的に変化していた. このため,現業アンサ
ンブル予報結果の解析だけでは,この SSW事例の
予測可能性と生起プロセスを詳細に調べることは
難しい.
そこで本研究では,この事例に対して,予報開始

日を 1日毎にとったアンサンブル再予報実験を行
い, 2009年１月の分裂型 SSWの予測可能性と,生
起プロセスについて,詳細な解析を行う.

2 実験設定
本研究では,気象研究所大気大循環モデル (MRI-

AGCM, Mizuta et al. 2006, 2012) を用いて予報実
験を行った. モデルの設定は,気象庁の現業 1カ月
予報と同様とし,水平解像度は TL159 (格子間隔は
約 110 km),鉛直解像度は上端 0.1 hPaまでの 60層
とした. 重要な物理過程としては,オゾンは帯状平
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均気候値を与えた. 境界条件として重要な海面水
温は,気候値に初期の偏差を加えたものを与えた.
各予報の積分期間は 60日とし,各日 12 UTCを

初期時刻とした. 初期値には,気象研究所アンサン
ブル予報システム (MRI-EPS, Yabu et al. in press)
により作成されたものを用いた. MRI-EPS では,
初期摂動作成手法として,成長モード育成 (Breed-
ing of Growing Mode; BGM, Toth and Kalnay 1993)
法を採用しており,これにより生成された摂動 (±
12 モードまで) を, 解析値として用意した ERA-
Interim (Dee et al. 2011)に付け加えることにより,
各日で 25個の初期値を用意した.
図1に,実施した予報の説明図を示す. まず, 2009

年 1月 1日から 30日までを予報開始日とする 30
個のコントロールランを実施し,予報特性の概観を
把握した. 次に, SSWのピーク日 (1月 24日: ピー
ク日は, 高度 10 hPa, 北緯 65度における帯状平均
帯状風の逆転日として定義した; Ayarzagüena et al.
2011を参照)の 14日前から 7日前の, 1月 10日か
ら 17日を予報開始日とする 8個のアンサンブル
ランを実施した.

3 結果
3.1 極域温度の時系列の解析

予報結果に対して,まず,極域温度の時系列の解
析を行った. 図 2に, 高度 10 hPa における北極域
温度 (北緯 80-90度における領域平均温度)の予報
結果を示す. 図 1と同じ形式で,コントロールラン

の,気候値からの偏差を陰影で表示しており,枠内
下部に解析値 (ERA-Interim)の値を, また, 等値線
でアンサンブルランによって得られたスプレッド
の値を表示している.
まず, コントロールランの結果に着目すると,

SSW ピークの 9 日前に開始した予報から, 急激
に, 昇温を再現するようになっていることがわか
る. また,昇温を予測できた予報は,その後の冷却
も良く再現している様子が観察できる. このこと
から, この付近に予測可能性の限界が存在するこ
とが推測できる. また,それ以前に開始した予報で
は, 実際に生起した SSW は再現されていないが,
予報時刻が長くなると,実際の SSWとは異なる偽
の昇温現象が発生していた. このため,この時期の
極渦は力学的に不安定であった可能性がある.
次に,アンサンブルスプレッドに着目すると, 10

日前付近に開始した予報で, SSWピーク直後に,局
所的に大きくなることがわかる. それ以前の時刻
では, スプレッドは非常に小さく, また, 同じ予報
時刻でも, 前後の予報は小さなスプレッドの値を
示している. 通常, スプレッドは, 予報時間に比例
して大きくなり, ある程度の値で飽和すると考え
られるが, 今回のアンサンブル予報の振る舞いは
特異的であることがわかる.
このときのアンサンブルの振る舞いを詳しく調

べるため,極域温度のプリューム図をみてみる. 図
3に, SSWピークの 14日前, 10日前, 7日前を初期
日とするアンサンブル予報全メンバーの結果を示
した. 赤線で解析値,青線でアンサンブル平均,黒
線でコントロールラン,灰線で摂動ランを表す.

図 1: 実施したランの模式図. 横軸にカレンダー日,縦
軸に予報開始日をとり,青い細矢印でコントロールラン
を,赤い太矢印でアンサンブルランを表す.

図 2: 極域温度の予測結果. 図 1と同じ形式で,コント
ロールランの,高度 10 hPaにおける北極域温度の気候
値から偏差を陰影で表示した. 枠内の下段に解析値を
表示した. また,予測スプレッドを 2 K間隔の等値線で
表示した.
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図 3: 極域温度の予測結果. 高度 10 hPaにおける北極域
温度の時系列. 赤線で解析値,青線でアンサンブル平均,
黒線でコントロールラン,灰線で摂動ランを表す. 上か
ら順に, 1月 10日 (a), 14日 (b), 17日開始の予報 (c)を
表す.

SSWピークの 14日前を初期日とする予報では,
全てのメンバーが, 1月23日の260 K程の昇温ピー
クを再現しておらず, 200 K程の低温のままである
(図 3a). 一方, SSWピークの 10日前を初期日とす
る予報では, どのメンバーも昇温傾向を示してい
るが, いくつかのメンバーしか観測された昇温を
再現していない. 残りのメンバーは 230 K程の小
規模な昇温で, ピーク直後にはすぐに低温状態へ
と戻っている (図 3b). 図 2で観察されたスプレッ
ドの極大は,このようにして形成されている. なお,
SSWピークの 7日前を初期日とする予報では,ど
のメンバーも昇温を良く再現している (図 3c).

3.2 極渦の形状の診断

次に, 各予報で極渦の形状がどの程度再現でき
ているかを調べた. 図 4に, 昇温ピーク日の, 850

K等温位面における極渦の縁についてのスパゲッ
ティ図を表す. ここで, 極渦の縁は, 鉛直方向に温
位の重み付けにより修正した Ertel のポテンシャ
ル渦度 (Lait 1994, Matthewman et al. 2009)の 36
PVU等値線として定義した. 1月 10日から 17日
を初期日とする, 全アンサンブル予報の結果を示
しており,赤線で解析値,灰線で各予測値を表す.

SSW ピークの 9日前以降を初期日とする予報
(図 4f-4h)から,極渦の分裂を再現している様子が
観察できる. その直前に開始した予報 (図 4c-4e)で
は, 波数 2成分が卓越していることは認められる
が,極渦の 2つの娘渦への分裂までは予測できてい
ない. なお,その直後に,波数 2成分は減衰し,楕円
形に歪んだ極渦は,ほぼ円形の形状に戻ってしまう
(図示せず). また,それ以前の,例えば SSWピーク
の 14日前を初期日とする予報 (図 4a)では,波数 2
の増幅が顕著ではなく,極渦は若干歪みながらも,
実際より反時計まわりにずれている様子が観察で
きる.

3.3 波活動度の診断

一般に,成層圏における極渦の強弱は,主に,対流
圏から上方伝播してくる波活動度の大きさが制御
している (Newman et al. 2001, Polvani and Waugh
2004). そこで,波活動度を診断することにより,極
渦分裂の要因についての解析を行った. ここでは,
Andrews et al. (1987)の,球面対数圧力座標系にお
けるプリミティブ方程式での E-Pフラックスを用
いた.

図 5に, 1月 10日 (1段目), 13日 (2段目), 17日
を初期日とする予報 (3段目),及び解析値 (4段目)
での波活動度の診断結果を示す. なお, 1月 17日
を初期日とする予報のみが, 極渦の分裂をうまく
再現している (図４ h). 左列に,成層圏へ伝播する
波活動度をみるために E-Pフラックスの鉛直成分
を,右列に,成層圏での波活動度の増減をみるため
に E-Pフラックスの発散量を示す. 1月中の時間-
高度断面図を表し, 黒実線で昇温ピークを表して
いる. 両者ともに, 北緯 50度以北における領域平
均値を示し,高度 100 hPaから 1 hPaまでを表示し
ている. 予報結果は,各メンバーで計算した E-Pフ
ラックスの鉛直成分・発散量をアンサンブル平均
したものを表示している.
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図 4: 昇温ピーク日 (1月 23日)における,極渦の形状の予測結果. 850 K等温位面における Lait PV (本文参照)の
36 PVU等値線のスパゲッティ図. 左上の 1月 10日開始予報 (a)から,右下の 17日開始予報 (h)までの,全アンサン
ブル予報結果を示し,赤線で解析値,灰線で各アンサンブルメンバーの予測値を表示している.

E-Pフラックスの鉛直成分をみると,まず, SSW
ピークの 14日前を初期日とする予報 (図 5a)では,
対流圏からの貫入量が, 実際よりもかなり少ない
ことがわかる. 続く 10日前を初期日とする予報, 7
日前を初期日とする予報では, 昇温ピーク前の波
活動度貫入量は,おおよそ再現されているが,その
後の 2番目の貫入ピークは再現できていない. ま
た, 10日前を初期日とする予報 (図 5b)では,実際
とは異なり,ピーク後に負の値を予測している.

E-Pフラックスの発散量をみると, SSWピーク
の 10日前を初期日とする予報 (図 5f)では, 昇温
ピークの直前に, 中部成層圏で正の値を示してい
ることが注目される. 7日前を初期日とする予報
(図 5g)や解析値 (図 5h)でも, 下部成層圏で, 若干
は発散となっているが, 昇温ピーク後に顕著な下
方伝播が見られた, SSWピークの 10日前を初期日
とする予報で,過剰な発散がみられることは,特筆
すべきである. なお,解析値にみられる,昇温ピー
ク後に生じた 2度目の波活動度の貫入に伴う, 下
部成層圏での顕著な収束は, SSWピークの 7日前
を初期日とする予報でも再現できていない.
次に, SSW ピークの 10日前を初期日とする予

報で, 成層圏での波活動度の伝播特性を調べるた
め,図 6に,帯状平均帯状風 (等値線)と E-Pフラッ
クスベクトル (矢印)の子午面分布を示した. 北緯
30度以北の, 高度 100 hPa から 1 hPaまでを表示
している. 左列が解析値,右列が SSWピーク 10日
前からの予報のアンサンブル平均であり,上段が 1
月 17日,下段が 23日の状態を示す.

17日には, 解析値 (図 6a)と予報値 (図 6b)のど
ちらも,北緯 50度から 70度で,対流圏から成層圏
への,強い波活動度の貫入が見られる. しかしなが
ら, 23日には, 解析値 (図 6c)と予報値 (図 6d)は,
大きく異なってしまっている. 解析値では,対流圏
から伝播してきた波活動度が成層圏で吸収されて,
成層圏上層から,徐々に西風から東風に転じ,東風
加速が生じている. これに対し,予報では,対流圏
から上方伝播してきた波活動度が成層圏で吸収さ
れず,依然として成層圏で西風が卓越している. 波
活動度は, 高緯度側へ屈折しながら成層圏中を伝
播し,極域で対流圏へと下方伝播している. このよ
うに, 惑星規模波の伝播特性が観測と予報で大き
く異なっていた.
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図 5: 波活動度の診断結果. 左列に E-Pフラックスの鉛直成分,右列に E-Pフラックスの発散量の, 1月中の時間-高
度断面図を表す. 両者ともに,北緯 50度以北における領域平均値を示し, 100 hPaから 1 hPaまでの高度領域で示す.
1段目が 1月 10日, 2段目が 13日, 3段目が 17日を初期日とする予測値を示し, 4段目が解析値を示す. 予測値は
アンサンブル平均値を示し,黒実線で昇温ピークを表している.

4 議論と考察

図 6で示されたように, 極渦の分裂を再現でき
なかった, 1月 10日を初期日とする予報では,対流
圏から伝播してきた惑星規模波が成層圏で反射し,
下方伝播していた. 一方, 1月 11日以降を初期日
とする予報では, 極域温度の予報成績が格段に良
くなっていた. このことから, 2009年 1月に生起
した分裂型 SSWの予測では,対流圏から成層圏へ
上方伝播した惑星規模波が, 成層圏で吸収される
か,反射されるかによって,成層圏の予測成績が大
きく異なっていたと推測できる. 本節では,このこ
とについての議論・考察を行う.

Harnik(2009)は, 成層圏における波の吸収イベ
ントと反射イベントの差異を, 再解析データを用
いた合成図解析により調べた. それによると,両者
の違いは, それ先行して上向きに伝播する波活動

度パルスの持続時間にあり, 持続期間が短い場合
には波は反射され, 長い場合には吸収されると示
唆されている. この観点で,図 5を再考してみると,
パルスの持続時間は成層圏での反射の有無と関連
しているようにも考えられる. すなわち,波の反射
が生じた, SSW ピークの 10日前を初期日とする
予報では, 1月 20日付近で急激に波活動度の成層
圏への貫入量が減少し,等値線が時間軸に垂直 (若
干右上がり)になっている (図 5b). 一方,惑星規模
波の反射が生じなかった, SSWピークの 7日前を
初期日とする予報では, このような急激な貫入量
の減少は生じおらず, 等値線も昇温ピーク日には
右下がりとなっている (図 5c).

しかしながら,図 5のみから,成層圏での惑星規
模波の反射の有無が,惑星規模波の活動度が対流圏
から成層圏に貫入する時間の長短だけで規定され
ているとは,断言できないとも考えられる. それは,
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図 6: 帯状平均帯状風 (等値線, m/s)と E-Pフラックスベクトル (矢印, kg/s2)の子午面図. 緯度 30度以北,高度 100
hPaから 1 hPaまでの領域を表示. 左列が解析値,右列が SSWピーク 10日前を初期日とする予報のアンサンブル
平均値を示す. 上段が 1月 17日,下段が 23日の状態を示す. 帯状平均風が東風の領域に斜線を引いた.

反射が生じる前の成層圏循環の違いが, 対流圏か
ら貫入する惑星規模波の貫入量を規定している可
能性もあるためである. 例えば,対流圏での循環変
動を規定した 3次元循環モデルによる積分結果で,
波活動度フラックスの収束や帯状風の減速などの
成層圏循環変動が,対流圏から上方伝播する惑星規
模波の活動度の変動に先行して生じていることが
報告されている (Scott and Polvani 2004, 2006). ま
た,ブロッキングなどの対流圏循環変動に,成層圏
からの惑星規模波の下方伝播が寄与している可能
性が, 再解析データに基づくいくつかの研究で指
摘されている (Kodera et al. 2008, 2013, Shaw and
Perlwitz 2013). これらを考慮すると, Harnik(2009)
が注目した,波活動度の貫入の持続時間は,成層圏
循環変動の影響によって規定されている可能性も
大きく, 両者の因果関係については詳細に検討す
べきである.
今回の解析結果は,成層圏周極渦の分裂現象が,

成層圏での惑星規模波の伝播特性と密接に関連し

ていることを示している. いずれにせよ,成層圏で
の反射面の形成過程や, 対流圏でのブロッキング
の持続の様子などの, より詳細な解析を行う必要
がある. また今後,例えば, Mukougawa et al. (2007)
の行ったような, 予報成績と密接に関係した偏差
成分を加える感度実験を実施することで, 分裂型
SSWの生起に決定的な過程が何かを確かめること
が必要である.

5 まとめ

本研究では, 2009年 1月に生起した, 極渦分裂
型成層圏突然昇温 (SSW)の予測可能性を吟味する
ため, 気象研究所大気大循環モデルを用いたアン
サンブル予報実験結果を行い, その結果の解析を
実施した. この予報実験の予報間隔は,現業予報に
比べて圧倒的に短い, 1日間隔とした. これにより,
SSWの予測可能性変動を稠密に解析することが可
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能となった.
まず,極域温度に着目して,予測可能性変動を解

析すると,この SSWは昇温ピーク時の 9日前から
予測可能であることが示された. 一方,昇温ピーク
時の 10日以前を初期日とする予報のスプレッドは,
昇温ピーク時に急激に拡大することが分かった.
さらに, 昇温ピーク時の極渦の形状についての

予測結果をみると,昇温ピーク時の 10日以前を初
期日とする予報では, ほとんどのメンバーで極渦
は分裂はしておらず, しかも, その後, 極渦は回復
してしまっていた. 波活動度などの診断を行った
ところ,これらの予報では,対流圏から上方伝播し
てくる惑星規模波の活動度が, 成層圏で収束せず
に反射され,下方伝播していた.
これまでに調べられてきた変位型 SSWでは,そ

れに先だって対流圏で生じるブロッキングの持続
期間の長さが,その予測の成否を決める決定的要因
と考えられていた. しかしながら,本研究の解析結
果は,分裂型 SSWでは,成層圏における惑星規模
波の伝播特性が,その予測の成否を左右する,もう
一つの重要な鍵となっていることを示唆している.
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P., Köhler, M., Matricardi, M., McNally, A. P.,
Monge-Sanz, B. M., Morcrette, J.-J., Park, B.-K.,
Peubey, C., de Rosnay, P., Tavolato, C., Thépaut,
J.-N. and Vitart, F., 2011: The ERA-Interim re-
analysis: configuration and performance of the
data assimilation system. Q.J.R. Meteorol. Soc.,
137, 553―597. doi: 10.1002/qj.828.

Harada, Y., Goto, A., Hasegawa, H., Fujikawa, N.,
Naoe, H., and Hirooka, T., 2010: A major strato-
spheric sudden warming event in January 2009. J.
Atmos. Sci., 67(6), 2052-2069.

Harnik, N., 2009: Observed stratospheric down-
ward reflection and its relation to upward pulses
of wave activity, J. Geophys. Res., 114, D08120,
doi:10.1029/2008JD010493.

Hirooka, T., Ichimaru, T. and Mukougawa, H., 2007:
Predictability of stratospheric sudden warmings as
inferred from ensemble forecast data: Intercom-
parison of 2001/02 and 2003/04 winters. J. Meteor.
Soc. Japan, 85(6), 919-925.

Hoffman, R. and Kalnay, E., 1983: Lagged average
forecasting, an alternative to montecarlo forecast-
ing. Tellus A, 35, 100―118.

Kodera, K., H. Mukougawa, and S. Itoh, 2008:
Tropospheric impact of reflected planetary waves
from the stratosphere, Geophys. Res. Lett., 35,
L16806, doi:10.1029/2008GL034575.

Kodera, K., H. Mukougawa and A. Fujii, 2013:
Influence of the vertical and zonal propagation
of stratospheric planetary waves on tropospheric
blockings, J. Geophys. Res. Atmos., 118, 8333
―8345, doi:10.1002/jgrd.50650.

Labitzke, K., 1965: On the mutual relation be-
tween stratosphere and troposphere during periods
of stratospheric warmings in winter. J. Appl. Me-

77



teor., 4, 91-99.
Lait, L. R. 1994: An alternative form for potential

vorticity. J. Atmos. Sci., 51(12), 1754-1759.
Matthewman, N. J., Esler, J. G., Charlton-Perez, A.

J., and Polvani, L. M., 2009: A new look at strato-
spheric sudden warmings. Part III: Polar vortex
evolution and vertical structure. J. Clim., 22(6),
1566-1585.

Martius, O., Polvani, L. M., and Davies, H. C., 2009:
Blocking precursors to stratospheric sudden warm-
ing events. Geophys. Res. Lett., 36(14), L14806.

Mitchell, D. M., Gray, L. J., Anstey, J., Baldwin, M.
P. and Charlton-Perez, A. J. 2013: The influence
of stratospheric vortex displacements and splits on
surface climate. J. Clim., 26(8), 2668-2682.

Mizuta, R., Oouchi, K., Yoshimura, H., Noda, A.
and Katayama, K. Yukimoto, S., Hosaka, M.,
Kusunoki, S., Kawai, H. and Nakagawa, M.,
2006: 20-km-mesh global climate simulations us-
ing JMA-GSM model―Mean climate states. J.
Meteor. Soc. Japan, 84(1), 165-185.

Mizuta, R., H. Yoshimura, H. Murakami, M. Mat-
sueda, H. Endo, T. Ose, K. Kamiguchi, M. Hosaka,
M. Sugi, S. Yukimoto, S. Kusunoki, and A. Kitoh,
2012: Climate Simulations Using MRI-AGCM3.2
with 20-km Grid. J. Meteor. Soc. Japan, 90, 233-
258.

Mukougawa, H., Sakai, H. and Hirooka, T., 2005:
High sensitivity to the initial condition for the pre-
diction of stratospheric sudden warming. Geo-
phys. Res. Lett., 32(17), L17806.

Mukougawa, H., Hirooka, T., Ichimaru, T. and
Kuroda, Y., 2007: Hindcast AGCM experi-
ments on the predictability of stratospheric sudden
warming. Nonlinear Dynamics in Geosciences,
SpringerVerlag, New York, 221―233.

Newman, P., E. Nash, and J. Rosenfield, 2001: What
controls the temperature of the arctic stratosphere
during the spring? J. Geophys. Res., 106, 19999―
20010.

Nishii, K. and Nakamura, H. 2010: Three‐dimen-
sional evolution of ensemble forecast spread dur-
ing the onset of a stratospheric sudden warming
event in January 2006. Q. J. R. Meteorol. Soc.,
136(649), 894-905.

Nishii, K., Nakamura, H. and Orsolini, Y. J., 2011:
Geographical dependence observed in blocking
high influence on the stratospheric variability
through enhancement and suppression of upward
planetary-wave propagation. J. Clim., 24(24),
6408-6423.

Polvani, L. M. and Waugh, D. W., 2004: Upward
wave activity flux as a precursor to extreme strato-
spheric events and subsequent anomalous surface
weather regimes. J. Clim., 17(18), 3548-3554

Shaw, T. A. and Perlwitz, J., 2013: The Life Cycle
of Northern Hemisphere Downward Wave Cou-
pling between the Stratosphere and Troposphere.
J. Clim., 26, 1745―1763.

Toth, Z. and Kalnay, E., 1993: Ensemble forecast-
ing at NMC: The generation of perturbations. Bull.
Am. Meteorol. Soc., 74, 2317―2330.

Woollings, T., Charlton-Perez, A., Ineson, S., Mar-
shall, A. G. and Masato, G., 2010: Associations
between stratospheric variability and tropospheric
blocking. J. Geophys. Res., 115, D06108.

Yabu, S., Mizuta, R., Yoshimura, H., Kuroda, Y. and
Mukougawa, H., in press: Mteorological Research
Institute Ensemble Prediction System (MRI-EPS)
for climate research. Technical Report of the Me-
teorological Research Institute.

88



ᡂᒙᅪ✺↛᪼ ࡢ TTL ෆࡢຊᏛ㐣⛬ࡢኚ࡚࠸ࡘ 
-⌫㠀㟼ຊᏛࣔࡢࢱ࣮ࢹࣝࢹゎᯒ- 

Ụཱྀ⳯✑ 㸦࣭ᛂຊ◊㸧ࠊᑠᑎ㑥ᙪ 㸦ྡ S࣭TE୕ࠊ 㔜㸧ࠊ㑣㡲㔝ᬛỤ (JAMSTEC) 
 
 ࡌࡣ 1
1ࠊ࡚࠸⏝ࢱ࣮ࢹ ほ࡛ࡇ 㐌㛫௨

ෆࡢᡂᒙᅪ࠶࡛㇟⌧ࡢ✺↛᪼ ⌧㇟

(Stratospheric Sudden Warming; SSW) ╔

ㄪ⛬ຊᏛⓗ⤖ྜ㐣ࡢᑐὶᅪᡂᒙᅪࠊࡋ┠

ࡑࠋ[Eguchi and Kodera, 2007; 2010] ࡓࡁ࡚
SSWࠊᯝ⤖ࡢ 㞼✚ࡢᖏᇦ⇕ᚋࢺࢭࣥ

ᑐὶάືࡀάⓎࠊ࡞つᶍᚠ⎔ሙࡀ

(Walker ᚠ⎔ Hadley ᚠ⎔) ኚࡍ

ࡢᖏᇦ⇕ࡓࠋࡓࡉ♧ࡀࡇ Brewer- 
Dobson ᚠ⎔᪼ୖࡢὶᙉୗ㒊ᡂᒙᅪ

ᖏᑐὶᅪ⏺㠃㑄⛣ᒙ⇕ࡧ࠾  (Tropical 
Tropopause Layer; TTL) ᩿ࡢ⇕ⓗ࡞㝆 ࠊ

࠺కࡑ TTL ෆࡢᕳ㞼ࡢቑຍỈẼ㔞

࣮ࢹᐈほゎᯒࠊࡋࡋࠋࡓࡉㄆ☜ࡀῶᑡࡢ

ࡇ࠸⢒ࡀ⬟㖄┤ศゎࡢࢱ࣮ࢹ ほ⾨ࢱ

࡞ࡀࢱ࣮ࢹ ほࡢ⇕㠀᩿⇕ຍ㖄┤ὶࠊ

SSWࠊࡇ࠸ ࡢᡂᒙᅪຊᏛሙࡢᑐὶ

ᅪຊᏛሙ (✚㞼ᑐὶάື➼) ࠼ᙳ㡪

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡉ࡛ࡇࡣヲ⣽ࡢ
ᮏ◊✲࡛ࠊࡣ✚㞼ᑐὶࣥࣙࢩ࣮ࢮࣜࢱ࣓ࣛࣃ

࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝ Non-hydrostatic global 
model (NICAM) [Satoh et al., 2008] ࡢฟຊ್

ຊᏛ㐣ࡢTTL ෆ ≉ࡢSSW ࠊ࡚࠸⏝

 ࠋࡍ♧ᯝ⤖ࡓࡋゎᯒ࡚ࡋ┠╔⛬

 ࢱ࣮ࢹ 2
ゎᯒࡣ NICAM ࡛ィ⟬2009ࠊࡓࡉ ᖺ 12
᭶ 20 ᪥ 2010 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥ࡢ 3 㛫㛫㝸

㛫್ (2▐ࡢ ḟඖࡣࢱ࣮ࢹ 1 㛫㛫㝸ࡢᖹᆒ

⾲ࡣヲ⣽ࡢ௳ィ⟬᮲) ࡓࡋ⏝ (್ 1 ཧ

14 ࡣỈᖹゎീᗘࠋ(↷   1 ᗘࢹࢻࣜࢢ

ࡓࠊࡋኚࢱ࣮ 1 ᪥ᖹᆒ್ࢱ࣮ࢹసᡂ

ᯝ⤖ᮏෆᤄసᴗࠋࡓ࠸⏝ゎᯒ࡚ࡋ

ࡣ㖄┤᪉ྥࠋ࠸࡞ࡣᙳ㡪ࡢ 40 ᒙ (0-38km; 
stretching grid) ࡛ࠊTTL ㏆ (10-20 km) ࡣ
⣙ 9 ᒙ (⣙ 120m 㛫㝸) Ꮡᅾࠋࡍ 
⏝ࡓࡋ≀⌮㔞ࠊࡣẼ ࠊ㖄┤㢼ࠊᮾす㢼ࠊ

༡㢼ࠊẚ‵ࠊ㞼Ỉ㔞ࠊ㞼ị㔞 (㞷ࠊ㟠ྵ

୧ࡢᨺᑕᐤ⌮≀㠀᩿⇕ຍ⇕⋡ (㞼ࠊ(

᪉) ࠊ㞼㔞*ࠊ㝆Ỉ㔞* (*2 ḟඖ (ࢱ࣮ࢹ⏝

᪥୍ࡢࢱ࣮ࢹ㝆Ỉ㔞ࠊ⋠⇕㠀᩿⇕ຍࠋࡓ࠸

✚⟬㔞ゎᯒࠋࡓ࠸⏝ 

3 ⤖ᯝ 
3.1 NICAM ෆ࡛⌧ࡓࡉ SSW 
ᅗ 1 (a, b) ᴟᇦ⇕ᖏᇦࡢẼ 100  hPa 
୰⦋ᗘ࡛ࡢ eddy heat flux (v’T’) ࡢ⣔ิ

1ࠋࡍ♧ ᭶ 7 ᪥ v’T’ ࡀᚎࠎᙉࠊ

ᖏᇦ⇕㏫ࠊ ᴟᇦ࡛᪼ࠊ࡚ࡏྜࡑ

࡛㝆 ࠋࡀNICAM ෆ࡛⌧࡚ࡉ

ࡍẚ㍑ ᐇẼ (ᅗ A)⌧ SSW ࡓ࠸

᪥㛗ᩘᮇ㛫⥆⥅ࠊࡃ⣙ 5 ᪥᪩ࡀ ᪼ࠊ

ᅗࠋ࠸ 1 (c) ࠊ⇕ᖏᇦࡢ㝆 1/15ࠊࡣ 㡭
༡༙⌫࡛㛤ጞࠋ࠸࡚ࡋ༡༙⌫࡛㝆 ࡀ

๓ᚋࡢࡑࠊࡋ 㑄⛣ᮇ (ii)ᮇ㛫 7 ᪥

㛫ࡒࡑ (i) ࢺࢭࣥࣞᮇࠊ (iii) 
ᡂ⇍ᮇ (mature) タᐃࡓࠋࡓࡋᅗ 1 (d) 
⛣⌫༡༙ࡀ㞼άືࠊࡣ࡛ ᮇ㛫 (ii)ࠊ

ࡀ㞼άື ᮇ㛫 (iii) ࡛ᮇ㛫 (i)ࠊࡋື

άⓎࠋ࠸࡚ࡗ࡞ 
ᅗ 2 ᮇ㛫ࠋࡍ♧ኚࡢᗘ᪉ྥ⤒ࡢ㞼άື

(i) ࡛ࠊࡣす㒊ኴᖹὒୖ࡛✚㞼ᑐὶάື

ࡀάⓎᇦࡢࡑࡣ࡛ ᮇ㛫 (ii)ࠊ࠶άⓎ࡛ࡀ

༡ࠊࡋື⛣༙⌫ഃࡢ⇕ᖏ᮰ᖏࡀᙅࡗ

Ⓨࠊ⏕Ⓨࡀὒす㒊࡛ྎ㢼ࢻࣥࡓࠋ࠸࡚
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㐩ࠋ࠸࡚ࡋ㖄┤᪉ྥࡍ┠╔ (ᅗ 2 (c, 
d))ࠊす㒊ኴᖹὒୖす㒊ࢻࣥὒୖ࡛ TTL
ෆ㈏ධࡍ✚㞼ᑐὶ (ྎ㢼) ࡀάⓎ࡞

ୗ㒊ᡂᒙᅪ (100 hPaࡓࠊࡇ࠸࡚ࡗ 

ぢᗘ᪉ྥ୍ᵝ⤒ࡀὶ᪼ୖ࡛ (✵ୖ

 ࠋࡀࡇ

3.2 ᑐὶᅪෆࡢ༡ᚠ⎔ሙࡢኚ 
ᅗ 3 (a) ゎᯒᮇ㛫୰ࠊ⇕ᖏᇦୗ㒊ᡂᒙᅪ 
(70 hPa) ࡢ㖄┤ὶ┦㛵ࡢ㧗࠸㖄┤ὶࡢ⦋

ᗘࠊ㧗ᗘࠋࡍ♧SSW ᮇ㛫୰ࠊTTL ෆ༡

⦋ 20 ᗘ㸫10 ᗘ࡛ᑐὶᅪୗᒙ TTL 

㡿ᇦ࡛ࡢࡇࠋࡀ㡿ᇦ࠸㧗ࡀ㛵┦࡚ࡅ

ᅗ) ࡞άⓎࡀ㞼ࡣ 3 (b))ࡓࠊᑐὶᅪୗ

ᒙࡢỈẼࡀ᮰࠸࡚ࡋ (ᅗ 3 (c))ࠋTTL
ෆ࡛ࠊࡣ㝆 ࡚ࡗ⇱ࠊࡀᮇ㛫 
(ii) ࡛ࠊࡣẼ ೫ᕪࡀ㉥㐨㠀ᑐ⛠࡛ࡓ࠶ 
(ᅗ 1 (c))ࠊప⦋ᗘ༡༙⌫ഃ⇱೫ᕪࡀ

㉥㐨ᑐࡀ㝆 ᇦࠊࡣ࡛ ᮇ㛫 (iii)ࠋ࠸࡚

⛠ᵓ㐀ࠊ࡞⇱ᇦ㉥㐨ᑐ⛠ࡢᵓ㐀࡞

 ࠋ(␎┬ᅗ) ࡓ࠸࡚ࡗ

3.3 ᡂᒙᅪࡢࣝࢼࢢࢩୗ㝆ఏᦙ 

ᅗ 4 (a,b) Ẽ ࡢ㛫ኚ⋡ 
డ்
డ௧ 㟼ⓗ 

Ᏻᐃᗘ ఏ
డఏ
డ௭ࠊ㖄┤ὶࡢ㛫㧗ᗘ᩿㠃ࡍ♧ 

(T ࡣẼ ࠊȟ ࡣ ࠊg ࡣ㔜ຊຍ㏿ᗘ)ࠋ

ᮇ㛫 (ii) ప ೫ᕪᏳᐃᇦࡀ TTL ෆ

ὶ᪼ୖࡓࠋぢࡀᵝᏊ࠸࡚ࡋୗ㝆

೫ᕪࡌྠᮇ㧗࡛ࡉୗ㝆ࡇࠋ࠸࡚ࡋ

 ᘧࡢࢫࣥࣛࣂࡢຊᏛ⇕ࠊࡣ
డ்
డ௧ = െܰଶכݓ + ܳௗ       (1) 

ࢧࣂࢺࣥࣛࡣ N2 ࠋࡁゎ㔘࡛࡚࠸⏝

ࣛືᩘࠊw* ࡣṧᕪ㖄┤ὶࠊQd ࡣ㠀᩿⇕ຍ

⇕⋡ (ᨺᑕࠊ₯⇕➼) ࠋࡍ⾲(ヲ⣽ྑࡣ㎶

ᣑᩓࠊ㏦㍺ࡢ㖄┤᪉ྥࠊ༡ ࠊἼ

ຠᯝࡀຍࠋ) ᅗ 4 (d, e) (1)  ᘧࡢ㧗ᗘ 
20  (ୗ㒊ᡂᒙᅪ) 14   (TTL ୗ➃) 

㧗ᗘ 20  (ᅗࠋࡍ♧⣔ิࡢ㡯ྛࡢ 4 
(d)) ࡛ࠊࡣ୰⦋ᗘࡢἼୖࡢ᪉ఏࡢᙉ 
(ᅗ 4(c)) ⇕ᖏᇦ᪼ୖࡢὶ (w*) ࡢᙉ

᩿ࠊ࡚ࡗ ⇕ⓗ࡞㝆  (డ்డ௧ ࡉᨭ㓄ࡀ (0>

ᅗ) ࡣ࡛  14 ࠊࡋᑐࡢ࠸࡚ 4 (e) )ୖࠊ
᪼ὶ᩿⇕ຍ⇕㡯ᨺᑕ㞼ᙧᡂ (₯
⇕ຍ⇕) 㠀᩿⇕ຍ⇕⋡㡯ࢫࣥࣛࣂࡀ

TTLࠋ࠸࡚ỴẼ ኚືࡢ࡛ࡇࡑࠊࡋ
ෆ࡛ୖࠊࡣ ᪉ᚎࠎᡂᒙᅪ᩿ࡢ⇕ຠᯝࡀ

ᙅࠊᑐὶᅪⓗࡓ࠸࡚ࡗ࡞ (ᅗ┬␎)ࠋ 

  4
NICAM ࠊ࡚࠸⏝SSW ᮇ㛫ࡢ TTL ෆࡢ

ᡂᒙᅪᑐὶᅪࡢຊᏛሙࡢ⤖ྜ㐣⛬࠸ࡘ

࡚ㄪࠋࡓᮇ㛫୰ࠊ⇕ᖏୗ㒊ᡂᒙᅪ (70 hPa) 
 ᑐὶᅪୗᒙࡢ༡༙⌫ప⦋ᗘࠊ㖄┤ὶࡢ
TTL ࡢ࡛㖄┤ὶࡢ┦㛵ࡀⰋࡓࠋࡓࡗ 
SSW క࠺⇕ᖏୗ㒊ᡂᒙᅪ᪼ୖࡢὶࡢᙉ

㟼ⓗᏳᐃᗘࡑࠊ 㝆࡞ⓗ⇕᩿

࠼ᤊᵝᏊ࠸࡚ࡋୗ㝆ࠎᚎࠊࡀᙅࡢ

TTLࠊࡀୗ㝆ࡢὶ೫ᕪ᪼ୖࡢࡇࠋࡓ ୗ➃฿

㐩ࡓࡋ㝿ࠊᑐὶᅪ᪼ୖࡢὶ (✚㞼ᑐὶ) ࡢά

Ⓨᇦࠊࡁࡘࡧ⤖⤖ᯝⓗᑐὶᅪࡢ✚㞼ᑐὶ

άືᇦ༡ࠊࡏࡉື⛣SSW ๓ࢺࢭࣥ

 ࠋࡓ࠸࡚ࡏࡉάⓎ

ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࠊࡣ⛉◊㈝ⱝᡭ (B) (#23710025) ᇶ

┙ (C) (#25340010) ࡢ⿵ຓࠋ࠸࡚ࡅཷ 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

Eguchi and Kodera (2007) GRL, DOI: 
10.1029/2006GL028744  

Eguchi and Kodera (2010) SOLA, 
DOI:10.2151/sola.2010-035 

Satoh et al. (2007) J. Computational Physics, 
DOI:10.1016/j.jcp.2007.02.006 

Ueyama et al. (2013) JAS, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-12-0174.1 
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⾲㸯㸸ᮏ◊✲࡛⏝ࡓ࠸ NICAM ィ⟬᮲௳ 
Horizontal grid spacing 14 km 

Vertical domain 0 m ~ 38,000 m, 40-levels (stretching grid) 

Integration 60 days from 20 Dec 2009 to 14 Feb 2010 

Initial conditions Interpolated from NCEP tropospheric analyses (6 hourly, 1.0 degree grids) 

Boundary conditions SST(slab ocean model), Sea ICE (weekly data), ETOPO-5 topography,  

Matthews vegetation, UGAMP ozone climatology (for AMPI2) 

Shallow clouds Boundary layer Mellor-Yamada level 2 (Mellor and Yamada 1982; Noda et al. 2010] 

Cloud microphysics Moist convection, no cumulus parameterization NSW6 [Tomita, 2008] 

Radiation MSTRNX [Sekiguchi and Nakajima, 2008] 

 

ᅗ 1㸸(a) ༙⌫୰㧗⦋ᗘ (60N-90N) ⇕ᖏᇦ (15S-15N) ࡢẼ  [K]  (b) 100hPa ༙⌫୰

⦋ᗘ (45N-75N) ࡢ v’T’ [m/s K] ࡢ⣔ิࠋ(c) Ẽ ೫ᕪ [K] (⦋ᗘ 90S-90N)  (d) 㞼㔞 
(⦋ᗘ 30S-10N)ࡢ㛫⦋ᗘ᩿㠃ࠋ⦪Ⅼ⥺ࡣᮇ㛫 (i)ࣥࢺࢭ๓ (pre-condition), (ii)㑄⛣ᮇ 
(transition), (iii) ᡂ⇍ᮇ (mature) ࠋࡍ⾲(c) ෆࡣ࣮ࢱࣥࢥࡢ 2K 㛫㝸ࠋ࡚ 1/1㹼31ࠋ 

 

ᅗ 2㸸(a, b) 㞼⏕ᡂ㠀᩿⇕ຍ⇕⋡ [K/day] ࡢỈᖹศᕸࠋ(c, d) 20S-10S ᖹᆒࡓࡋ㖄┤ὶ 
[m/s] ࡢ⤒ᗘ㧗ᗘ᩿㠃ࠋ(a, c) ᮇ㛫 (i)ࠊ(b, d) ᮇ㛫 (ii)ࠋ(c, d) ෆࡢᶓⅬ⥺ࡣ TTL (150hPa, 85hPa) 
 ࠋࡍ♧

(b) 

(c) 

(d) 

1111



 
ᅗ 3㸸⦋ᗘ㧗ᗘ᩿㠃 (a) 70hPa ⇕ᖏᇦ (20S-20N) ᖹᆒࡓࡋ㖄┤ὶྛ⦋ᗘ࣭㧗ᗘࡅ࠾㖄┤

ὶࡢ┦㛵ಀᩘࠋᮇ㛫 ࠋỈẼ㔞 [10-6kg/kg] (c)ࠋ㠀᩿⇕ຍ⇕⋡ [K/day]㞼ᙧᡂ (b)ࠋ1/7-26
(b,c) ⤯ᑐ್ࠊ࡛࣮ࢱࣥࢥᮇ㛫 (i) ࡢ೫ᕪࠋࡍ♧࡛࣮ࣛ(b) ࡣ࣮ࢱࣥࢥ 10-3+i (i=0,1,2) 
[K/day]ࠋ(c) 10×104 ࡣ࣮ࢱࣥࢥi/3 (i=0,1,2,·  ·  · ,10) [10í6 kg/kg]ࠊኴ◚⥺ 4.6 ࡣ 100 [10í6 kg/kg]ࠋ 

 

 
ᅗ 4㸸(a) Ẽ ࡢ㛫ኚ⋡ [K/day] (࣮ࣛ)ࠊ static stability ࡢ㛫ኚ⋡ -0.02 [10-4 s-2/day] 
⣔ิ (ᅗࡢ’v’T (c)ࠋ㛫㧗ᗘ᩿㠃ࡢ㖄┤ὶࡓࡋつ᱁ (b)  (࣮ࢱࣥࢥ) 1(b) ࠋ(ࡌྠ(d, e) 
⇕ຊᏛࡢࢫࣥࣛࣂ⣔ิ (20S-5N ⦋ᗘᖏᖹᆒ)ࠋ㯮⥺㸹μT/ μtࠊ㟷⥺㸹-N2w*ࠊ㉥⥺㸹㠀᩿⇕ຍ

⇕⋡ Qd (㞼ᙧᡂᨺᑕ㐣⛬)ࠋ 

 

ᅗ A㸸ERA-interim ᴟᇦࡢ(a) Ẽ ࠊ(b) ⇕ᖏᇦࡢẼ ࠊ(c) 100hPa ୰⦋ᗘࡢ v’T’ࠊ(d) 3
᪥㛫⛣ືᖹᆒࠊ⤒ᗘᖹᆒࡓࡋ OLR (እྥࡁ㉥እᨺᑕ) [W/m2] ࡢ㛫⦋ᗘ᩿㠃ࠋ࡚  ࠋ1/1-2/11

(a) T, 80N-90N, 
30hPa 

(b) T, 25S-25N, 
50hPa 

(c) v’T’, 45-75N, 
100hPa 

(d) 
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EOS/MLSデータに基づく成層圏・中間圏における半年周期振動の解析 

*大羽田 剛史・飯田 千尋・廣岡 俊彦(九大院理)・江口 菜穂（九大応力研） 
 

1． はじめに 

赤道域中層大気は、赤道域固有の波動や、

準 2年周期振動(QBO)、半年周期振動(SAO)
などの特異な変動の存在から、多くの研究者

の興味を引きつけてきた。一方で、成層圏界

面より上の領域は、観測手段も限られること

から、未だ断片的な知識しか得られていない。

近年、高精度の衛星観測技術の進展に伴い、

成層圏界面付近から下部熱圏にかけての領

域についても全球的力学解析が可能となっ

た。そこで本研究では、高度 90km以上の高
度まで観測可能な Aura EOS/MLSデータを
用いて、熱帯域上部成層圏・中間圏における

SAO を中心に赤道域循環について解析を行
った。以下では、観測的特徴を報告する。 

 
2． データと解析手法 

2.1 EOS/MLSデータ 

本研究では、NASA作成の Aura EOS/M 
LS Version 3.3 Level 2の気温とジオポテン
シャル高度のデータを使用する。鉛直分解能

は成層圏で約 4km、成層圏界面付近や下部
中 間 圏 で 約 8-9km で あ り 、 高 度 約

11km~97kmの範囲にデータ面が 42層ある。
水平方向の視野範囲は約 160kmで、緯度は
南北それぞれ 80度まで使用できる。本デー
タは衛星軌道に沿って与えられているので、

前後 3日分のデータを積分することで、経度
緯度5° × 5°の格子点データを 1 日間隔で作
成し、解析に用いた。作成したデータは空間

スケールが経度緯度5° × 5°で、時間スケール
が 3 日以上の現象を力学的に詳しく解析す
ることが可能である。解析期間は、2008 年
1月から 2013年 6月である。 

 
2.2 風の場の求め方 

ジオポテンシャル高度から帯状平均東西

風を求めるために、CIRA1986モデルで使用
されている傾度風平衡の式(Fleming et al. 
1990)を用いた。 

 

3． 解析結果 

3.1 赤道域の概観 

 解析期間の赤道上の風の場の概観を知る

ために図 1 に月平均した赤道上の帯状平均
東西風の時間変化を示す。上図は高度時間断

面図、下図は 1hPa と 0.01hPa 面における
時間変化を取り出したものである。上図から、

下部成層圏では QBOが顕著であるが、成層
圏界面付近(1hPa)では半年周期で西風と東
風が移り変わる SAOが卓越しているのがわ
かる。一方、中部中間圏(0.01hPa付近)でも
SAO が見られる。以降成層圏界面付近の

SAOを SSAO、中部中間圏の SAOをMSAO
と呼び、これらを中心に解析を進める。 
図 1の下図から SSAOとMSAOは逆位相
の関係にあることがわかる。これは

Hirota(1978)で報告されたロケットゾンデ
を用いた解析結果と一致するもので、これは

MSAO が、SSAO による上方伝播特性の影
響を受けたケルビン波や重力波により形成

されるためと考えられている（例えば、

Dunkerton 1982）。 
次に、図 2に月平均した帯状平均東西風ス
ペクトルの高度分布を示す。QBO 成分は下
部成層圏(10hPa付近)で卓越している。一年
周期(AO)成分は上部成層圏と下部中間圏で
比較的に大きくなっているが、あまり顕著で

はない。中間圏では短周期成分も顕著なのに

対し、成層圏では長周期成分の寄与が大きい。

本研究で注目している SAO成分は 5hPa付
近より上で最も卓越する成分で、0.1hPa 付
近と0.004hPaで極小となっていることがわ
かる。さらに、0.001hPa付近でも別の SAO
ピークが見られる。 
また、SAO成分の緯度高度分布を描くと、
成層圏上層では南半球側に振幅の極大があ

るのに対し、中部中間圏より上では赤道対称

と、高度により異なる空間構造が見られる

(図 3）。成層圏上層の赤道非対称性は
Belmont et al.(1974)で報告されており、
Hirota et al.(1983)により、南半球極夜ジェ
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ットおよび夏の東風が北半球に比べ強いた

め赤道対称からずれることが示されている。 

 
図 1 月平均した赤道上帯状平均東西風の時間
変化。(上)高度時間断面図、等値線間隔は 10m  s 、

暖色は西風、寒色は東風を表す。(下) 1hPa面(赤
線)と 0.01hPa面(青線)の変動図。 

 
図 2 月平均した赤道上帯状平均東西風の各周
期数成分の振幅分布。単位はm  s 。縦軸は高度、

横軸は周期を表す。 

 
図 3 SAO成分の高度緯度分布。等値線間隔は 2 
m  s 。縦軸は高度、横軸は緯度を表す。 
 
3.2 成層圏突然昇温への SSAO・MMAOの応答 

SSAOとMSAOの年々変動を調べるにあ
たり北半球の冬季に注目して図 1 の下図を
見ると、2009 年・2010 年・2013 年の冬季
の SSAOとMSAOの振幅が他の年より強い

ことがわかる。これらの年は、大規模成層圏

突然昇温(Stratospheric Sudden Warming : 
SSW)が起こった年である(2009 年 1 月・
2010 年 1-2 月・2013 年 1 月に発現)。大昇
温とは、「帯状平均場に関して、10hPaかそ
れ以下の高度で緯度 60度より極側が高温と
なり、西風が東風に変わる」条件を満たす大

規模な昇温であり、極域のみならず赤道域に

も大きな影響を与えるものと考えられる。実

際に、冬季成層圏極域で見られる成層圏突然

昇温と赤道域の SAOの関係を知るために、
SSW生起時の SAOの変動を調べた。 
 ここでは、一例として 2013年 1月に起こ
った SSWを取り上げる。図 4の上図は北緯
70-80度における帯状平均気温、下図は帯状
平均東西風の高度時間断面図である。突然昇

温発現後に、急激な気温変化や東西風の西風

から東風への反転が見られる。SSW は対流

圏で励起される大振幅のプラネタリー波が

成層圏へ非定常的に伝播する過程で発現す

る。SSW時は図 5の極域で上下に分かれ低
緯度側では上下から集まるような大循環が

駆動され、上昇流に伴い断熱加熱、下降流に

伴い断熱冷却が起こると考えられている。こ

のような SSW時の子午面循環を踏まえ赤道
域の気温場について見ていく。 

 
図 4 2013 年 1 月に起こった SSW 時の北緯

70-80度における帯状平均気温（上図、等値線間
隔 10K）と帯状平均東西風（下図、等値線間隔
10  m  s 、暖色は西風、寒色は東風）の高度時間

変化。 
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図 5 成層圏突然昇温の発現機構、 
Matsuno and Nakamura (1979)の図を改変。 
F:Eliassen-Palm Flux。 
 
 
 赤道域は 1 年を通じて気温変化が小さい
ため、大昇温が起こっていない年の平均的な

季節進行を求め、それからの偏差を取ったも

のを図 6に示す。この図から大昇温時に成層
圏界面付近で気温が負偏差、中部中間圏では

正偏差となり、成層圏界面付近で降温、中部

中間圏では昇温していることがわかる。図 7
に、SSWの最盛期に当たる 2013年 1月 11
日の気温偏差の緯度高度分布を表す。図 7
で示した SSW時の昇温と降温の特徴がよく
表れている。また、大規模 SSWが生じた他
の年に関しても、これらとほぼ同様の特徴が

見られた（図省略）。 
次に、上記の気温変化と、SAO の振幅変
化の関係を考える。ここで赤道上の𝛽平面に
おける気温風の式は以下のようになる（例え

ば、Andrews et al. 1987）。 
𝑑𝑢
𝑑𝑧 = −

𝑅
𝐻𝛽

𝑑 𝑇
𝑑𝑦  

この関係式をもとに SSW時の大循環を考え
ると、降温する領域では高度と共に東風が強

くなり、昇温する領域では高度と共に西風が

強くなる。この関係から、SSW 時に極域と

赤道を繋ぐ子午面循環が形成されるときは、

SSAO 域の東風加速、MSAO 域の西風加速
が生じると考えられる(図 8)。 
 図 9 に赤道上の大昇温が起こっていない
年からの東西風偏差を示す。図 7 と同様に
SSW 時に成層圏界面付近で負偏差、中部中

間圏では正偏差となっていることから、成層

圏界面付近では西風が、中部中間圏では東風

が強化され、SSW に伴う気温偏差が SSAO
とMSAOの振幅を強める可能性があること
が示唆される。一方で、MSAO の西風加速
は SSAO の東風加速に対して遅れて生じて
いることがわかる。この特徴は他の大昇温の

時にも見られた。 

 
図 6 赤道上における、大昇温が発現していない
年からの気温偏差についての図 6上と同様の図。
等値線間隔は 2K、赤色は正偏差、青色は負偏差。 

 
図 7 2013年 1月 11日における大昇温が発現し
ていない年からの気温偏差の高度緯度分布。等値

線間隔は 2K、赤色は正偏差、青色は負偏差。 

 
図 8 SSW時の赤道上の気温偏差に伴うSAO強
化の模式図。W は西風加速、E は東風加速を表
す。 
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図 9 赤道上における、大昇温が発現していない
年からの東西風偏差についての図 6 下と同様の
図。等値線間隔は 10  m  s 、赤色は正偏差、青色

は負偏差。 
 
 
 最後に SAO強化の定量的解析を行った。
SSW に伴う赤道域の気温偏差によって、降

温する成層圏界面付近では東風、昇温する中

部中間圏では西風が強まる風の場がつくら

れると考え、先に示した赤道上の𝛽平面にお
ける気温風の式に基づき、SSW 時の成層圏

界面付近の降温と中部中間圏の昇温の

Δ𝑇を± 10K、Δ𝑦を3.0 × 10 mとして東西風
の鉛直シアーを求めると𝛥𝑢/𝛥𝑧 = ±3.9  m  s  
/kmとなる。実際に、2013 年 1 月に起こっ
た SSW時は、成層圏界面付近で−4.8  m  s /
km、中部中間圏で+3.9  m  s /kmの東西風の
鉛直シアーがつくられていた。このことから、

SSW 時に生じる気温偏差によって、観測さ

れるような SAOの強化が起こることが定量
的に示された。 
 
4．まとめと今後の方針 

 今回の研究で得られた SAOの特徴をまと
める。まず、SSAOとMSAOは逆位相の関
係で、それぞれの空間分布は SSAO が赤道
非対称でMSAOは赤道対称であった。SSW
形成に伴う赤道域の気温偏差が SSAO の東
風・MSAO の西風の振幅を強めることが示
された。また中部中間圏の西風加速は成層圏

界面付近の東風加速に比べ遅れて起こるこ

とがわかった。 
 今後は、図 4および図 5で見られる、中間
圏界面付近（0.001hPa 付近）の半年周期成
分についても同様の解析を行う予定である。 
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ユーラシアに寒波をもたらしたブロッキングと成層圏	 

プラネタリー波の反射：2012年12月の事例	 
 

小寺  邦彦（名大 STE；三重大）・  向川  均  （京大	 防災研）  
  

 

はじめに  
2012 年 12 月はユーラシア大陸の広い範囲

で寒気の吹き出しが発生した。平成 24	 年

12 月気象庁報道発表資料（図１）によると、

2012 年 12 月上旬には北東アジア、中旬に

は中央アジア、下旬には再び東北アジアで

大きな低温偏差が観測された。本報告では、

特に 2012 年 12 月の上、中旬に寒波をもた

らした大気循環プロセスについて、プラネ

タリー波の構造の変化に着目して解析した

結果を報告する。	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解析結果	 

2012 年 12 月上、中旬のユーラシアの低温

はブロッキング現象の発生に伴って発生し

ている。図 2a に CPC/NOAA （ http://www.	 
cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/block.sh

tml）によるブロッキング強度の経度-時間断

面を示す。図 1 の(i),	 (ii)の期間に対応

して強いブロッキングがそれぞれ東経 130

度、50 度付近で発生している事が分かる。

ブロッキングの発生位置を図 2b の北緯 60

～70 度における 500hPa 高度の波成分（帯

状非対称成分:帯状平均からの偏差）と比

較するとブロッキングはプラネタリー波の

峰付近で発生する傾向がある事が明瞭に見

てとれる。12 月 5 日以前ではプラネタリー

波は経度方向に波数 2 の構造を示しており、

波の峰はヨーロッパと日付変更線付近に存

在する。12 月 5 日以降には、太平洋中央部

にあった気圧の峰がユーラシア大陸上を西

進するにつれてアメリカ大陸上の谷が増幅

してくるので、波数１成分が発達する。こ

の事から 12 月上旬から中旬における寒波

の吹き出しの地理的な位置の変化は、プラ

ネタリー波の水平構造に依存して発生する

ブロッキングの位置の変化に起因している

事が示唆される。	 
	  
一方、プラネタリー波の水平構造は、その

鉛直伝播特性にも依存する事が知られてい

るので(Kodera	 et	 al.,	 2013)、2012/13 年

初冬における鉛直伝播特性を調べる。図 3

に、北緯 65～85 度で平均した東西風の高

度－時間断面(a)、波数１(b)及び、波数２

(c)成分に伴う北半球（30°–90°N）平均

100	 hPa	 E-P	 flux の鉛直成分の時系列、3	 

hPa	 におけ帯状平均東西風の緯度－時間断

面(d)を示す。図 2 からも分かる様に、対

流圏での波数 2 成分増幅に伴い 11 月 25 日

頃から波数 2 成分の E-P	 flux の鉛直成分

の増加がみられ、プラネタリー波が成層圏

に上方伝播したことが分かる。この結果、

成層圏極域の帯状平均東西風が減速する。	 
	  
通常、成層圏突然昇温現象に伴う西風の減

速は、ます上部成層圏で発生し、その後、

下部成層圏へと伝播する。興味深い事にこ

の事例では、極域（北緯 65～85 度）の東

西風の減速は、逆に下層より始まり上方に

伸びている。また、上部成層圏の帯状平均

東西風（図 3d）の緯度分布を見ると、減速

が明瞭なのは極域だけで、亜熱帯ではむし

ろ加速されていることが分かる。この事か

ら、成層圏のプラネタリー波は、この強い	 

	 

	 
	 

図 1.	 7 日平均地上気温偏差：	 (i)	 2012 年 12

月 5～11 日、(ii)同 12 月 12～18 日。	 気象庁平

成 24 年度 12 月報道発表資料より。	 
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上部成層圏亜熱帯ジェットによって極域に

捕捉されていると考えられる。一方、波数

1 成分（図 3b）と、波数 2 成分（図 3c）の

EP-flux の鉛直成分は 12 月 5 日以降ともに

負値となりプラネタリー波は下方伝播する

ようになる。この上方伝播が抑制された状

態は 12 月 16 日頃まで継続している。その

結果、成層圏ではプラネタリー波による西

風減速が減少するので、12 月 5 日以降は極

域の西風は回復する傾向となる。	 

	 

以上のように、12 月の上、中旬においてプ

ラネタリー波の上方伝播特性が変化してい

た。次に、プラネタリー波の 3 次元構造の

変化と対流圏でのブロッキングの発生との

関連を調べる。このため、図４右列に北緯

60～70 度で平均した高度場の帯状非対称成

分の高度－経度断面（上段）並びに 500hPa

高度場とその気候値からの偏差成分の水平

マップ（下段）を示す。また、図４左列に

は、帯状平均東西風を示す。なお、各図は

日付を中心とする 5 日平均場を示している。

一般にプラネタリー波の線形理論から、プ

ラネタリー波が上方伝播波する時には波の

位相は上方ほど西に変位する事が知られて

いる。11 月の末に（極夜ジェットに沿って）

プラネタリー波が対流圏から成層圏へと伝

播している事は図 3 からも分かるが、図 4

においても、11 月 27 日のプラネタリー波

に伴うユーラシア上の気圧の峰と谷が西傾

していることからも、この上方伝播を確認

することができる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

プラネタリー波の伝播が上向きから下向き

へと転じる 12 月 5 日には、それまでアリ

ューシャン列島付近に存在していた対流圏

の気圧の峰が東シベリアに移動する。この

過程でシベリアでブロッキングの形成が始

まる。一方、シベリアに存在する気圧の谷

の振幅は大きく減少するのでカナダに存在

する谷のみが顕著となり、波数 1 的形状が

出現し始める。ところで、このような対流

圏でのプラネタリー波の峰や谷の西方への

移動は、経度―高度断面における峰や谷の

鉛直方向の傾きが西傾から東傾へと変化す

る事に対応している。つまり、対流圏にお

ける気圧の峰や谷の西方への移動、またそ

れに伴うブロッキング発生位置の西方への

移動は、プラネタリー波の伝播方向が上向

きから下向きへと変化した事に関連して発

生したと考えられる。	 

	 

対流圏における気圧の波の峰や谷は、時間

とともにさらに西進を続け、12 月 9 日には

対流圏の気圧の谷はヨーロッパ付近に、ま

	  
	  
図 3 .	   (a)北緯 65 度から 85 度で平均した帯状平均
東西風（等値線）、およびその偏差（色彩）の高

度－時間断面.	 (b)北緯 30 から 90 度で平均した

100hPa における東西波数 1 成分に伴う E-P	 flux

の鉛直成分の時間変化。	 (c)	 (b)に同じ、ただし

東西波数 2 成分。(d)3hPa 面における帯状平均東

西風の緯度-時間断面。(b),(c)は Tokyo	 Climate	 

Center の stratospheric	 circulation	 monitoring	 
(http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/clisys

/STRAT/index.html)による。	  

	 
	 

図 2.	 (a)2012 年 11 月 16 日から 12 月 22 日の

期間におけるブロッキング強度の経度-時間断面

（CPC/NOAA による）。(b)同期間についての北

緯 60～70 度における 500hPa 高度場の帯状非対

称成分の経度-時間断面。また、図中に図１の

(i)および(ii)に対応する期間を実線で示す。	 
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た峰はベーリング海峡を越えて東シベリア

まで伸展し、波数１の構造が明瞭となる。

また、プラネタリー波に伴う気圧の峰が西

進するのに従って、ロシアと東大西洋にお

いて中緯度域に存在していた高圧部は高緯

度へと延伸し、13 日には、ブロッキングの

形成を伴いながらさらに発達する。一方、

北米に存在していた気圧の谷は東シベリア

まで拡大して波数１の振幅が増大する。	 

	 

一方、波数１成分の振幅は 100hPa 付近で

最小となり、波の位相はその上下で反転し

ている。このように鉛直に節を持った構造

は、対流圏から上方に伝播する波と、成層

圏から下方伝播する波とが干渉した結果生

じたと理解できよう。また、水平構造にお

いても北緯 50 度付近が節となり、その南

北で位相が反転する様子が認められる。こ

の事から、12 月 13 日におけるのプラネタ

リー波の 3 次元構造は、プラネタリー波が

極域対流圏に捕捉されて増幅したことを反

映していると考えられる。また、ヨーロッ

パ付近の波数１に伴う気圧の峰は、大西洋

（西経 40 度）とロシア（東経 50 度）付近

でのブロッキング高気圧の形成に伴って発

達する。このブロッキング高気圧の東側に

位置する中央アジアで、卓越する北風によ

って寒気が流入したために大きな低温偏差

が形成された。	 
 
まとめ  
本研究によって、2012 年 12 月上旬に東ア

ジアで観測された寒波は以下のように、惑

星規模の波の 3 次元構造の変化と関係して

発生したことが明らかになった。まず、成

層圏生じたプラネタリー波の反射によって、

それまでアリューシャン付近に存在してい

た対流圏の気圧の峰が東シベリア域へと西

進する。すると、それまで東シベリア域に

存在していた気圧の谷が消滅し、そこにブ

ロッキングが形成された。このブロッキン

グの下流域で強い寒気移流が発生し、東ア

ジア域は大きな低温偏差で覆われた。一方、

12 月中旬の西アジアで発生した寒波は、プ

ラネタリー波が成層圏で反射して極域に捕

捉されて増幅した結果、波の峰が存在する

ヨーロッパ域でブロッキングが発生し、そ

の下流の西アジアで強い寒気移流が発生し

たことが原因と考えられる。	 

	 

この成層圏におけるプラネタリー波の反射

と極域対流圏への捕捉には、2012 年初冬の

これまでに無く強い上部成層圏亜熱帯ジェ

ットが寄与していると考えられる。今後は

両者の関係についてさらに詳しく解析する

予定である。	 
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図 4.（左列）帯状平均東西風（等値線）及びその偏差（彩色）の緯度-高度断面。（右

列）北緯 60～70 度で平均した高度場の帯状非対称成分の経度－高度断面（上段）と

500hPa 高度（等値線）及びその気候値からの偏差（彩色）の緯度-経度分布（下段）。

また、各パネルは、以下の日付を中心とする 5 日平均値である：(i)11 月 27 日、(ii)12

月 5 日、(iii)	 12 月 9 日、(iv)12 月 13 日。	 
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ᚋࡢࡑ 1 㧗Ẽᅽ೫ᕪࡢ᭶௨ୖ㸪ᴟᇦ
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࡚࠸࠾ࢫ࣮ࢣࡓࡋᡂᒙᅪ࡞࠺ࡢ

 㸬ࡉ၀♧ࡀࡇ࡞⬟ྍࡀ⌧
 ḟ⠇࡛ࡣ㸪ᡂᒙᅪࡓࡋ AO ௨ࡑ

እࡢ AO 㸪2010ࡋᑟධᡭἲࡍศ㞳 ᖺ

 㸬ࡃ࠸࡚ㄪࢫࢭࣟ࡞㘽ࡢ㇟⌧ࡢ

4䠊⤖ᯝ 

4䠊1䠊䜲䝧䞁䝖Ⓨ⏕䛾䝯䜹䝙䝈䝮 

ఏࡢᝨἼࡢᡂᒙᅪ㸪ᑐὶᅪࡎ 

ᦙ㐣⛬ぢ࡚ࡃ࠸㸬ᅗ 4 ⦌㸪༙⌫୰㧗

ᗘࡢ 1 ᭶ࡁྥୖࡢ Eliassen Palm㸦EP㸧ࣇ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
⩣ࢫࢡࣛ 2 ᭶ࡢᡂᒙᅪẼ ࡢ೫ᕪ㐣

ཤ 33 ᖺΏࡓࡋࢺ࡚ࣟࡗ㸬ほ 㸪ࣔ

ࡁྥୖඹࣝࢹ EP ᚋࡢࡑࢫࢡࣛࣇ 1
ࣨ᭶ࡢᡂᒙᅪ ᗘࡢ㛫ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀ

ぢ㸪ࣔࡀࣝࢹᝨἼୖࡢ᪉ఏࢭࣟ

㸬ศࡀࡇ࠸࡚ࡋ⌧ࡃࡋṇࢫ

2010 ᖺ 1 ᭶࠶࡛ࣙࢽ࣮ࢽࣝࡣ㸪ࡇ

కࣥࣕࢩ࣮ࣗࣜ࠺పẼᅽࡢᙉ㸦ᅗ 1㸧
࡛ᝨἼୖࡢ᪉ఏᡂᒙᅪ≉ࡀ ᪼ࡢ

ᙉ࠸ᖺ࡛࠼⪄ࡓࡗ࠶㸦ᅗ 4 ᕥ㸧㸬ᅗ

4 ྑᅗ࡛ࡣ㸪2010 ᖺࡢ ALL ᐇ㦂ࡢ 50 ࣓ࣥ

ࡣ㸧ࡁ㸦୰ᢤ࣮ࣂ ALL-LNG ᐇ㦂ࡢࡢ

ᖺẚ࡚➨୍㇟㝈೫࡚ࡗศᕸ࠸࡚ࡋ

ࡣ⋠☜⏕Ⓨࡢ ᪼↛✺㸦ࡢࡢ ALL-LNG
࡛ 16.6%㸪ALL ࡛ 21.7%㸧㸪ಶࢫ࣮ࢣࡢࠎ

ࡀ௳᮲ࡢࣙࢽ࣮ࢽࣝࡌ㸪ྠぢ࡚

ቃ⏺᮲௳࡚ࡋ࡚࠸࡚࠼㸪ᝨἼ

ศࡀࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡇ㉳ࡎᚲࡀఏᦙࡢ

T106 MIROC4

T5
0a

 (
Fe

b)
 7

0N
-9

0N

ERA-Interim

100hPa upward EP flux (Jan) 30N-90N 

2010ᖺ
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100hPa upward EP flux (Jan) 30N-90N 

䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠄Ⰽ䠅

A
O

 IN
D

EX
 (F

eb
-M

ar
) 

┤⾜䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠄Ⰽ䠅

ᅗ 3. 2010 ᖺ 2-3 ᭶ࡢᖹᆒᆅ⾲㠃Ẽ [K]㸦Ⰽ㸧ᾏ㠃Ẽ

ᅽ[hPa]㸦⥺㸧ࡢ೫ᕪ㸬ᕥ㸸ERA-Interim㸪ྑ㸸ALL ᐇ

㦂 50  ᖹᆒ㸬ࣝࣥࢧࣥࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ

ᅗ 4. ⦋ 30-90ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 1᭶ࡢ 100hPaୖྥࡁ EP
⦌೫ᕪ㸦ᶓ㍈㸧ࢫࢡࣛࣇ 70-90 ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 2 ᭶

ࡢ 50hPa Ẽ ೫ᕪ㸦⦪㍈㸧ࡢᩓᕸᅗ㸬ᮇ㛫ࡣ 1979 ᖺ

 2011 ᖺ㸬ᕥ㸸ERA-Interim㸪ྑ 㸸 ALL-LNG ᐇ㦂㸦ە㸧

ཬࡧ 2010 ᖺࡢ ALL ᐇ㦂 50 ᯝ㸬ྑ⤖ࡢ㸧ۑ㸦࣮ࣂ࣓ࣥ

ᅗࡢ㉥༳ࡣᡂᒙᅪ✺↛᪼ ࡀ㉳ࡍ⾲ࢫ࣮ࢣࡓࡗࡇ㸬 

ᅗ 5. ⦋ 30-90ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 1᭶ࡢ 100hPaୖྥࡁ EP
೫ᕪ㸦ᶓ㍈㸧ࢫࢡࣛࣇ 2-3 ᭶ࡢ AO ⦪㸦ࢫࢡࢹࣥ

㍈㸧ࡢᩓᕸᅗ㸬ALL-LNG ᐇ㦂ࡢ 1979 ᖺ 2011 ᖺ㸦ە㸧

ཬࡧ 2010 ᖺࡢ ALL ᐇ㦂 50 ᯝ㸬ྛ⤖ࡢ㸧ۑ㸦࣮ࣂ࣓ࣥ

ᅗ࡚࠸࠾㸪ྛⅬ㯮◚⥺ᑕᙳ್ࡓࡋⰍ࡛♧ࡍ㸬 
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 ࠋ
 ḟ㸪ALL ཬࡧ ALL-LNG ᐇ㦂⤖ᯝ⏝

⩣ࡍᑐ᪉ఏୖࡢᝨἼ࡚࠸ 2 ᭶

3 ᭶ࡢ AO ࢺࣟ㛵ಀࡢࢫࢡࢹࣥ

ᅗࡀࡢࡓࡋ 5 ┦࡞᭷ពࡣ⪅㸬୧࠶࡛

㛵㛵ಀࡣぢࡎ㸪ᡂᒙᅪ᪼ ࡀ㉳ࡓࡗࡇ

ᚋᚲࡋࡎᑐὶᅪࡀ㈇ࡢ AO ࡅ࡞

㸪ᅗ࡛ࡇࡑ㸬ศࡀࡇ࠸࡞ࡣ࡛ 5 ᕥᅗ

㸪EPࡣ࡛ 㸧ࡁ㸦ୗྥࡁྥୖࡀࢫࢡࣛࣇ

 AO ㍈㸦Ⅼ⥺㸧࡞࠺࡞㈇㸦ṇ㸧ࡀ

ࢹࣥ࠸ࡋ᪂ࠊࡋᑕᙳࢱ࣮ࢹྛ࡚ࡋᑐ

᪉ࡢ㸬ྠᵝࡓࡋ⩏ᐃ㸦IDX㸧ࢫࢡ

࡛㸪ᅗ 5 ྑᅗࡣ㸪ᕥᅗࡍ⾜┤ᡂศ┤

㸬ࡓࡋ⩏ᐃ࡚ࡋ㸦IDXN㸧ࢫࢡࢹࣥ⾜

㸪࡛ࡇ࠸⏝ࢫࢡࢹࣥࡢࡘࡇ

ᡂᒙᅪࡢኚື࡚ࡋ AO ࡅཷᙳ㡪ࡀ

㛵↓ࡣኚືࡢ㸪ᡂᒙᅪ㸦IDX㸧ࢫ࣮ࢣ

ಀ AO ศ㞳㸦IDXN㸧ࢫ࣮ࢣࡇ㉳ࡀ

 㸬ࡁ࡛ࡀࡇࡍ
㐣ཤ⌧ࡢࢫࢡࢹࣥྛ 33 ᖺࡢほ

ࢫࢡࢹࣥࡓࡗ✚ぢᵝྠ್ 

ẚ㍑ࡍ㸪IDX ⣙ࡣ㛵ಀᩘ┦ࡢ 0.4 

95%᭷ពỈ‽ࡢࡢࡍࡓ‶㸪IDXN ┦ࡢ

㛵ಀᩘࡣ AO ࡓࡋ᥋ẚ㍑┤ࢫࢡࢹࣥ

㝿ࡉపࡣࡇࡢࡇࠋ࡞ࡃ㸪ᡂ

ᒙᅪ࡚ࡋ AO ࢫ࣮ࢣ࡞࠺ࡍ⏕Ⓨࡀ

㸪SSTࡣሙྜࡓࡗ⤠ ཬࡧᾏịࡓ࠼

ࡢࡅࡔ AGCM ࡛ AO ⬟ྍࡁ࡛⌧

ᛶࡀฟ࡚᮶ࡇព࠸࡚ࡋ㸬 
ᑐὶᅪⓎ⏕ࡍ AO ኚືࡢᡂᒙᅪࡀ

㉳ᅉࡍሙྜ࠸࡞ࡋሙྜỴᐃࡅ

Ẽሙࡢせᅉࡀఱ࡛࠶ㄪࡓ㸪ྛ

࡚ࡋᑐࢫࢡࢹࣥ 2010 ᖺ 1 ᭶㸦ほ 

ࡁྥୖ࡛ EP ᮇ㸧ࡓ⌧ࡀ೫ᕪࢫࢡࣛࣇ

ࡢ ALL ᐇ㦂 50 ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ 300hPa 㧗ᗘ

ᅇᖐࡓࡋ⤖ᯝࡀᅗ 6  㸬࠶ᴟᢞᙳᅗ࡛ࡢ
IDX ሙྜ㸦ᅗࡓ࠸⏝ 6 ᕥ㸪ᡂᒙᅪࡢኚື

ࡢ᭶௨㝆⩣ࡀ AO ሙྜ㸧ࡍᐤ⏕Ⓨࡢ

ࡣ࡚ࡅ✵⡿㝣ୖ㸪ኴᖹὒࡣ

ᆺⓗ࡞ PNA ࡣ㸪すὒ࣮ࣥࢱࣃ

Atlantic Multidecadal Oscillation㸦AMO㸧

ࡢ༡ࡣ✵㝣ୖࢩ㸪࣮࣮ࣘࣛࣥࢱࣃ

㸪Ἴᩘぢࡀ࣮ࣥࢱࣃ࣮ࢯ࣮ࢩ 1 ྥୖࡢ

ࡁ EP ࡞Ẽᅽศᕸࡍ༟㉺ࡀࢫࢡࣛࣇ

㸦ᅗ࠸࡚ࡗ 6 ྑ㸧㸬୍ ᪉㸪IDXN ࡓ࠸⏝

ሙྜ㸦ᅗ 6 ୰ኸ㸪ᡂᒙᅪࡢኚືࡀ㛵ಀ࡞ࡋ

㸪㧗⦋ᗘᇦ࡛Ἴᩘࡣሙྜ㸧࠸ 2 ᆺࡢẼᅽ

㓄⨨ࡀᙉ࠾࡚ࡋ㸪ୖྥࡁ EP ࢡࣛࣇ

Ἴᩘ࡚࠸࠾Ἴᩘゎᯒࡢࢫ 2 Ἴᩘࡀ 1 

㸦ᅗ࠸࡚ࡋ♧࣮࣡ࣃࡢ➼ྠ 6 ྑ㸧㸬ࡢࡇ

Ἴ࣮ࣜࢱࢿࣛࡓࡋ㸪ୖ᪉ఏࡇ

క࠺ᡂᒙᅪෆࡢᴟ ᙅഴྥࡀᑐὶᅪ࡛

ୗ࡚᮶ࡣྰ㸪ึᮇᑐὶᅪ࡛ㄏ㉳

Ỵ࡚ࡗἼᩘࡢἼ࣮ࣜࢱࢿࣛࡉ

 㸬ࡓࡉ၀♧ࡀࡇ࠸࡚ࡗ

  

 

 

Reg(IDX, Z300) 2010/01 Reg(IDXN, Z300) 2010/01
1᭶䛾㖄┤EP䝣䝷䝑䜽䝇

Ἴᩘ1 Ἴᩘ1

Ἴᩘ2

Ἴᩘ2

IDX IDXN

ᅗ 6. ᕥཬࡧ୰ኸᅗ㸸IDX㸦ᕥᅗ㸧ཬࡧ IDXN㸦୰ኸᅗ㸧ᑐ࡚ࡋ㸪2010 ᖺ 1 ᭶ࡢ ALL ᐇ㦂 50 ࣓ࣥ

ࡢ࣮ࣂ 300hP 㧗ᗘሙᅇᖐࡓࡋ⤖ᯝ㸬ⓑ⥺ࡣ 98㸣᭷ពỈ‽ࡍ♧㸬ྑ ᅗ㸸IDX㸦ᕥ㸧ཬࡧ IDXN㸦ྑ㸧

┤㖄࡚ࡋᑐ EP Ἴᩘࡀᯝ㸬㟷⤖ࡓࡗ⾜Ἴᩘゎᯒ࡚ࡋᑐሙࡓࡋᅇᖐศᕸࡢࢫࢡࣛࣇ 1㸪㉥ࡀ

Ἴᩘ 2  㸬ࡍ♧ᯝ⤖ࡢ
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4䠊2䠊 ᬮ䛾ᐤ 

 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪2010 ᖺࡢ ALL ᐇ㦂 NAT
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝẚ㍑࡛ࡇࡍ㸪 ᬮࡢᐤ

㆟ㄽࡍ㸬 ᅗ 7ྑᅗ㸪2010ᖺࡢALL
ᐇ㦂 NAT ᐇ㦂ྛ 50 㐣ཤࡧ㸪ཬ࣮ࣂ࣓ࣥ

33 ᖺࡢ ALL-LNG ᐇ㦂࡚࠸ࡘ IDX ☜ࡢ

⋡ᐦᗘศᕸࡓࡋ♧㸬2010 ᖺࡢᐇ ୖᅇ

ࡀ᪉ࡢሙྜࡓྵேⅭ㉳※ᙳ㡪ࡣ⋠☜

㧗ࡀࡇ࠸࡚ࡗ࡞ࡃศࡇࡢࡇࠊ

࡚ࡗே㛫άື 2010 ᖺࡢࢺࣥࡢ

Ⓨ⏕☜⋡࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ㸬ࡑ

㸪ᅗࡓㄪ⏤⌮ࡢ 7 ᕥᅗ㸪ALL ᐇ

㦂ཬࡧ NAT ᐇ㦂ୖࡢ ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ10%

2010ᖺ2-3᭶ࡢᆅ⾲㠃Ẽ ᾏ㠃Ẽᅽࡢᕪ

㸦ALL ࢫࢼ NAT㸻ேⅭ㉳※ ᬮࡢ

ᐤ㸧ࡍ♧㸬ேⅭ㉳※ᙳ㡪⪃៖ࡇࡍ

㸪2010࡛ ᖺ 2-3 ᭶ࡢᴟᇦࡢ㧗Ẽᅽࡉࡣ

ᐮἼࡢᇦࢩ࣮ࣛࣘ࠺కࡇ㸪ࡋᙉ

ࢺࣥ㸬ศࡀࡇ࠸࡚ࡋ้῝

ぢᚩ≉ࡢᝨἼࡢ᭶๓ࡦ࡞➃Ⓨࡢ

ᅗࠊࡓ 7 ୰ኸᅗ 2010 ᖺ 1 ᭶ࡢ

300hPa 㧗ᗘࡢ 2 ᐇ㦂㛫ࡢᕪྠᵝࡋ♧

࡚ࡅ⡿㝣㸬ኴᖹὒࡓ

PNA-like ぢࡀഴྥࡉᙉࡀ࣮ࣥࢱࣃ

Ἴᩘ࡚ࡗ㸪ᆅ⌫ ᬮ 1 ᝨἼࡢ

ࡀࡇ࠸࡚ࡋኚሙ࡞ዲ㒔ྜఏࡢ

ศ㸬ᆅ⌫ ᬮక࠺Ẽࡢ PNA-like
㸪NATࡣ⟆ᛂ࡞ ᐇ㦂࡚࠸࠾ SST ቃ⏺᮲

 㸪ࡀࣝࢼࢢࢩேⅭ㉳※ᙳ㡪ࡓ࠸㝖ྲྀ௳
El Niño-like ࡇ࠸࡚ࡋ࣮ࣥࢱࣃ࡞

㉳ᅉ࠼⪄ࡢࡍ㸬㸦ᅗ␎㸪El 
Niño-like ࡣ࣮ࣥࢱࣃ ᪼࡞ CMIP3 ཬࡧ

CMIP5 ഴྥ࡛ࡓࡋඹ㏻ࣝࢹࣔࡢࡃከࡢ

 㸬㸧࠶

5䠊䜎䛸䜑 

 ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ࣝࣙࢽ࣮ࢽᡂᒙᅪ

ࡢ㈇ࡓࡋ AO ୖࡀ⋠☜⏕Ⓨࡢࢺࣥ

㸪ࡣ࡛✲◊㸬ᮏ࠸࡚ゝࡀ

MIROC5AGCM  EA ᐇ㦂ࡢ㇏ᐩ࡞

ࡢࡇ㸪࡚ࡋ⏝࣮ࣂ࣓ࣥࣝࣥࢧࣥ

Ẽෆ࡛㸪ึᮇẁ㝵ࡀ㘽ࡢ⌧Ⓨࡢࢺࣥ

༟㉺ࡍᝨἼࡢἼᩘᵓ㐀࡛ࡇ࠶

᭶㛫ᣢᩘࡣࢫࢭࣟࡢ㸬୍㐃ࡓࡋ

࠼㐺ษ㸪Ẽึᮇ್ࡇࡍ⥆

ࡢ㈇ࡢࢱࡢࡇ࡛ࡇ AO ࢣࢫᏘ⠇

࣮࡛ࣝண ࡀࡇࡍ⌮ㄽⓗ࠶࡛⬟ྍ

࣮ࣜࢱࢿࣛ㸬୍᪉㸪࠸࡚ࡋពࡇ

ἼࡢἼᩘᵓ㐀ࡀᡂᒙᅪᑐὶᅪࢢࢩࡢ

ࡣࡍᐤ࠺ࡢୗ᪉ఏࡢࣝࢼ

 ࠋ࠶ᚲせ࡛ࡀゎᯒ࡞㸪᭦ࡃ࡞࡛
2010 ᖺ༙⌫୰⦋ᗘᇦ␗ᖖ࡞ᐮἼ

ࡢ㈇ࡓࡋࡓ AO ⌧㸪⌧ᐇ࡚࠸ࡘ

ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝேⅭ㉳※ᙳ㡪ࡀ௬ࡓࡗ࡞

ẚ㍑ᐇ㦂⤖ᯝࣝࣥࢧࣥࡢሙྜࡓࡋ

࣮ࣗࣜࡀᬮ ࡢ※㸪ேⅭ㉳ࡇࡓࡋ

ࢺࣥࡢࡇ࡚ࡋ㏻ᙉࡢపẼᅽࣥࣕࢩ

࠸࡚ࡋᐤ࠺ࡏࡉቑຍ⋠☜⏕Ⓨࡢ

Pr
ob

ab
ili

ty

T2A and SLPA (FM2010) Z300A (Jan2010)

EPљ&ṇAO EPј&㈇AO

2010ᐇ 

ᅗ 7. ᕥཬࡧ୰ኸᅗ㸸ALL ᐇ㦂ཬࡧ NAT ᐇ㦂ୖࡢ 10㸣ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᖹᆒ್ࡢᕪ㸦ALL ࢫࢼ

NAT㸧㸬ᆅ⾲㠃Ẽ 㸦K㸪ᕥᅗᙳ㸧㸪ᾏ㠃Ẽᅽ㸦hPa㸪ᕥᅗⓑ⥺㸧ཬࡧ 300hPa 㧗ᗘ㸦m㸪୰ኸ㸧㸬ྑᅗ㸸

IDX ᐦᗘศᕸ㸬2010⋠☜ࡢ ᖺ ALL ᐇ㦂 50 㸦㉥㸧㸪2010࣮ࣂ࣓ࣥ ᖺ NAT ᐇ㦂 50 㸦㟷㸧㸪ཬ࣮ࣂ࣓ࣥ

ࡧ ALL-LNG ᐇ㦂 10 ࡢ㸦⥳㸧࣮ࣂ࣓ࣥ 1979 ᖺ㹼2011 ᖺࡢ⤖ᯝ㸬Ⅼ⥺ࡣ 2010 ᖺࡢᐇ ್ࡍ♧㸬 
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ࡣ㸬ᚋࡓࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡓ GCM ᑗࡢ

᮶ண ᐇ㦂➼࡚࠸⏝㸪ᆅ⌫ ᬮࡀ㐍⾜

ሙྜࡓࡋ 2010 ᖺࡢࢱᐮἼࡀ῝้

ᚲせࡃ࠸࡚ࡋド᳨ྰ࠶ഴྥࡍ

 㸬࠶ࡀ
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南半球対流圏の気候トレンドに対する中緯度海洋前線帯の潜在的重要性 

ー水惑星実験からー 

小川 史明 1, 西井 和晃 1, 中村 尚 1,2, N.‒E. Omrani3,4, N. Keenlyside4,5 

1.東京大学先端科学技術研究センター, 2.海洋研究開発機構地球環境変動領域 3.キール大学ヘル

ムホルツ海洋研究所 4.ベルゲン大学地球物理研究所 5. 気候研究ビャークネスセンター 

 

1.はじめに

南半球中高緯度の地表においては，20世紀

終盤に数十年の時間規模で，偏西風帯や降水

帯が次第に高緯度側へシフトする気候トレ

ンドが観測された．この気候変化は，南半球

環状モード変動(SAM)の極性変化を伴うもの

と考えられる(Thompson and Solomon 2002)．

また，この気候トレンドは，成層圏オゾン減

少に伴う極域の冷却と極渦の強化の影響が，

成層圏内にとどまらず地表まで及んだもの

として注目されてきた．また別の研究では，

成層圏循環異常が対流圏に影響するために

は対流圏における擾乱活動を通じた西風運

動量輸送や水平熱輸送が重要であることが

指摘されている(例えばSong and Robinson

2004)．その一方で，対流圏における移動性

擾乱活動とPFJの維持，さらにその卓越変動

であるSAMの振幅と南北構造にとって，中緯

度海洋前線帯が重要であることが近年明ら

かになりつつある．これは，中緯度海洋前線

帯が，成層圏で生じた循環変化の情報を地表

まで伝えることに影響を与える可能性を示

唆する．そこで本研究では，観測されたオゾ

ン減少を擬似的に理想化モデル実験におい

て与え，その応答として現れる対流圏の循環

変化が，下方境界条件として与える海面水温

(特にその中緯度における勾配)に対してど

のように依存するのか，調査を進めている．

 

2.実験設定

本研究では，大気大循環モデル(AGCM)にお

いて与えるオゾン濃度と水温分布を変化さ

せ，対流圏における循環場の応答について比

較考察する．用いたAGCMはECHAM5(Roeckner

et al. 2003)で，鉛直層を0.01hPaまで有し，

水平解像度はT63(180km格子相当)である．水

平解像度は比較的粗いものの，後述のように

中緯度の強いSST勾配が解像可能である．与

えるSSTはOI-SST(Reynolds et al. 1994)で，

1982年から2007年まで26年間平均の気候値

を用い，南インド洋[緯度60度]の南北分布を

東西一様に与えた(水惑星実験)．季節進行も

考慮するが，2[C°/ deg]近くに達する強い

水温勾配が，緯度45°付近に1年を通じて存

在する(図1ab,黒線)．このSSTのもとで2通り

の東西一様なオゾン分布を与えて実験を行

なった．与えるオゾンには，JRA25で与えら

れた値を使用した(Onogi et al.2007,

Shibata et al.2005).一方はオゾン減少が進

行する前の期間(1979~1981)，他方はオゾン

減少後のオゾン濃度極小期(1999~2001)の3

年平均気候値である．2つの期間のオゾン濃

度を比較すると，春季にオゾン減少が著しく，

2727



 

  

その減少率は50%近くに達する(図1c)．これ

らのオゾン濃度を与えた２つの実験におけ

る気候値の差は，オゾン減少に対する(中緯

度海洋前線帯が存在する場合の)大気大循環

の応答と解釈できる．次に，その応答に対し

て中緯度海洋前線帯が与える影響を評価す

ることを目的に，与えるSSTを変更して２つ

のオゾン濃度に対する実験を行なった．SST

の変更は，上記で用いたSST分布から中緯度

の海洋前線に伴う水温勾配を著しく緩和す

ることで行なった(図1ab,緑線)．この実験設

定により，与えられたオゾン減少に対する

(中緯度海洋前線帯が存在しない場合の)大

気大循環の応答が評価できる．以上の合計4

つの実験を通じて，オゾン減少に対する対流

圏の大循環応答について，海洋前線の有無に

よって比較する．各実験ともスピンアップの

後，49年間積分を行なった．

3.水惑星実験の結果

3-1.初夏の気候平均場

実験結果には，実験設定を反映した，平均

循環場の高い東西一様性があるので，東西平

均統計量を示す．図2は，モデルの11月~1

月で3ヶ月平均した東西平均東西風の気候平

均値で，高オゾン，低オゾン実験の結果を平

均したものである．中緯度海洋前線は，地表

付近の傾圧性を強め，気移動性擾乱活動の活

発化に寄与する(Nakamura et al.2008,

Ogawa et al.2012)．それに伴い，渦駆動の

中緯度海上偏西風は，海洋前線が存在する場

合それとほぼ同じ緯度に形成される(図2a)．

それに対し，海洋前線がない場合擾乱活動が

弱まるだけでなく，海上偏西風が弱まって低

緯度側にずれて形成される(図2b).海洋前線

帯は環状モード変動にも影響し(Nakamura

et al.2008, Sampe et al.2013)，本実験で

現れた環状モードは，海洋前線帯が存在する

と，観測事実と整合的に中緯度極前線ジェッ

トの南北振動を示すが(図2a)，海洋前線がな

い場合には振幅が弱まるだけでなく南北構

造も現実とは異なり，亜熱帯ジェットの南北

振動を示すようになる(図2b)．さらに，成層

圏における西風変動との鉛直結合も，海洋前

線帯がないと大きく弱まることが示唆され

る(図2b)．

図１．AGCM の下方境界条件として与えた，モデル南半

球(冬半球)における(a)SST,(b)SST 南北勾配の緯度分

布の 1月の月平均値．黒線(緑線)は，海洋前線あり(な

し)実験で用いたもの．(C)モデルに与えた 2通りのオ

ゾン分布のうち，低い方の濃度(陰影)と，高い方から

の濃度減少率(%).
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3-2.オゾン減少に対する西風応答

オゾン減少に対する初夏の西風応答につい

て，海洋前線帯の有無で比較する．図3は，

モデルの11月28日を中央として31日平均し

た東西平均西風風速の，オゾン減少に対する

応答を示す．

海洋前線帯がある場合，地表まで及ぶ西風

変化が見られ，南北構造は観測された気候ト

レンドとSAMの構造によく対応しており(図

3a)．対流圏内での擾乱活動の応答によるフ

ィードバック強制が対流圏の西風応答を維

持強化する傾向も明瞭である．それとは対照

的に，海洋前線がない場合には対流圏で循環

変化が殆ど起きず，擾乱活動の応答も弱い

(図3b).地表付近における西風応答は，海上

偏西風のやや高緯度側における西風強化と

して特に顕著に現れる．この緯度帯で平均し

た西風応答の季節進行を図4に示す．海洋前

線帯がある場合は，成層圏で西風強化が生じ

た後に，同様の変化が地表まで達する一方

(図4a)，海洋前線がない場合は対象的に，季

節を通じて対流圏の西風強化が有意となら

ないことが分かる(図4b)．

3-3.環状モード変動の鉛直結合

3-1節の議論から示唆されるように，中緯度

海洋前線帯は，対流圏の環状モードの振幅や

南北構造に顕著な影響を与えるだけでなく，

成層圏の変動との結合に対しても少なから

ず影響すると考えられる．そこで，オゾン減

少で強制された成層圏の西風強化が，環状モ

ードの鉛直結合を通じて海上偏西風にどれ

ほど影響を与え得るのかについて考える．図

5は，海洋前線が有る場合と無い場合の夫々

について，オゾン減少に対する13hPaの西風

応答が最大となる日における，中高緯度の西

風経年変動の卓越成分をEOF解析によって抽

出し，図4と同じ緯度帯で平均した各日の西

風の経年変動に対する回帰係数を示したも

のである．海洋前線帯が存在する場合，オゾ

ンによって極渦が強化される春季には，その

内部変動が初夏の対流圏の西風変動と結合

する性質を持つことが分かる(図5a)．この場

合，極渦変動と結合して対流圏に西風偏差が

現れる季節とその典型的な振幅は，いずれも

オゾン減少による成層圏の西風強制に結合

図 2．モデルの 11~1 月で 3ヶ月平均した東西平均東西

風(黒実線), EP-flux (Andrews et al.1987,矢印)の気

候平均値，陰影は，11~1 月の 276hPa における東西平均

東西風の中高緯度(緯度 20~90°)における経年変動の

卓越モード(EOF1)に対する，東西平均東西風の線形回帰

係数．図 aの▲印は，海洋前線帯の緯度を示す．(a):海

洋前線が有る場合，(b):無い場合.

について．

図 3. モデルの 11 月 28 日を中央として 31 日平均し

た東西平均東西風の，与えられたオゾン減少に対する

応答(実線).影は 95%応答が有意な領域．青線はその

気候値の軸の緯度を示す．ベクトルは，11 月 22 日か

ら 28 日まで 7 日平均した EP フラックスの,オゾン減

少に対する応答(95%有意な領域のみ示す). (a):海洋

前線が有る場合，(b):無い場合．
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して対流圏に西風応答が現れる季節とその

振幅とその振幅(図4a)に対して非常によく

対応する．すなわち，オゾン減少によって成

層圏の極渦が強化されると，(海洋前線が存

在する場合には)環状モード変動の鉛直結合

を通じて地表の西風が強化されることが示

唆される．それに対し，海洋前線帯がない場

合には，極渦の経年変動に対する海上偏西風

の結合が大きく弱まり，その925hPaにおける

振幅は約55%減少する(図5b).オゾン減少に

対する対流圏の西風応答が現れる(現れよう

とする)季節及びその振幅(図4b)と比較する

と，成層圏のオゾン減少で現れる西風強化は，

環状モードの鉛直結合を通じて対流圏にま

で影響が及ぼされようとはするものの，その

結合変動の振幅が対流圏で小さく，また対流

圏の西風変動が結合する期間そのものが短

いために，対流圏内への有意な下方侵出が起

きなかったものと解釈できる．

４．まとめ

水惑星実験の結果，オゾン減少に伴う対流

圏の有意な循環変化は，海洋前線がないと現

れないことが分かった(図3,4)．そこでは，

オゾンによって極渦が強化された場合に，そ

の季節の極渦の内部変動が対流圏の西風変

動と鉛直結合していることが，オゾン減少に

よって海上偏西風に変化が及ぶ為に重要と

なることが示唆される(図5)．中緯度海洋前

線帯は地表付近の傾圧帯として，移動性擾乱

活動の活発化と海上偏西風の緯度の固定と

強化に寄与し，その卓越変動として現れる対

流圏の環状モード変動の振幅と南北構造の

規定に大きく寄与する(図2)．海洋前線帯を

有する水惑星実験で現れる対流圏の環状モ

ードは南北構造と振幅が共に現実とよく対

図 4．モデルで与えたオゾン減少に対する，31 日平均し

た西風応答の季節進行.対流圏下層の応答が顕著であ

る，緯度 45~60°で平均した東西平均東西風について示

す．影は 95%応答が有意な領域．(a):海洋前線が有る場

合，(b):無い場合．×印は，13hPa における西風応答が

最大となる日を示す．

図 5．モデル 13hPa において，緯度 45~60°で平均した

東西平均東西風のオゾン減少に対する応答が最大とな

る日(×印，図 4の×印にも対応)における東西平均西風

の，中高緯度(20~90°)における経年変動の卓越モード

(EOF1)を抽出し，31 日移動平均した各日の西風経年変動

の経年変動の時系列を，上で求めた PC1 の単位標準偏差

に対して線形回帰したもの(黒実線．単位:m/s). 影は

95%応答が有意な領域．(a):海洋前線が有る場合，(b):

無い場合.
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応することから，極渦の変動との結合が再現

されることを通じて，オゾン減少に対する地

表の西風の応答が現実と整合的に現れたと

考えられる．一方，海洋前線がない水惑星実

験においては対照的に，ストームトラックが

固定されにくいことを反映して海上偏西風

が弱まって緯度もずれ(図2b)，それに伴って

環状モードの南北構造や振幅は非現実的と

なり(図2b),成層圏の極渦変動との結合も著

しく弱まる結果(図5b),オゾン減少に対する

西風の応答が地表で現れなくなったと解釈

できる．

本研究から，20世紀終盤にオゾン減少に伴

って南半球の地表で観測された気候変化に

対しても，海洋前線帯が根源的に重要であっ

たことが示唆される．さらに，今後数十年は，

南半球成層圏におけるオゾン濃度の回復が

予想されており，その影響が地表の循環に及

ぶこと(Son et al.2008)に対する海洋前線帯

の重要性も示唆される．

なお，本研究では単一の大気大循環モデル

のみによる理想化実験の結果を示したが，オ

ゾン減少に伴う地表付近の気候変化に対す

る中緯度海面水温勾配の存在の重要性は，

CMIPモデルを用いた研究でも示されつつあ

る．そちらについては本研究集会の西井和晃

氏の講演要旨を参照されたい．
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気候モデル中での海面水温前線帯の気候平均降水帯への影響  
	 

西井和晃，中村尚，小川史明（東大・先端研） 
 
1.	 はじめに 

1970 年代からの南極上空の成層圏オ

ゾンの減少に伴って，南半球夏季の西風

軸の極向きシフトを含む対流圏循環のト

レンドが引き起こされていることが指摘

さ れ て い る (e.g., Thompson and 
Solomon 2002)．小川ら(2013, 本予稿集)
は，成層圏オゾン減少に伴う南半球夏季

の対流圏西風トレンドの形成にとって，

大きな海面水温勾配を伴う中緯度海洋前

線(海面水温前線)が，大気下層の傾圧性を

維持する働きを通じて，潜在的に重要で

あることを，水惑星モデル実験を用いて

示した．しかしながら彼らの実験は大陸

がなく，海面水温が東西一様という理想

化された条件のもとで行われたため，よ

り現実的な条件のもとでの，海面水温前

線の重要性を確認する必要がある． 
大陸や大気海洋相互作用を含むより現

実的な気候モデル実験結果の解析により，

成層圏オゾンの減少に伴う強制が与えら

れている気候モデルは，観測されている

対流圏循環トレンドを再現することが示

されている(Son et al. 2009)．本研究の目
的は同様な気候モデルの実験結果を用い

て，南半球夏季における対流圏気候平均

場およびトレンド形成への海面水温前線

の重要性を明らかにすることである．よ

って本研究のタイトルは「気候モデル中

での海面水温前線の南半球気候平均場及

びトレンドへの影響」がより適切である． 

2. 用いたデータ 
本研究では，大気海洋結合モデルであ

る 23のCMIP3および 43のCMIP5気候
モデルの実験結果を用いた．期間は

1979/80~1998/98の夏季 DJFであり，観
測ではオゾンホールに伴う南半球極域成

層圏気温低下トレンドが顕著な期間であ

る．比較のために６つの大気再解析デー

タ (JRA25, JRA55, NCEP/NCAR,  
MERRA, ERA40, ERAinterim)を用いた． 

東西平均した地表温度の南北勾配を各

年の夏季(DJF 平均)で計算し，その南緯
30~55 度間での最大緯度とそこでの値を

中緯度海面水温前線の緯度と強度とした．

また，同様に東西平均 850hPa 西風の南
緯 40~80度間での極大緯度とそこでの値

を西風軸の緯度と強さとした．中緯度降

水極大緯度も同様に求めた．対流圏上層

の傾圧性を，赤道から南緯 25度まで平均

した東西平均 250hPa気温と，南緯 75度
から南極まで平均した東西平均 150hPa
気温との差として求めた．これは，対流

圏上部の傾圧性の強さのトレンドが大き

なモデルほど，西風緯度の極向きシフト

トレンドが大きいと主張した Wilcox et 

al. (2012)に倣っている．  
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図 1．気候平均に関する散布図．四角が
CMIP3, 菱形が CMIP5, 下三角が再解析．
(a)海面水温前線緯度と西風軸緯度(南緯)．(b)
対流圏上部の傾圧性(K)と西風軸緯度(南緯)．
各パネル上部の値は相関係数．(c)海面水温前
線強度(K/1000km)と西風軸強度(m/s)．(d) 
対流圏上部の傾圧性(K)と西風軸強度(m/s)． 

3. 夏季気候平均場 

図１a は気候平均した海面水温前線と
西風軸の緯度間の散布図である．有意な

相関関係が確認され，また西風軸が６~8

度程度海面水温前線の極側に存在する傾

向にある．一方，図 1bは対流圏上部傾圧
性と西風軸の緯度間での散布図であり，

こちらも有意な相関がみられる．しかし，

海面水温前線緯度との相関に比べて値が

小さい．一般に，中緯度海面水温前線の

緯度は，地上付近の風によって強くコン

トロールされる (e.g., Biastoch et al. 
2009)が，水惑星モデル中で与える海面水

温前線の緯度を変化させると，それに追

従するような西風軸の変化することが確

かめられている(Ogawa et al. 2012)．こ

のため，本研究で用いた大気海洋結合モ

デルでは，西風軸と海面水温前線が互い

に相互作用する結果としてそれぞれの位

置が決定されていると考えられる．以上

の結果は，上部対流圏での傾圧性で代表

されるような，大気内部の力学のみによ

って西風軸の緯度が決まる訳ではないこ

とを示唆している．さらに，西風軸の強

度と海面水温前線の強度の間のモデル間

相関は有意に正である(図 1c)．上部傾圧
性との相関は有意であるものの低い(図
1d)ことから，西風軸強度も大気海洋相互

作用を通じて決定されていることを示唆

している．さらなる解析のために，CMIP5
モデルのうち，夏季気候平均海面水温前

線緯度の高い 20モデルと低い 20モデル
それぞれの合成図を作成しそれらの差を

求めた(図 2)．南半球では海面水温前線の

緯度差と整合的に，特にインド洋と南大

西洋の南緯 40~50度付近に正偏差がみら
れる．興味深いのは，北太平洋と北大西

36 38 40 42 44 46 48
40
42
44
46
48
50
52
54
56

(a) R=0.74(all), 0.63(C3), 0.83(C5)

CMIP3
CMIP5
ReA

OceanFront LAT (S)

U
85

0a
xi

s 
LA

T 
(S

)

-5 0 5 10 15 20 25
40
42
44
46
48
50
52
54
56

(b) R=0.41(all), 0.44(C3), 0.49(C5)

CMIP3
CMIP5
ReA

T-contrast (K)

U
85

0a
xi

s 
LA

T 
(S

)

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
9

10

11

12

13

14

15

16
(c) R=0.50(all), 0.52(C3), 0.50(C5)

CMIP3
CMIP5
ReA

OceanFront Intensity (K/1000km)

U
85

0a
xi

s 
In

te
ns

ity
 (m

/s
)

-5 0 5 10 15 20 25
9

10

11

12

13

14

15

16
(d) R=0.25, 0.20(C3), 0.32(C5)

CMIP3
CMIP5
ReA

T-contrast (K)

U
85

0a
xi

s 
in

te
ns

ity
 (m

/s
)

3434



洋の両方において，西岸境界流とその続

流域で正偏差がみられることである．こ

れは，南半球で中緯度海面水温前線の高

緯度にあるモデルほど，北半球でも海面

水温前線が高緯度にある傾向を示してい

る．北半球中高緯度において風の有意な

差はほとんどないため(図 2b)，海面水温
前線緯度のモデル間の差は，大気モデル

側の違いだけでなく，海洋モデル独自の

海面水温前線形成過程の違いによっても

生じている可能性を示唆している．そし

て，海洋内部の過程が西風軸緯度に影響

している可能性も示唆している． 

 
図 2．CMIP5 の気候平均海面水温前線緯度
の高い20モデルと低い20モデルの合成図の
差(太線)．陰は 90 および 95%有意な領域．
細線はモデル平均． (a)地表温度 (K)．
(b)850hPa西風(m/s)．(c) 降水(mm/day)．  

南半球の降水分布差は南緯 60 度付近
で正，50度付近で負を示す(図 2c)．これ
らの偏差は西風偏差とほぼ対応している

(図 2b)．これは海面水温前線緯度の高い
モデルではストームトラック活動の極大

緯度も高いためと考えられる．実際に，

日平均 SLPの８日以下周期擾乱の分散で
見積もったストームトラック活動の極大

緯度，および降水極大緯度は，海面水温

前線緯度と高い相関を示す(図 3)．(なお日
平均 SLP場は入手可能なモデルのみで計
算を行った)．  

 

 
図 3．図１と同様． (a)海面水温前線緯度と
ストームトラック活動極大緯度 (南緯)．(b) 
海面水温前線緯度と降水極大緯度(南緯)．  

4. 夏季トレンド 
トレンドに関する，海面水温前線緯度

と西風軸緯度の相関は弱いながらも有意

である．しかし CMIP5間で相関はほぼ無
く，散布図をみると，CMIP3 の３つの
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“outliers”が大きな相関を作っているこ
とがわかる(図 4a)．一方，対流圏上層の
傾圧性と西風軸緯度のトレンド間の相関

は有意な正を示していることから(図 4b)，
オゾン減少に伴う極側での低温トレンド

のモデル間ばらつきが，対流圏上層の傾

圧性の変化を通じて，西風軸緯度トレン

ドのばらつきにある程度寄与しているこ

とが示される．海面水温前線の影響をみ

るために，対流圏上層の傾圧性のトレン

ドが有意なモデルのみを用いて海面水温

前線強度と西風トレンドの散布図を作成

すると， 傾圧性トレンドが正にも関わら
ず，少なからぬモデルが負の西風軸緯度

トレンドを示すことがわかる(図 4c)．し

かしこれらは海面水温前線の強度が約 9 
K/1000km 以下のモデルに限られている．
このことは，海面水温前線が十分強くな

いモデルでは，上層の傾圧性トレンドの

強制に対する西風応答が強くないため，

モデルによっては西風応答がノイズに隠

されてしまう可能性を示唆している. 

5. まとめ 
本研究では南半球の海面水温前線の夏

季気候平均循環場，およびオゾンホール

に伴う対流圏トレンド形成に対する重要

性を気候モデル比較によって示唆した． 
今後は，黒潮親潮続流や湾岸流といった

強い中緯度海面水温前線の存在する北太

平洋および北大西洋でどうような傾向が

示されるか調査したい． 

 

 
図 4．(a,b) 図１と同様．ただしトレンドに
関する散布図． (a)海面水温前線緯度(南緯
/yr)と西風軸緯度 (南緯/yr)．(b) 対流圏上層
の傾圧性トレンド(K/yr)と西風軸緯度 (南緯
/yr)． (c)図 5．気候平均海面水温前線強度
(K/1000km)と西風軸緯度 (南緯/yr)のトレ
ンドの間の散布図．上層の傾圧性トレンドが

99%有意なモデルのみ示す．，  
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大気再解析データで表現される大気境界層構造の

海面水温データへの依存性 
升永竜介、中村尚、宮坂貴文、西井和晃（東京先端研） 谷本陽一（北大院地球環境） 
 
1. はじめに 

寒候期の黒潮・親潮続流域では、冬季モ

ンスーンの北風に伴い大陸から強い寒気が

移流されてくることにより、海面からの強

い乱流熱放出が引き起こされている。

Taguchi et al. (2009) は、高解像度の領域

大気モデルを用いて、強い海面水温勾配に

伴う顕熱放出の顕著な南北コントラストが

大気の地表傾圧帯を維持し、ストームトラ

ックの形成に寄与している可能性を示唆し

た。Tanimoto et al. (2011) は、黒潮とその

続流沿いの強い乱流熱放出が大気境界層を

加熱することにより、西高東低の海面気圧

分布にくさび形に現れる局所的な気圧の極

小が形成されることを船舶観測データに基

づく寒候期の長期気候平均場から見出した。

さらに、Tokinaga et al. (2009) は衛星観測

の冬季平均場に基づき、黒潮続流に沿って

海上風収束や雲水量が極大を示すことを指

摘した。 

しかしながら、先行研究ではこれらの海

洋前線に伴う大気のメソ構造の経年変動に

ついては議論されていない。長期の経年変

動を議論するためには、船舶観測データは

観測数が時空間的に均質でないため、大気

再解析データを用いるのが適している。再

解析データは観測では得られないような物

理量が得られるという利点もあるが、自由

対流圏とは異なり、再現される大気境界層

の構造が下方境界として用いられる海面水

温データに強く依存する可能性がある。 

そこで本研究では、解析期間中に同化に

用いられている海面水温の解像度が向上し

ている全球大気再解析 ERA-Interim を用

いることで、海面からの乱流熱放出が最も

強くなる冬季（12月～3月）において、海

面水温の解像度が再解析で表現される大気

境界層の鉛直構造や雲量、降水にどのよう

な影響を与え得るかを調査した。さらに、

衛星観測データとの整合性を検証した。 

なお、海上気温と海面気圧に関する解析

結果については、昨年度の講演要旨に記載

されているので、参照されたい。 

 
2. データ 

本 研 究 で は 全 球 大 気 再 解 析

ERA-Interim (Dee et al. 2011)の月平均デ

ータ（水平解像度: 0.75°）を 1979年 1月

から 2012 年 3 月まで使用した。この再解

析に用いられた大気モデルの仕様は全期間

を通じて同一であるが、下方境界として与

えられた海面水温の水平解像度が期間によ

って大きく異なっている。即ち、1979年 1

月から 2001年 12月までは緯度経度 1.0°、
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2002年 1月から 2009年 1月までは 0.5°、

2009年 2月以降は 0.05°と解像度が向上し

た。 

海面水温の衛星観測データには NOAA

の OISST（水平解像度: 0.25°）を用いた。

OISSTは水平解像度が高く、黒潮続流前線

と親潮前線を区別することができる。雲量

に は  Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer （MODIS）  Level-3

（水平解像度: 1.0°）のデータを用い、降水

量には Advanced Microwave Scanning 

Radiometer for Earth Observing System

（AMSR-E）（水平解像度: 0.25°）のデータ

を用いた。 

海洋前線に伴う、小さい南北スケールの

構造を抽出するために、先行研究に倣って

各物理量の南北高波数成分を緯度約7°の移

動平均からの差として定義して解析を行っ

た。 

 

3. 結果 

3-1. 海面水温の冬季平年分布 

図 1 に ERA-Interim に基づく海面水温

の冬季の平年の分布を、用いられている海

面水温が低解像度である 1979 年 1 月から

2001年 12月まで（以下、低解像度期）と、

高解像度である 2002年 1月から 2012年 3

月まで（高解像度期）の各期間に分けて示

す。 

 

 

  

図 1: (a) 左パネルは ERA-Interim に基
づく 1979年 1月〜2001年 12月の海面水
温（等値線; 1°C間隔）と海面水温の赤道
向き勾配（シェード; °C/100km）の冬季
の平年の水平分布を表し、右パネルは

149.25°Eにおける海面水温の赤道向き勾
配（青線; °C/100km）の緯度断面を表す。
(b) (a)と同じ。ただし、2002年 1月〜2012
年 3 月の冬季の平年の分布。カラーバー
は図の下部に記してあり、(a)、(b)に共通。
(a)と(b)のそれぞれ右パネルの黒細線は
OISSTに基づく海面水温の赤道向き勾配
（°C/100km）の (a) 1981年 12月～2001
年 12月、(b) 2002年 1月～2012年 3月
の 149.375°E における冬季の平年の緯度
断面を表す。 
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 高解像度期の海面水温の水平分布の方が、

低解像度期に比べ、より細かい構造が表現

されていることがわかる。海面水温の赤道

向き勾配の分布は、低解像度期には

38°N~40°N付近に南西から北東にのびる

顕著な極大を形成し（図 1a）、亜寒帯海洋

前線帯に対応する（Nakamura and 

Kazmin 2003）。一方、高解像度期には41°N

付近に親潮前線に伴う極大が形成されてい

るだけでなく、36°N付近でも黒潮続流前線

に伴う極大を示す（図 1b）。高解像度期の

親潮前線に伴う極大は、低解像度期の極大

よりも 1.5倍ほど大きい。 

 ほぼ同じ期間の、OISSTに基づく海面水

温の赤道向き勾配の緯度断面と比べると、

ERA-Interimの低解像度期の滑らかな海

面水温の構造が、自然変動によるものでは

なく、低い解像度によるものであることが

確認できる。 

 

3-2. 境界層の鉛直構造の冬季平年分布 

図 2にERA-Interimに基づく、149.25°E

における冬季の平年の緯度断面を両期間に

分けて示す。 

低解像度期（図 2a）では、黒潮・親潮続

流域において、37°N付近で海面水温の高波

数成分が 1つ極大を示す。それと一致して

海面からの乱流熱放出（顕熱放出と潜熱放

出の和）の高波数成分が極大を示し、やや

南側に海面気圧の高波数成分の極小（気圧

の谷）が位置している。さらに、気圧の谷

に伴って仮温位の高波数成分の極大と上昇

 

  

図 2: (a) ERA-Interimに基づく 1979年 1
月〜2001 年 12 月の 149.25°E における冬
季の平年の断面。上パネルは仮温位の高波

数成分（シェード; °C）と鉛直圧力速度（等
値線; 0.01 Pa/s 間隔、実線が上昇流）の緯
度-高度断面。白太線は大気境界層上端を表
す。下パネルは海面水温の高波数成分（青

線; °C）、海面からの顕熱放出と潜熱放出の
和の高波数成分（赤線; W/m2）と海面気圧

の高波数成分（黒線; hPa）の緯度断面。線
とラベルの色がそれぞれ対応している。 (b) 
(a)と同じ。ただし、2002年 1月〜2012年
3 月の冬季の平年の分布。カラーバーは図
の下部に示してあり、(a)と(b)で共通。 
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流が形成され、境界層全域に及んでいる。 

一方、高解像度期（図 2b）では、海面水

温の高波数成分が 35°N 付近に黒潮続流前

線に伴う極大を示すだけでなく、40°N付近

でも親潮前線に伴う極大を示しており、そ

れらに伴い、乱流熱放出の高波数成分の極

大も 2つ形成されている。顕著な気圧の谷

が低解像度期とほぼ同緯度に形成されてい

ることに加え、親潮前線付近にも、弱いな

がらも気圧の谷が形成されていることが読

み取れる。さらに、低解像度期には見られ

ないような、仮温位の高波数成分の極大や

上昇流域が 40°N 付近に形成されており、

大気境界層の中層まで及んでいる。 

このような低解像度期と高解像度期の構

造の違いは、データ同化に用いる海面水温

の解像度によって、再解析で表現される大

気境界層の構造が変化することを示してい

る。 

 

3-3. 雲量と降水の冬季平年分布 

図 3に、ERA-Interimに基づく、低解像

度期（図 3a）と高解像度期（図 3b）の海

面水温と全雲量の冬季の平年の分布を示す。 

高解像度期には黒潮続流前線と親潮前線

に沿って雲量の極大が形成されているが、

低解像度期にはそのようなメソ構造は見ら

れず、雲量の極大は 1つのみ形成されてい

る。図 2cに示す、衛星観測による 2002年

12月から 2012年 3月までの冬季の平年の

分布では、ERA-Interimの高解像度期に表

現されていたような、海洋前線に沿う 2つ

図 3: (a) 左パネルは ERA-Interim に基づ
く 1979年 1 月〜2001年 12 月の海面水温
（等値線; 1°C間隔）と全雲量（シェード; %）
の冬季の平年の水平分布を表し、右パネル

は 149.25°Eにおける海面水温（黒線; °C）
と全雲量（緑線; %）の緯度断面を表す。線
の色とラベルの色がそれぞれ対応してい

る。(b) (a)と同じ。ただし、2002年 1月〜
2012年3月の冬季の平年の分布。(c) OISST
に基づく海面水温と MODIS に基づく全雲
量の 2002年 12月～2012 年 3 月の冬季の
平年の分布。左パネルは海面水温（等値線; 
1°C間隔）と全雲量（シェード; %）の分布
を表し、右パネルは海面水温の 149.375°E
における緯度断面（黒線; °C）と全雲量の
149.5°Eにおける緯度断面（緑線; %）を表
す。カラーバーは (a)、(b)、(c)に共通。 
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の雲量の極大がより顕著に表現されている。 

さらに、図 4には降水量の冬季の平年分

布が示されている。ERA-Interimの高解像

度期（図 4b）の緯度断面には、黒潮続流前

線に伴う極大だけでなく、親潮前線付近で

降水量が増加するようなメソ構造が見られ

るが、低解像度期（図 4a）にはそのような

メソ構造は見られない。衛星観測による、

2002年 12月から 2011年 3月までの冬季

の平年の分布には、ERA-Interimの高解像

度期に似たメソ構造が示されている。 

これらの結果は、再解析で表現される雲

量や降水の分布が、与えられる海面水温の

解像度の影響を受けることを示唆し、衛星

観測データと整合的な分布を表現するため

には、高い解像度の海面水温データを与え

る必要があることを示している。 

 

4. まとめ 

 本研究では、全球大気再解析

ERA-Interimを用いて、同化に用いられる

海面水温の解像度が大気境界層の鉛直構造

や雲量、降水の冬季の平年の分布に与える

影響について調査するとともに、衛星観測

による冬季の平年の分布との整合性を検証

した。 

 ERA-Interimの低解像度期では、黒潮・

親潮続流域において、海面水温の高波数成

分の極大が 1つだけ形成されているのに対

し、高解像度期には、黒潮続流前線と親潮

前線に伴う 2つの極大が形成されている。

 
  

図 4: (a-b) 図 3の(a-b)とそれぞれ同じ。た
だし、それぞれの左パネルのシェードと右

パネルの青線は降水量（mm/day）を示して
いる。 (c) OISST に基づく海面水温と、
AMSR-Eに基づく降水量の 2002年 12月～
2011年 3月の冬季の平年の分布。左パネル
は海面水温（等値線; 1°C間隔）と降水量（シ
ェード; %）の水平分布を表し、右パネルは
海面水温（黒線 ; °C）と降水量（青線 ; 
mm/day）のそれぞれ 149.375°E の緯度断
面を表す。線とラベルの色が対応している。

カラーバーは図の下部に記してあり、(a)、
(b)、(c)に共通。 
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海面からの乱流熱放出や海面気圧にも、高

解像度期には低解像度期には見られないよ

うなメソ構造が形成されていることが確認

された。仮温位や上昇運動の鉛直分布にも

両期間で違いが見られ、同化に用いられる

海面水温の解像度が大気境界層の鉛直構造

に影響していることが示唆された。 

さらに、ERA-Interimで表現される雲量

や降水量の冬季の平年の分布は、

ERA-Interimの高解像度期では低解像度

期には見られないようなメソ構造を示し、

衛星観測とより整合的であった。 

 ERA-Interimの低解像度期と高解像度

期の比較に基づく解析では、同化されるデ

ータの変化や自然変動による影響も無視で

きない可能性がある。そこで、水平解像度

1qの COBE-SSTを用いた JRA-55 

Conventional（JRA-55C）と、現在計算中

である、水平解像度 0.25qのMGD-SSTを

用いた高解像度海面水温版の JRA-55

（JRA-55HS）の 1985年 2月の月平均場

を比較した（図略）。これらは共に衛星観測

データを同化せずに作成されている。

JRA-55HSでは JRA-55Cでは見られない

ような雲量や降水の水平分布のメソ構造が

表現されており、このことからも、海面水

温のメソ構造が雲量や降水の分布に影響を

与えていることが示唆される。 
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北太平洋中緯度において 2011年夏～秋に観測された顕著な暖水偏差の 
大規模大気循環応答の強制における重要性の評価 
東京大学先端科学技術研究センター：岡島悟、中村尚、西井和晃、宮坂貴文 

 海洋研究開発機構 地球シミュレータセンター：吉田聡 
 

1. introduction 
従来の研究においては、熱帯における水

温偏差による大気への影響は盛んに研究さ

れ、その影響は熱帯だけでなく、中高緯度

の大気循環へも及ぶ事が明らかにされてき

た。一方で、中緯度においては海面水温偏

差の大気への影響は弱く、海洋は大気によ

って強制されているとされ、その理由とし

ては、熱帯からの遠隔影響が支配的である

事[Lau (1997), Alexander et al. (2002)]や、
大気応答はあっても中緯度大気の内部変動

に比べて小さい事 [Frankignoul (1985), 
Kushnir et al. (2002)]等が挙げられている。 
しかしながら、近年の研究では、

Frangignoul et al. [2011]や Taguchi et 
al., [2012]によって、黒潮・親潮続流の南
北移動に伴い、北太平洋中緯度に循環偏差

が出現し、真冬に振幅が最大となることが

指摘された。また、夏季の大西洋の SSTと
初冬の NAO-like なパターン間に関係があ
る事も明らかにされている [Czaja and 
Frankignoul (1999, 2002), Cassou et al. 
(2004)]。このように、中緯度の水温偏差に
よる大気への強制の可能性についてはその

可能性が示唆されているものの、研究はま

だ不十分と言える。 
昨年の研究集会「週間及び 1か月予報に

おける顕著現象の予測可能性」では、2011
年夏～秋にかけて北太平洋中緯度において

観測された顕著な暖水偏差を、大気大循環

モデルに与えた実験の結果について報告を

行った。この暖水偏差は 1982 年以降で最

も顕著な暖水偏差であり、上向きの乱流熱

フラックス偏差及び高気圧性の循環偏差も

近傍で観測された(図 1)。AGCM にこの水
温偏差のみを与えた実験で、10月に観測さ
れた高気圧性循環偏差がよく再現され(図
2)、その維持・形成にはストームトラック
活動の変調が寄与していたという事を明ら

かにした。一方で夏季においては、モデル

は観測された大気偏差を再現しなかった。

本研究では、夏季に観測された偏差がモデ

ルにおいて再現されなかった原因の考察及

び、モデルにおける応答の季節性について

解析を行った結果を示す。 
なお、本研究のより詳細な内容は

Okajima et al. (2013)に記載されている。 

図1: (a)2011年10月に観測されたSST偏差(色)
と気候平均 SST(黒線)。(b)乱流熱フラックス偏
差(色;上向き正)及び SLP 偏差(黒線;1hPa 毎で
破線は負、0線は省いた)。 
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2. データと実験設定 
本研究では観測データとして JRA25 

(2.5°×2.5°)を用い、海面水温のデータは
OISST(0.25°×0.25°)を使用した。OISSTの
解像度は海洋フロント付近の細かな海面水

温偏差を十分に解像できる。また、本研究

では大気大循環モデルとして AFES 
(AGCM For Earth Simulator)を T119L56 
(水平解像度約 100kmに相当)で用い、3組
のアンサンブル予報再現実験を行った。1
つ目は気候値実験であり、OISSTに基づく
各月の海面水温の気候値(1982~2010年)を
モデルの境界条件として与えた。2 つ目は
中緯度感度実験（以下中緯度実験）であり、

2011 年に北太平洋中緯度において観測さ
れた+0.5K以上の正の水温偏差のみを気候
値に加えた海面水温分布をモデルに与えた。

3 つ目は熱帯域感度実験（以下熱帯実験）
であり、熱帯域のみ海面水温の観測値を与

えた。 
各実験のアンサンブル数は 10 メンバー

ずつで、2011年 5月 27日～6月 5日の各
日の観測値を初期値として同年 10 月末ま
で時間積分を行った。各感度実験と気候値

実験のアンサンブル平均の差を、与えた海

面水温に対するモデル内での大気応答と見

なした。 

3. 2011 年夏季における大気偏差及び
モデル応答 

図 3に、7月における観測及び中緯度実
験の月平均した Z250 と SLP 偏差を示す。
中緯度実験では、水温偏差周辺に浅い低気

圧性循環応答が形成されており、これは下

層に限られた上昇流によって加熱がバラン

スされている状況である。一方観測では、

深い高気圧性の循環偏差が見られた。2011
年 7月の現実大気においては、上流からの
強い波束伝播が見られたが（図省略）、こ

れにより水温偏差に対する応答が隠れて見

えなくなってしまった可能性が考えられる。

同様な状況は 9月においても見られた。ま
た夏は、海面付近の背景の西風は弱いか、

もしくは東風であるため、定常ロスビー応

答が現れにくい状況であり、これらの要因

が、モデルにおける応答と観測された偏差

の不一致に寄与していたと考えられる。 
さらに 7月や 9月においては、海洋が大

気によって暖められていた（図 4）。これ
は上流からの波束伝播があった事と整合的

であるが、これらの期間においては、水温

偏差を与える実験と観測で因果関係が逆転

図 2: 2011年 10月に観測された(a)Z250[m]及
び(b)SLPの偏差[hPa]と、中緯度実験における
(c)Z250 及び(d)SLP の応答。(c),(d)の色は、t
検定で 95%有意な偏差を示す。ハッチは SST
偏差が+1K以上の領域を示す(以降同様)。 
 

図 3: 2011年 7月に観測された(a)Z250[m]及び
(b)SLP の偏差[hPa]と、中緯度実験における
(c)Z250 及び(d)SLP の応答。(c),(d)の色は、t
検定で 95%有意な偏差を示す。 
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していると考えられ、観測された偏差とモ

デルにおける応答を比較する事が妥当では

なかったと考えられる。 
一方 8月においては、水温偏差周辺で上

向きの熱フラックス偏差が観測された（図

4）。これは、8月に観測された偏差とモデ
ル応答を比較することができる可能性を示

している。図 5に 8月における観測された
偏差と中緯度実験の応答を示す。7 月と同
様に、中緯度実験では、水温偏差上空に浅

い低気圧性偏差と、その北東側に高気圧性

偏差が見られている。一方観測では、西側

の高気圧性偏差は上流からの波束伝播の影

響で形成されていると考えられるが、東側

の下層の低気圧性偏差及び上層の高気圧性

偏差に関しては上流からの明瞭な波束伝播

が見られず、暖水偏差への大気応答と見做

せる可能性があり、中緯度実験の応答に対

応している可能性がある。 
さらに、熱帯からの遠隔影響を熱帯実験

における応答によって評価した。観測され

た偏差に比べ熱帯実験での応答は弱く、熱

帯からの遠隔影響の寄与は小さいと考えら

れる（図省略）。昨年の研究集会で、10月

においては、中緯度実験の応答に比べて弱

いながらも同位相の応答が熱帯実験で見ら

れたと報告したが、2011年の夏季において
は、赤道太平洋域の海面水温偏差が 10 月
に比べてさらに小さく、この事が熱帯実験

において中緯度に明瞭な応答が現れなかっ

た事に関係していると考えられる。 

4. モデルの大気応答の季節性 
中緯度実験における大気応答は、7月~9

月の夏季においては浅い低気圧性偏差、10
月においては等価順圧な高気圧性偏差とな

っており、その性質には明瞭な季節性が見

られる。この違いには移動性擾乱によるフ

ィードバックの寄与の有無が関係している

と考えられる。 
夏季から秋季にかけての季節進行に伴っ

て、ストームトラック及びジェット気流が

南下・強化され、さらに水温偏差の西進に

よって、水温偏差自体がストームトラック

図 4: 2011年 4月~10月の、37°N-47°Nで南北
平均を行った正味の上向き熱フラックス偏差

のホフメラー図（放射と乱流熱フラックスの

和）。赤線は SST偏差+1℃以上、ハッチは+3℃
以上の領域を示す。 図 5: 2011 年 8 月に観測された(a)Z250[m]及び

(b)SLP の偏差[hPa]と、中緯度実験における
(c)Z250 及び(d)SLP の応答。(c),(d)の色は、t検
定で 95%有意な偏差を示す。(a),(c)の青矢印は
Takaya and Nakamura [2001]で定義される波
活動度フラックスを示し、(a),(c)の下段は上段に
おける破線での鉛直断面である。 
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及びジェット気流のコア領域への接近する

ことによって、2011 年 10 月においては、
暖水偏差に伴って強化された水温フロント

上空付近に、より活発なストームトラック

が位置していた（図 6）。結果として、下
層の傾圧性の偏差が、より活発な移動性擾

乱活動によって、等価順圧な構造の応答と

して現れやすくなった事が、モデルにおけ

る中緯度実験の応答の季節性に寄与してい

た可能性がある。 
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以上(点線)及び+2℃以上(実線)の領域を示す。 

4646



 ᆅ⌫ ᬮᾏὒ㝣࡛᪼ୖࡢὶᙅࡢ᪥ᮏ㏆ࡢᚠ⎔ሙࡢᙳ㡪㸦㸧 
 

ཎ⏣ᫀ࣭๓⏣ಟᖹ࣭ᖹཎ⩧࣭ᮧ༤୍࣭ 

ཬᕝ⩏ᩍ࣭Ᏻኊ୍㑻㸦Ẽ㇟ᗇẼೃሗㄢ㸧 

 
 ࡌࡣ .1

 ᾏὒ㝣㏆ࡅ࠾✚㞼ᑐὶక

㉥㐨࡞ഴᅽⓗࠊࡣ⇕จ⤖ຍ࡞つᶍ࠺

୰࣭㧗⦋ᗘࠊࡎ࡞ࡢἼ࣮ࣅࢫࣟ

ఏ࠺ࡋ㡰ᅽⓗ࡞ᐃᖖ࣮ࣟࣅࢫἼ

⏕ᡂࡍ㸦Held 2002㸧ࠋᏘࡇࠊࡣ

᪥ᮏ㏆ࡀἼ࣮ࣅࢫᐃᖖࣟ࡞㡰ᅽⓗࡢ

㇂ࡢẼᅽࡢ࡚ࡅᮾᾏୖࡢ᪥ᮏ

ࡌ㏻ᙉࡢ⨨Ẽᅽ㓄ࡢᆺࠊ῝

࡚᪥ᮏࡢࡢẼ ୗࠊࡕ࡞ࡍࠋࡆ

ᾏὒ㝣㏆ࡢ✚㞼ᑐὶάືࡢࡇࡣ㐣

⛬࡛᪥ᮏࡢᐮࠋࡍࡃ 

ᆅ⌫ ᬮ⇕ᖏ࣮࣮ࡢ

ᚠ⎔ࡣᙅண ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡉ

ᙅࠊࡣẼ ᪼ୖࡢక࠸ቑຍࡍ

Ẽ୰ࡢỈẼࡣ㝆Ỉ㔞ࡀቑຍࡋ

Ẽೃࡢࡃከࠊ࠾࡚ࡋ㉳ᅉࡇ࠸࡞

 ண࠸㧗ࡢಙ㢗ᗘࠊࡓࡋඹ㏻ࣝࢹࣔ

 Vecchi and Soden) ࠸࡚࠼⪄

ࠊ࠸కᙅࡢ⎔ᚠ࣮࣮ࠋ(2007

ᾏὒ㝣㏆ࡅ࠾Ỉᖹ㢼ࡢᑐὶᅪ

ୗᒙ࡛ࡢ᮰ୖࠊ ᒙ࡛ࡢⓎᩓࡣᙅࠊ

ࡇࡍపୗࡣᖜࡢࢫ࣮ࢯἼ࣮ࣅࢫࣟ

㡰ᅽⓗࡓࡋ㏙ୖࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋ࡞

᪥ࠊ࡞ࡃࡉᑠࡣᖜࡢἼ࣮ࣅࢫࣟ࡞

ᮏ㏆᪥ᮏࡢᮾᾏୖࡢ࡚ࡅẼ

ᅽࡀ㇂ࡢὸࡀࡇ࡞ࡃᮇᚅࠋࡉ

࣮ᆅ⌫ ᬮࠊࡕ࡞ࡍ

࣮ᚠ⎔ࡢᙅࠊࡀᆺࡢẼᅽ㓄⨨ࡢᙅ

ࠊࡋࡓ᪥ᮏࡢ ᪼ࡢᐤ

 ࠋ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍ

࠺కᆅ⌫ ᬮࡣᮏㄪᰝ࡛࡛ࡇࡑ

ᏘࡢẼᚠ⎔ࡢኚࠊ⇕ᖏᚠ⎔ࡢ

ኚࡢࡑ୰࣭㧗⦋ᗘࡢᙳ㡪╔┠

ࢺࢡࢪࣟẚ㍑┦ࣝࢹࣔྜ⤖ࠊࡋ

(Coupled Model Intercomparison 

Project; ௨ୗ CMIP) ࢺࢭࢱ࣮ࢹࡢ

☜ᐇࡢ ᑗ᮶ணࠋࡍゎᯒ࡚࠸⏝

ᛶపῶࣝࢹࣔࠊࡓࡏࡉ⌧

ᅾẼೃࡢ⌧ᛶホ౯ࠊࡋ㑅ูࣔࡓࡋ

ࣝࣥࢧࣥࣝࢹࣔࢳࣝࡢࣝࢹ

 ࠋ࠺⾜ ᑗ᮶ண

ࡣᮏሗ࿌ࠊ࠾࡞ Harada et al.(2013)

⎔ᚠࡅ࠾୰㧗⦋ᗘࠊ࡚ࡋᣑᙇࡢ

᪂ࡢ࡚࠸ࡘࢬࢽ࣓ࡢࡑኚࡢ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡞ࡓ

 
2. ⏝ࢱ࣮ࢹ 

 ᮏㄪᰝ࡛⏝ࡣࢱ࣮ࢹࡓࡋCMIP5 

(Taylor et al. 2012) ࣝࢹࣝࢹࣔࢳ

CMIP5ࠋ࠶࡛ࢺࢭࢱ࣮ ࡢᅜྛࡣ

ᶵ㛵ከᩘࡀࣝࢹࣔࡢᥦ౪࠸࡚ࡉ

㢼ࠊせ⣲㸦㝆Ỉ࡞せࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀ

࠸࡚ࡗᥞࡀࢱ࣮ࢹ᭶ูࡢẼ ➼㸧ࠊ㏿

 34 すኴὒࢻࣥࠊࡕ࠺ࡢࣝࢹࣔ

ᖹὒࡢ࡚ࡅ⇕ᖏᇦࡢ 200hPa㏿ᗘ

ᅾẼೃ⌧ࠊ࡚ࡋᣦᶆࣝࣕࢩࣥࢸ

⌧ᛶࡢ 1

 ᮏㄪᰝ࡛ࡣ⌧ᅾẼೃ 20 ୡ⣖ᮎࠊᑗ

᮶Ẽೃ 21ୡ⣖ᮎ࡛ᐃ⩏ࠊࡋࡢࡘᮇ

㛫ࡢᕪᑗ᮶ኚࠋࡓࡋᖹᆒᮇ㛫

ᐇ㦂ࡣ࡚࠸ࡘࣜࢼࢩ⾲ 2 ࡉ↷ཧ

ࡣ࡚࠸࠾ ᑗ᮶ணࠋ࠸ࡓ RCP4.5

 ࠋࡓࡋ⏝ࣜࢼࢩ

࠸࡞Ⰻዲ࡛ࡢ 7 㝖ࣝࢹࣔ

ࡃ ࢹࣔࠋࡓࡋ⏝㸦⾲㸯㸧ࣝࢹ27ࣔ

㛫ෆᤄ✵ࠊࡀ࡞␗ࡀゎീᗘࣝ

Ỉᖹゎീᗘ 2.5 ᗘ㸦ᮾす 144

Ⅼࠊ༡ 73 Ⅼ㸧ࠊ㖄┤ᒙᩘ 17 ᒙ

㸦1000hPa 10hPa㸧ࠋࡓࡋ୍⤫ 

 
⾲㸯 ⏝ࡓࡋ CMIP5  ࢺࢫࣜࡢࣝࢹࣔ

 
 

                                                   
1 JRA25 (Onogi et al. 2007) ᇶ‽࡚ࡋィ

ࣝࢹࣔྛࢥࢫࣝࢫ࣮ࣛࢸࡓࡋ⟭

ࡣヲ⣽ࠋࡓࡋホ౯⌧ᛶࡢ Harada et al. 

 ࠋ↷ཧ (2013)

4747



⾲㸰 ᖹᆒᮇ㛫ཬࡧᐇ㦂ࣜࢼࢩ 

 ⌧ᅾẼೃ ᑗ᮶Ẽೃ 

CMIP5 historical 
(1981-2000 ᖺ) 

RCP4.5 
(2081-2100 ᖺ) 

 
3. ᑗ᮶ண  

  ᖹᆒணࣝࢹࣔࢳࣝ (1)

 27 ᖹᆒࣝࢹࣔ 200hPa ㏿ᗘ

850hPaࠊ200hPaὶ⥺㛵ᩘࠊࣝࣕࢩࣥࢸ

ὶ⥺㛵ᩘࡢᏘ㸦DJF㸧ࡢᑗ᮶ኚᅗ

㸯ࠋࡍ♧⇕ᖏᇦࡢ 200hPa㏿ᗘࣥࢸ

ᾏὒ㝣ࡢᒙⓎᩓ୰ᚰୖࠊࡣ࡛ࣝࣕࢩ

㏆࡛Ⓨᩓࡀᙅኚࡀぢࠋ

୍᪉ࠊ⇕ᖏ࣭ள⇕ᖏᇦࡢ 200hPa 

(850hPa) ὶ⥺㛵ᩘ࡛ࠊࡣ㉥㐨ᣳ࡛

ࡢ⎔పẼᅽ㸦㧗Ẽᅽᛶ㸧ᚠ࡞⛠ᑐ

ኚ㸦༙⌫ഃ࡛ࡣ༡ࢼࢩᾏ୰ᚰ

すࡢࣜࣛࢺࢫ࣮ࡣ༡༙⌫ഃ࡛ࠊࡋ

ኚࡢࡇࠋぢࡀ㸧ࡍ୰ᚰ

༡すࡧすཬࡢᒙⓎᩓᙅᇦୖࡣ

 ࠋ࠸࡚ࡋ⨨

୰⦋ᗘࠊࡣ࡚࠸࠾᪥ᮏࡢ༡ᮾᾏୖ

ࡢᮾࡢࡑࠊኚࡢ⎔㧗Ẽᅽᛶᚠ

⎔పẼᅽᛶᚠ༡ࡢᓥิࣥࣕࢩ࣮ࣗࣜ

ࡀኚࡢ≦Ἴิࠊ࠺࠸ኚࡢ 200hPa

ὶ⥺㛵ᩘぢࠋᖜࡣᑠ࠸ࡉ

ࡀኚࡌྠࡣྕ➢ࡢࡢ 850hPa ὶ⥺㛵

ኚࡢ୰⦋ᗘࡢࡇࠊぢᩘ

ࡇ࠸࡚ࡋ㖄┤ᵓ㐀࡞౯㡰ᅽ➼ࡣ

 ࠋࡀ

 
(2) ⇕ᖏୖᒙⓎᩓࡢᙅᚠ⎔ࡢኚ 

 ୖᒙⓎᩓࡢኚࡢ⨨㛵ಀࠊ㖄

┤࣭Ỉᖹᵓ㐀(1)ࠊ࡛㏙ࡓ⇕ᖏ࣭

ள⇕ᖏᇦࡢᚠ⎔㸦Ỉᖹ㢼㏿ࡢᅇ㌿ᡂศ㸧

ᒙⓎᩓୖࡢᾏὒ㝣㏆࡛ࠊࡣኚࡢ

ࢫ㉥㐨ࣟ࡞ഴᅽⓗࡉᙉไ࡚ࡗ

ࠋࡉ᥎ᐹࡢᙅࡢἼ࣮ࣅ

ᾏὒኚࡢ୰⦋ᗘࠊᵝྠࠊࡓ

㝣㏆ୖࡢᒙⓎᩓࡢᙅࡢᛂ⟅࡚ࡋ

ኚࡢἼ࣮ࣅࢫᐃᖖࣟ࡞౯㡰ᅽ➼ࡢ

᥎ᐹࠋࡉ 

 

ᅗ㸯 CMIP5 ᑗ᮶ኚ( 27 ࡢࣝࢹࣔ

㝜ᙳࠊᅾẼೃ⌧ࡣ⥺್➼ࠋᖹᆒ㸧ࣝࣥࢧࣥ

 ࠋᑗ᮶ኚࡣ
ᕥୖ㸸200hPa ㏿ᗘࠋࣝࣕࢩࣥࢸ➼್⥺㛫㝸

ࡣ 2x106m2/sࠋ㝜ᙳࡣ 0.3x106m2/s 㛫㝸㸦

 ࠋཧ↷㸧࣮ࣂ࣮ࣛ
ྑୖ㸸200hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ

ࡣ㛫㝸⥺್➼ࠋ㸧 5x106m2/sࠋ㝜ᙳࡣ

0.4x106m2/s 㛫㝸㸦࣮࣮ࣛࣂཧ↷㸧ࠋ 
ྑୗ㸸850hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ

ࡣ㛫㝸⥺್➼ࠋ㸧 2x106m2/sࠋ㝜ᙳࡣ

0.4x106m2/s 㛫㝸㸦࣮࣮ࣛࣂཧ↷㸧ࠋ 
ྛᅗࡣ⥺ᩳࡢ➢ྕ᳨ᐃ࡚࠸࠾ኚࡀ 90㸣ࡢ

ಙ㢗ᗘ࡛᭷ព࡞㡿ᇦࠋ 
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ୖࠊࡤࡅࡋṇࡀ᥎ᐹࡢࡇࡋ

ᒙⓎᩓࡢኚࡀࠊࣝࢹࣔ࠸ࡁᚠ

ࠊᐇ㝿ࠋ࠶࡛ࡎࡣ࠸ࡁኚࡢ⎔

ྛẼೃࣔࡅ࠾ࣝࢹᾏὒ㝣㏆࡛

ᖹᆒࡓࡋ 200hPa ㏿ᗘࡢࣝࣕࢩࣥࢸ

ኚ༡ࢼࢩᾏ୰ᚰࡍ㡿ᇦ࡛ᖹ

ᆒࡓࡋ 200hPa ὶ⥺㛵ᩘࡢኚࡢᩓᕸ

ᅗ㸦ᅗ㸰㸧࡛ୖࠊࡣᒙⓎᩓࡢᙅࡀ

㢧ⴭࣝࢹࣔ࡞పẼᅽᛶࡢᚠ⎔ࡢኚ

ࡀ࠺࠸࠸ࡁഴྥࡀぢࠋ୰

⦋ᗘࠊ࡚࠸ࡘ⇕ᖏ࣭ள⇕ᖏࡢᚠ⎔

ࡀᙅࡢᒙⓎᩓୖࠊᵝྠኚࡢ

ࣝࢹࣔ࡞ࡁ㧗Ẽᅽᛶࡢᚠ⎔ࡢኚ

ࡀ࠺࠸࠸ࡁഴྥࡀぢ㸦ᅗ

㸱㸧ࠋ 

 
4㸬ᚠ⎔ࡢኚࢬࢽ࣓ࡢ 

(1) LBM್ᩘࡓ࠸⏝ᐇ㦂ࡢᵝ 

3㸬ࡢ⤖ᯝࠊࡣᆅ⌫ ᬮᾏὒ

㝣㏆ୖࡢᒙⓎᩓࡢᙅࠊࡀ⇕ᖏ࣭

ள⇕ᖏ୰⦋ᗘࡢ㢼ࡢᅇ㌿ᡂศ㸦௨ୗࠊ

 
ᅗ㸰 CMIP5  ࠋᑗ᮶ኚࣝࢹࣔྛࡢ
ᶓ㍈㸸ᾏὒ㝣㏆㸦ᮾ⤒ 100㹼150 ᗘࠊ༡

⦋ 25㹼⦋ 15 ᗘ㸧࡛ᖹᆒࡓࡋ 200hPa ㏿

ᗘࡢࣝࣕࢩࣥࢸᑗ᮶ኚࠊ⦪㍈㸸༡ࢼࢩ

ᾏ୰ᚰࡍ㡿ᇦ㸦ᮾ⤒ 90㹼130 ᗘࠊ

⦋ 10㹼35 ᗘ㸧࡛ ᖹᆒࡓࡋ 200hPa ὶ⥺㛵ᩘ

ࡣ༢ࠊኚࡢ 1x106m2/sࠋᶓ㍈ࠊ⦪㍈

ࡣ༢ 1x106m2/sࠋ㉥ᩘᏐࡢࣝࢹࣔྛࡣண

࠸㟷ࠋᑐᛂྡࣝࢹࣔࡓࡋ♧㸯⾲ࠊ࡛ 

ࡣ 27  ࠋᖹᆒࣝࣥࢧࣥࡢࣝࢹࣔ

 
 
ᅗ㸱 ᅗ㸰ࡋࡔࡓࠊࡌྠせ⣲ࠋ࡞␗ࡀ 
⦪㍈㸸ୖ㸧᪥ᮏࡢ༡ᮾᾏୖࡢ㡿ᇦ㸦ᮾ⤒ 150
㹼195 ᗘࠊ⦋ 15㹼37.5 ᗘ㸧࡛ᖹᆒࡓࡋ

300hPa ὶ⥺㛵ᩘࡢኚࠊ୰㸧ᮾ⤒ 150㹼180
ᗘࠊ⦋ 25㹼37.5 ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 850hPa ὶ

⥺㛵ᩘࡢኚࠊୗ㸧ᮾ⤒ 135㹼170 ᗘࠊ⦋

25㹼37.5ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 1000hPaὶ⥺㛵ᩘࡢ

ኚࠋ 
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ᚠ⎔ࡪ㸧ࡢኚᐤࡇࡓࡋ

♧၀3ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡚ࡋ㸬࡛♧၀ࡉ

ኚࡢ⎔ᚠᙅࡢᒙⓎᩓୖࡢᖏᇦ⇕ࡓ

ࡢຊᏛⓗ࡞㛵ಀゎᯒࡇࡍ┠

ⓗࠊ࡚ࡋᖏ≧ᖹᆒሙࡢ࿘⥺ᙧ

ࢹഴᅽࣔࡓࡋ 㸦ࣝLBM㸧್ᩘࡓ࠸⏝ᐇ

㦂ࠋࡓࡗ⾜ 

⏝ࡓࡋ LBM㸦Watanabe and Kimoto 

ゎീᗘࠊࡣ(2001 ,2000 T42L20 ࣜࡢ

ᙧ⥺࿘ࡢᇶᮏሙࣝࢹࣔࢸ

ࠋ࠶࡛ࡢࡓࡋᇶᮏሙࠊࡣᮏㄪᰝ

ᖹᆒࣝࢹẼೃࣔࡢ27ࡢCMIP5ࡓ࠸⏝࡛

እࡣᙳ㡪ࡢᆅᙧࠋࡓࡋᖏ≧ᖹᆒሙࡢ

㒊࠼ᙉไࠋ࠸࡚ᢅ࡚ࡋ

ࡢࡇ LBM ᐃ࡚࠼㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไ

ᖖゎồࠋࡓᆅ⌫ ᬮᚠ⎔

ሙࡢኚࠊ㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไᑐࡍ

⥺ᙧᐃᖖᛂ⟅ၥ㢟ࡢᯟ⤌࡛⌮ゎࡋ

 ࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࠊ࠺

㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไࠊࡣCMIP5ࡢ 27 Ẽࡢ

ೃࣔࡢࣝࢹ⤖ᯝࠊ⇕ຊᏛ᪉⛬ᘧࡢ

㛫ኚ㡯ຊᏛⓗ࡞ ᗘኚ㡯ࡢṧ

ᕪࡢᖹᆒ࡚ࡋồࡓ㸦Chan and Nigam 

2009㸧ࠋᇶᮏሙ㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไ

㸦DJF㸧ᖹᆒ࡛ࠊࡋࡔࡓࠋ࠶CMIP5

ᗘኚ ࡞ຊᏛⓗࠊไ㝈ࡢࢱ࣮ࢹࡢ

㡯ࠊࡣ᭶ᖹᆒሙồ㡯ࡢ

᭶ࠊࡣṧᕪࠊࡓࡢࡇࠋࡓ࠸⏝

ᖹᆒ࡛ࡎࡢᐃ⩏ࡉᨐ

ࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ྵࡀ㡯ࡢ㏦㍺⇕

࡛ࢱ࣮ࢹJRA-25ゎᯒࠊ࡚࠸ࡘࡇ

☜ㄆࠊࡀࡓࡋᑡࡃ࡞⇕ᖏᇦࡅ࠾

ᨐࠊࡣ࣮ࣥࢱࣃࡢ⇕㠀᩿⇕ຍ

࡞ࡣࡃࡁࡣᙳ㡪ࡢ↓᭷ࡢ㏦㍺⇕

㝈ᖏᇦ⇕ࠊࡓࡢࡑࠋ㸦ᅗ␎㸧ࡓࡗ

㠀㏆ఝⓗṧᕪࡓồ࡛ࡇࡇࠊࡤ

᩿⇕ຍ⇕ࠋ࠸࡚࠼⪄ 

ᆅ⌫ ᬮࡢᚠ⎔ࡢᙳ㡪ࡢせᅉࠊ

ᇶᮏሙࡢኚ㸦ᡂᒙࡢᏳᐃ࡞㸧

㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไࡢኚ㸦⇕ᖏᇦࡅ࠾

ࡓㄪ࡚ࡅศ㸧࡞ቑຍࡢ⇕ຍ

ᐇ㦂್ᩘࡢ㸲㏻࠾ࡢ㸱⾲ࠊ

ᙉไᇶᮏሙࡣᐇ㦂㸯ࠋࡓࡗ⾜

⌧ᅾẼೃࡓ࠸⏝ᇶ‽ᐇ㦂࡛ࠋ࠶ᅗ

㸲㹼ᅗ㸵࡛ࡢࡇࡣᇶ‽ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸦ᐃ

ᖖᛂ⟅㸧ࠋ࠸࡚ࡋ♧࡛⥺್➼ 

 
(2) 㠀᩿⇕ຍ⇕ࡢኚ⥺ᙧᐃᖖ

ᛂ⟅ࡢኚ 

ᇶᮏሙࡣ⌧ᅾẼೃ࡛ࠊᙉไࡣᑗ᮶Ẽ

ೃࡓࡋᐇ㦂㸰ࡢ⤖ᯝᅗ㸲㝜ᙳ࡛

ᅗ㸲aࠋࡍ♧ ࡢ 200hPa㏿ᗘࣕࢩࣥࢸ

ቑࡢ㝆Ỉ㔞ᆅ⌫ ᬮࠊࡣ࡛ࣝ

ຍక࠺ຍ⇕ࡢቑຍᑐᛂࠊ࡚ࡋᾏὒ

㝣㏆࡛ୖࡢᒙⓎᩓࡀᙉࠊ࡞ࡃ⌧

ᅾẼೃࡢⓎᩓ᮰ࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢᖜࡀ

ࡔࡓࠋࡀࡇ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ

ᮾഃࡀⓎᩓ୰ᚰࡣᑗ᮶Ẽೃ࡛ࠊࡋ

ࡓࡋᖏᇦ࡛ᖹᆒ⇕ࠊ࠾࡚ࡋࢺࣇࢩ

୧⪅ࡢᕪࠊࡣⓎᩓ୰ᚰ⣙ 30ᗘᮾࡢ

ᮾ⤒ 160 ᗘ㏆࡛᭱࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ

ᆅ⌫ ᬮࠊࡣࡇࠋ㸦ᅗ㸲b㸧

ⓗࣙࢽ࣮ࢽࣝࡀኚࡢ ᾏ㠃Ỉ

㸦す㒊ẚ࡚୰࣭ᮾ㒊ኴᖹὒ㉥㐨ᇦ

࡛ᾏ㠃Ỉ ࡍ᪼ୖࡀ㸸ᅗ␎㸧࡛

200hPaࠋ࠸࡞ࡋ┪▩ࡇ࠶ ὶ⥺㛵

ᩘ㸦ᅗ㸲c㸧࡛ Ⓨᩓ᮰ࡣᖏᇦ࡛⇕ࠊࡣ

ࠊ࡚ࡋᑐᛂቑࡢᖜࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢ

⌧ᅾẼೃࡢᚠ⎔ᙉࡢ࡛ྕ➢ኚ

ࡔࡓࠋࡁㄆ࡛☜ࡀࡇ࠸࡚ࡗ࡞

ᮾഃࡣ࣮ࣥࢱࣃࡢኚࡢ⎔ᚠࠊࡋ

ࡢⓎᩓ୰ᚰࡣࡇࠊ࠾࡚ࡋࢺࣇࢩ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ┪▩ࢺࣇࢩ

⾲㸱 LBM ᐇ㦂ࡢ✀㢮 

 

⌧ᅾẼೃ ᑗ᮶Ẽೃ

⌧ᅾẼೃ ᐇ㦂䠍 ᐇ㦂䠎

ᑗ᮶Ẽೃ ᐇ㦂䠏 ᐇ㦂䠐

ᇶᮏሙ
䠄ᖏ≧ᖹᆒ䠅

ᙉไ䠄㠀᩿⇕ຍ⇕䠅

ᐇ㦂䠍䛸䛾ᕪ䜢ᐃᖖἼ䛾䛂ኚ䛃䛸ᐃ⩏

ᐇ㦂䛾✀㢮

5050



 
(3) ᖏ≧ᖹᆒᇶᮏሙࡢኚࡢᙳ㡪 

ᐇ㦂㸱ࡢᇶᮏሙࡣᑗ᮶Ẽೃ࡛ᙉไࡣ

⌧ᅾẼೃ࡛࠶㸦ᅗ㸳㸧ࠋᅗ㸳a ࡢ

200hPa ㏿ᗘࠊࡣ࡛ࣝࣕࢩࣥࢸᐇ㦂㸰

ࢱࣃࡢⓎᩓ᮰ࡢᅾẼೃ⌧ࠊ㏫ࡣ

ᐇ㦂ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࡀᖜࡢ࣮ࣥ

㸰࡞␗ࡣⓎᩓ୰ᚰࡢᮾすࡣࢺࣇࢩ

200hPaࠋ㸦ᅗ㸳b㸧࠶ᚩ࡛≉ࡀࡢ࠸࡞

ὶ⥺㛵 㸦ᩘᅗ㸳c㸧࡛ࠊࡣ⇕ᖏᇦ࡛ࡣⓎ

ᩓ᮰ࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢᖜࡢῶᑡᑐᛂ

࡛ྕ➢ᙅ⎔ᚠࡢᅾẼೃ⌧ࠊ࡚ࡋ

ࠋࡁㄆ࡛☜ࡀࡇ࠸࡚ࡗ࡞⟆ᛂࡢ

ᑗ᮶Ẽೃࡢᇶᮏሙࠊࡣ⌧ᅾẼೃࡢᇶᮏ

 

 

ᅗ㸲 LBM ᐇ㦂㸰㸦ᇶᮏሙࡣ⌧ᅾẼೃࠊᙉไࡣᑗ᮶

Ẽೃ㸧ࡢ⤖ᯝ 
a) 200hPa ㏿ᗘࡣ⥺್➼ࠋࣝࣕࢩࣥࢸᇶ‽ᐇ㦂㸦ᐇ

㦂㸯㸧ࡢᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡣ 2x106m2/sࠊ㝜ᙳࡣ

ᐇ㦂㸰ᐇ㦂㸯ࡢᕪ࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ್ࠊ

࡛ 0.3x106m2/s 㛫㝸ࠋ 
㹠㸧⦋ 20㹼༡⦋ 30 ᗘ࡛ᖹᆒࡓࡋ 200hPa ㏿ᗘ

⤒ᮾࠋࣝࣕࢩࣥࢸ 60㹼す⤒ 60 ᗘࠋ್ࡢ㟷⥺㸸ᇶ

‽ᐇ㦂㸦ᐇ㦂㸯㸧ࠊ㉥⥺㸸ᐇ㦂㸰ࠊ⥳⥺㸸ᐇ㦂㸰

ᐇ㦂㸯ࡢᕪࠋ⦪㍈ࡢ༢ࡣ 1x106m2/s ⥺⥳ࠊࡀࡔ

ࡢ 1x10-㸳m2/sࠋ 
c) 200hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ㸧ࠋ➼್⥺

ࡣᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡢᇶ‽ᐇ㦂㸦ᐇ㦂㸯㸧ࡣ

5x106m2/sࠊ㝜ᙳࡣᐇ㦂㸰ᐇ㦂㸯ࡢᕪ್࡛ࠊ ࡣ

࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛ 0.4x106m2/s 㛫㝸ࠋ 
  

ᅗ㸳 ᅗ㸲ࡋࡔࡓࠊࡌྠ LBM ᐇ㦂㸱㸦ᇶᮏሙࡣᑗ

᮶Ẽೃࠊᙉไࡣ⌧ᅾẼೃ㸧ࡢ⤖ᯝࠋ 
a)㹡㸧ࡢ㝜ᙳࡣᐇ㦂㸱ᐇ㦂㸯ࡢᕪࠋb)ࡣ㟷⥺㸸

ᇶ‽ᐇ㦂㸦ᐇ㦂㸯㸧ࠊ㉥⥺㸸ᐇ㦂㸱ࠊ⥳⥺㸸ᐇ㦂㸱

 ࠋᕪࡢᐇ㦂㸯
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ሙᡂᒙࡀᏳᐃ࠸࡚ࡋ㸦ᅗ␎㸧ࡓ

㖄┤ὶ࠸ᙅ࡚ࡋᑐຍ⇕ᙉไࡌྠࠊ

࡛⇕ⓗࢫࣥࣛࣂฟ᮶ୖ࡛ࡢᒙⓎᩓ

ᐃࡉᙉไ࡚ࡗࡑࠊࡋᙅࡀ

ᖖἼࡢᖜᑠࠊ࡞ࡃࡉ⌮ゎ࡛ࡁ

CMIP5ࠊࡓ㸱㸬࡛㏙ࠊ࠾࡞ࠋ Ẽࡢ

ೃ࡛ࣔࣝࢹぢࡓ༡ࢼࢩᾏࢫ࣮

పẼᅽᛶᚠࡍ୰ᚰすࡢࣜࣛࢺ

㧗ࡢ༡ᮾᾏୖࡢ᪥ᮏࠊᑐࡢ⎔

Ẽᅽᛶᚠ⎔ࡢࡑࠊᮾࡢపẼᅽᛶᚠ⎔

࠸࡚ࡉ⌧ኚࡢ≦Ἴิ࠺࠸

㸦ᅗ㸳c㸧ࠋ 

 
(4) 㠀᩿⇕ຍ⇕ᖏ≧ᖹᆒᇶᮏሙࡢኚ

ࡢᙳ㡪 

ᐇ㦂㸲ࠊࡣᇶᮏሙᙉไᑗ᮶

Ẽೃࡍᐇ㦂࡛࠶㸦ᅗ㸴㸧ࠋᐇ㦂㸰

ᐇ㦂ኚ࠺కቑຍࡢ⇕ຍࡓࡋ♧࡛

㸱࡛♧ࡓࡋᡂᒙࡢᏳᐃక࠺ኚࡀ

ࡢᏳᐃࡢᡂᒙࠊࡀ࠺ྜࡋࣝࢭࣥࣕ

ຠᯝࡢ᪉ୖࡀᅇࠊᾏὒ㝣㏆࠾

ࡑࠊ㸦ᅗ㸴a㸧ࡋᙅࡀᒙⓎᩓୖࡣ࡚࠸

㸦ᅗ㸴࠸࡚ࡋᙅࡀ⎔ᚠ࡚ࡗక

b㸧ࠊࡋࡔࡓࠋᐇ㦂㸰࡛ぢࡓຍ⇕ࡢ

ኚక࠺ᛂ⟅ࡢᮾഃࡢࢺࣇࢩࡢᙳ

㡪ぢࠋᅗ㸵aᅗ㸵bࡣᅗ㸯ࡢ

㡿ᇦ⌫ᣑࠊ࡛ࡢࡓࡋCMIP5

ࡢ 27 ኚࡢᖹᆒࣝࣥࢧࣥࡢࣝࢹࣔ

࡛ࠋ࠶ᐇ㦂㸲ࡢᛂ⟅ୖࠊࡣᒙⓎᩓ

㸦ᅗ㸵a㸧ᚠ⎔㸦ᅗ㸵b㸧୧⪅ࡢᵓ㐀

ࠋࡀࡇ࠸࡚࠼㒊ศࡢ

ࡢ⎔ᚠᆅ⌫ ᬮࠊࡣࡇࡢࡇ

ኚࠊࡀ⇕ᖏࡢᡂᒙࡢᏳᐃ࠺࠸ᖏ

≧ᖹᆒሙ㸦ᇶᮏሙ)ࡢኚࠊኚࡓࡋ

ᇶᮏሙࡢ࡛ࡢຍ⇕ᙉไࡢኚᑐ

ᗘ⌮ゎ࡛⛬࠶ࠊ࡚ࡋ⟆ᙧᛂ⥺ࡍ

 

ᅗ㸴 LBM ᐇ㦂㸲㸦ᇶᮏሙᙉไᑗ᮶Ẽೃ㸧ࡢ⤖ᯝ 
a) 200hPa㏿ᗘࡣ⥺್➼ࠋࣝࣕࢩࣥࢸᇶ‽ᐇ㦂㸦ᐇ㦂㸯㸧ࡢᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡣ 2x106m2/sࠊ
㝜ᙳࡣᐇ㦂㸰ᐇ㦂㸯ࡢᕪ࡛࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ್ࠊ 0.3x106m2/s 㛫㝸ࠋ 

b) 200hPa ὶ⥺㛵ᩘࡀ⥺್➼ࠋᇶ‽ᐇ㦂㸦ᐇ㦂㸯㸧ࡢᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡣ 5x106m2/sࠊ㝜ᙳ

࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ್ࠊᕪ࡛ࡢᐇ㦂㸯ᐇ㦂㸰ࡀ 0.4x106m2/s 㛫㝸ࠋ 

 
ᅗ㸵 CMIP ᑗ᮶ኚ(27  ࠋᑗ᮶ኚࡣ㝜ᙳࠊᅾẼೃ⌧ࡣ⥺್➼ࠋᖹᆒ㸧ࣝࣥࢧࣥࡢࣝࢹࣔ

a) 200hPa ㏿ᗘࠊࣝࣕࢩࣥࢸ➼್⥺㛫㝸ࡣ 2x106m2/sࠊ㝜ᙳ࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ 0.3x106m2/s
㛫㝸ࠋb) 200hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ㸧ࠊ➼್⥺㛫㝸ࡣ 5x106m2/sࠋ㝜ᙳ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ

࡛࠾ࡢ 0.4x106m2/s 㛫㝸ྛࠋᅗࡣ⥺ᩳࡢ➢ྕ᳨ᐃ࡚࠸࠾ኚࡀ 90㸣ࡢಙ㢗ᗘ࡛᭷ព࡞㡿ᇦࠋ 
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 ࠋ࠸࡚ࡋពࡇࡁ
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 ᆅ⌫ ᬮక࠺ᏘࡢẼᚠ⎔ࡢ

ኚࠊ⇕ᖏᚠ⎔ࡢኚࡢࡑ୰࣭㧗

⦋ᗘࡢᙳ㡪ࠊࡋ┠╔CMIP5 ࢳࣝ

Ẽೃࣔࣝࢹᑗ᮶ண ࡚࠸⏝ゎ

ᯒࡢࡑࠋࡓࡋ⤖ᯝࠊ 

ձᾏὒ㝣㏆࡛ୖࡢᒙⓎᩓࡢᙅࠊ 

ղ༡ࢼࢩᾏࡢࣜࣛࢺࢫ࣮す୰

ᚰࠊࡍᑐὶᅪୖᒙ㸦ୗᒙ㸧࡛ࡢ

㧗Ẽᅽᛶ㸦పẼᅽᛶ㸧ᚠ⎔ࡢኚࠊ 

ճᑐὶᅪୖᒙ࡛ᖜࡀࠊࡃࡁ➼౯㡰

ᅽ࡞ᵓ㐀ࠊࡓࡋ᪥ᮏࡢ༡ᮾᾏୖ࡛

Ẽᅽࡢኚ㸦ᆺࡢ⎔㧗Ẽᅽᛶᚠࡢ

㓄⨨ࡢᙅ㸧ࡢࡑࠊᮾࣗࣜࡢ

పẼᅽᛶᚠࡢ༡࡛ࡢᓥิࣥࣕࢩ࣮

 ࠊኚࡢ⎔

մձࡢኚࡀ࠸ࡁẼೃࣔࣝࢹղ

 ࠊഴྥ࠺࠸࠸ࡁࡀኚࡢճ

⌫ᆅࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡓࡉㄆ☜ࡀ

 ᬮᾏὒ㝣㏆ୖࡢᒙⓎᩓ

⨨Ẽᅽ㓄ࡢᆺࡢ᪥ᮏ㏆࡛ࡀᙅࡢ

ࡋ၀♧ᛶ⬟ྍ࠸࡚ࡋᐤᙅࡢ

 ࠋ࠸࡚

ୖグձ㹼ճࢬࢽ࣓ࡢㄪࡓ

LBMࠊ ࠋࡓࡗ⾜ᐇ㦂್ᩘࡓ࠸⏝

ᖏᇦᑐ⇕ᆅ⌫ ᬮࠊᯝ⤖ࡢࡑ

ὶᅪࡢᡂᒙࡢᏳᐃࡀձ㹼ճࡢኚࡢ

ᨭ㓄ⓗ࡞せᅉ࡛ࠊࡀ࠶⇕ᖏᇦࡅ࠾

ᯝᙺࡢᐃ୍ᮾ೫ࡢ⇕㠀᩿⇕ຍ

 ࠋࡓࡗࡀࡇ࠸࡚ࡋࡓ

 ᮏㄪᰝ࡛ᐇࡓࡋ LBM ᐇ㦂࡛ࠊࡣᖏ

≧ᖹᆒሙᇶᮏሙࠊ࡚ࡋ㠀᩿⇕ຍ⇕

ᙉไᑐࡍ⥺ᙧᐃᖖᛂ⟅ㄪࠋࡓ

LBM ᐇ㦂ࡢᙉไࠊࡣ࡚ࡋࠊᆅᙧ

 ᛶᨐື⛣ࠊᙉไ

⇕ᙉไࠋ࠶ᅗ㸶ࠊ࠺ࡍ♧ᆅ

ᙧᙉไࡢኚຍࠊ࠼⥺ᙧ

ᐃᖖᛂ⟅ࡣ࣮ࣥࢱࣃࡢᅗ㸵ࡓࡋ♧

CMIP5 ㏆࣮ࣥࢱࣃࡢᑗ᮶ኚࡢ

ᛶᨐື⛣ࠊ࡚ࡋㄢ㢟ࡢᚋࠋࡃ࡙

ㄪᰝᙳ㡪ࡢኚࡢᙉไ⇕ 

 ࠋࡆᣲࡀࡇࡍ

 
ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࡣ⎔ቃ┬⥲ྜ◊✲᥎㐍㈝

(A-1201) ᐇࠋࡓࡉ㧗⸈⦕ᩍ

ᤵ㸦ᮾẼᾏὒ◊㸧ࠊ୰ᮧᑦᩍᤵ㸦ᮾ

ඛ➃◊㸧ࠊᑿ℩ᬛᐊ㛗㸦Ẽ㇟◊㸧

ࣂ࣓ࣥࡢࢺࢡࢪࣟྠࡍࡌࡣ

CMIP5ࠋࡆୖࡋ⏦ឤㅰ࣮ ࡢࢱ࣮ࢹ

ᩚഛࠊࡣ࡚࠸࠾ᘅ⏣㑻༤ኈ㸦ᮾ

Ẽᾏὒ◊㸧ࠊⲨᕝ⌮Ặ㸦Ẽ㇟◊㸧࠾ࡢ

ୡヰࠋࡓࡗ࡞LBM Ώ㒊㞞ᾈᩍᤵࡣ

㸦ᮾẼᾏὒ◊㸧ᥦ౪࠸ࡔࡓ࠸

 ࠋࡓ

 
 

 

 

 
ᅗ㸶 LBM ᐇ㦂㸦ᒣᓅᙉไᑐࡍᛂ⟅㸧ࡢ⤖ᯝ 
a) 200hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ㸧ࠋᒣᓅᙉไᑐࡍᛂ⟅ࡣ⥺್➼ࠋᇶᮏሙࡀ⌧ᅾẼೃ

ࡣᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡢᐇ㦂ࡓࡋ 2.5x106m2/sࠋ㝜ᙳࡣᇶᮏሙࡀᑗ᮶Ẽೃࡢᐇ㦂⌧ᅾẼೃࡢᐇ

㦂ࡢᕪ࡛࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛࡣ್ࠊ 0.4x106m2/s 㛫㝸ࠋ 
b) 200hPa ὶ⥺㛵ᩘ㸦ᖏ≧ᖹᆒࡎࡢ㸧ࠋᒣᓅᙉไ⇕ᖏᇦࡢ㠀᩿⇕ຍ⇕ᙉไᑐࡍᛂ⟅ࠋ

ࡣᛂ⟅࡛➼್⥺㛫㝸ࡢᐇ㦂ࡓࡋᅾẼೃ⌧ᙉไᇶᮏሙࡣ⥺್➼ 5x106m2/sࠋ㝜ᙳࡣᇶᮏ

ሙᙉไᑗ᮶Ẽೃࡓࡋᐇ㦂ࠊᇶᮏሙᙉไ⌧ᅾẼೃࡓࡋᐇ㦂ࡢᕪ࡛ࡣ್ࠊ

࡛࠾ࡢ࣮ࣂ࣮ࣛ 0.2x106m2/s 㛫㝸ࠋ 
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2012/2013 ᐕ౻ߩᄢ᳇ᓴⅣ႐ߩ․ᓽ 

ศ↰ஜੑ↰ਛᄥ㇢ᄢ㊁ᶈผ┻ੱ㧔᳇⽎ᐡ� ᳇ᖱႎ⺖㧕 
 

 ߦߓߪ .1
� 2012/2013 ᐕ౻㧔2012 ᐕ 12 㨪2013
ᐕ 2 㧕ࠕࡌࠪߪ㜞᳇ߩജ߇ᒝޔߊ

ޔߒಽᏓ߇ૐ᷷Ꮕߊᐢߦᄢ㒽ࠕ࡙ࠪ

ߣૐ᷷ߥ⪺㗼ߦਛᔃࠍർㇱࠕࠫࠕ᧲ߦ․

╙㧔ߚߞߥ 1 ࿑㧕ޕૐ᷷Ꮕၞߪᣣᧄ߽ߦ

߮ޔᣣᧄߩ౻ᐔဋ᳇᷷ޔߪᴒ✽ᄶ⟤ࠍ

㒰ߊᣣᧄࠄ߆ർᣣᧄోߡߌ߆ߦ࿖⊛ߦ

ૐ᷷ߚߞߥߣ㧔╙ 2 ࿑㧕ޕၞߦߚ᳇

1ޔ߽ߢ♽ᤨߩ᷷ ਅᣨࠄ߆ 2 ᣨࠍ

㒰ࠍ౻ޔ߫ߌㅢߡߒ᳇᷷߇ૐᣣ߇ᄙߞ߆

╙㧔ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ 3 ࿑㧕ޕᧄⓂޔߪߢ౻

߽ࠍૐ᷷ޔߦߣࠆߣ߹ࠍᓽ․ߩᄤߩ

 ޕࠆߔႎ๔ߡߟߦᄢ᳇ᓴⅣ႐ߚߒࠄߚ
� એਅޔ╙ 2 ޔߒ␜ࠍ࠲࠺ߚߒ↪ߢ┨

╙ ߢ┨3 2012/2013ᐕ౻ߩᄢ᳇ᓴⅣ႐ߩ․

ᓽࠍⷰޕࠆߔ╙ 4 ߩኻᵹ-ᚑጀߪߢ┨

⋧↪ߚߒ⋠⌕ߦ⸃ᨆޕߔ␜ࠍ 
 
 ࠲࠺ .2
� ᳇᷷ޔߪ╙ 1 ࿑ߪ CLIMAT ႎޔ╙ 2
࿑ޔ╙ 3 ࿑ߪ᳇⽎᷹ⷰޕߚ↪ࠍ࠲࠺

ᶏ㕙᳓᷷ߪ COBE-SST㧔᳇⽎ᐡ 2006㧕ޔ
ᄢ᳇ᓴⅣ႐ߪ JRA/JCDAS㧔Onogi et al. 
2007㧕ࠍ࠲࠺↪ޔߚ߹ޕߚߒኻᵹᵴേ

࿖ᶏᵗᄢ᳇ᐡ㧔NOAA㧕☨ޔߡߒߣᜰᮡߩ

㐳ᵄ㊂߈ᄖะࠆߡࠇߐឭଏࠄ߆

㧔OLR㧕ޕߚ↪ࠍᐔᐕ୯߽ࠇߕޔߪ

1981㨪2010 ᐕߩᐔဋ୯ޔࠅߢᏅߪᐔ

ᐕ୯ߩࠄ߆Ꮕߡߒߣቯ⟵ޕߚߒ 
 
3. ᓴⅣ႐ߩ․ᓽ 
� ౻ᐔဋߩᶏ㕙᳓᷷Ꮕ㧔╙ 4 ࿑㧕ࠗޔߪ

ਛޔ㜞᷷Ꮕߢㇱᐔᵗ⿒ၞࠄ߆ᵗ࠼ࡦ

ㇱ᧲ㇱᄥᐔᵗ⿒ၞߢૐ᷷Ꮕޔࠅߥߣ

ߩᐔဋ౻ޕߚߒ␜ࠍะߩ⽎ࡖ࠾࠾

ኻᵹᵴേ㧔╙ 5 ࿑㧕࠼ࡦࠗޔߪᵗ᧲ㇱઃㄭ

ߛ⊑ᵴ߽ࠅࠃᐔᐕߢㇱᄥᐔᵗ⿒ၞߣ

ߩᐔဋ౻ޕߚߞ 200hPa ᵹ✢㑐ᢙ㧔╙ 6 ࿑㧕

ߩᧄᎺޔ㜞᳇ᕈᓴⅣᏅߢਛ࿖ධㇱޔߪ

᧲ᶏߢૐ᳇ᕈᓴⅣᏅࠇߎޕߚߞߥߣ

ᐔᐕߢਛ࿖ධㇱ߇᳇ᵹ࠻࠶ࠚᾲᏪࠫޔߪ

ߎߚߒධߢᣣᧄઃㄭޔർ߽ࠅࠃ⟎ߩ

ߞ߆ᤃࠅ߇ኙ᳇ߦᣣᧄઃㄭޔߒኻᔕߦߣ

 ޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎߚ
� ർඨߩ౻ᐔဋᶏ㕙᳇㧔╙ 7 ࿑㧕ߺࠍ

ᱜߢᄢ㒽ർㇱࠕ࡙ࠪർᭂᶏޔߣࠆ

Ꮕࠕࡌࠪޔࠅߥߣ㜞᳇ߪᣣᧄᣇ㕙߳ᒛ

ࠕޔߢᣇ৻ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߒࠅ

ᒝߢർ᧲ᶏߩᣣᧄߪૐ᳇ࡦࡖࠪࡘ

ࠃᐔᐕ߇⟎᳇㈩ߩဳ౻ߪߢᣣᧄઃㄭޔߊ

ߪᏅߩ᳇ߩർඨޔߚ߹ޕߚߞ߆ᒝࠅ

㜞✲ᐲߢᱜᏅޔਛ✲ᐲߢ⽶Ꮕߡߞߥߣ

╙ർᭂᝄേ㧔ߩ⽶ߪࠇߎޕࠆ 11 ࿑ b㧕ߩ

Ꮕޔࠅߢࡦ࠲ࡄർᭂᝄേᜰᢙ㧔╙ 11
࿑ a㧕߽౻ߩ㑆ߪߩ⽶ߨ୯ߢផ⒖ޕߚߒ

ർඨߩ౻ᐔဋ 500hPa 㜞ᐲ㧔╙ 8 ࿑㧕ޔ

100hPa 㜞ᐲᏅ㧔╙ 9 ࿑㧕30ޔhPa 㜞ᐲ

Ꮕ㧔╙ 10 ࿑㧕ᭂޔߪઃㄭߢ⽶Ꮕޔਛ

✲ᐲߢᐢߊ⽶Ꮕޔࠅߥߣኻᵹࠄ߆ᚑጀ

߹ߩ⽶ߢർᭂᝄേߦኻᔕߚߒⅣ⁁ߩ

Ꮕޔߚߩߎޕߚߞߥߣࡦ࠲ࡄ㜞✲ᐲ߆

࡙ޔߊߔ߿ߺㄟࠇᵹ߇ኙ᳇ߦਛ✲ᐲࠄ

⠨ߣߚߞ߇ᐢ߇ૐ᷷Ꮕߊᐢߦᄢ㒽ࠕࠪ

 ޕࠆࠇࠄ߃
 

5555



4. ኻᵹ-ᚑጀߩ⋧↪ 
� 30hPaർᭂၞߩ᳇᷷ᤨߩ♽㧔╙12࿑㧕

2013ޔߣࠆߺࠍ ᐕ 1 ᣨߦᄢⷙᮨ⓭ὼ

᷷2ޔߒ↢⊑߇ ᣨ߹߇ߣߎߚ⛯ߢ

ߪ↢⊑ߩᄢⷙᮨ⓭ὼ᷷ޕࠆ߆ࠊ 2010 ᐕ 2
એ᧪ߘࠃ߅ 3 ᐕ߱ޕߚߞߢߣߎߩࠅ

100hPa ✲ർࠆߌ߅ߦ 30㨪90 ᐲߢᐔဋߒ

ᵄᢙ᧲ߚ 1㨪3 ᚑಽ߮ోᵄᢙߩ㋦⋥ᣇ

ะ EP ╙㧔ࠬࠢ࠶ࡈ 13 ࿑㧕1ޔߣࠆߺࠍ
ᣨోߩᵄᢙߩᵄ᧤ߩᣇવ߇ࠄ

↢⊑߇ᚑጀ⓭ὼ᷷ߢࠣࡦࡒࠗ࠲ߚࠇ

 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߒ
� ർ✲ 60 ᐲࠆߌ߅ߦᏪ⁁ᐔဋ᧲㘑ߩ㜞

ᐲᤨ㑆ᢿ㕙࿑㧔╙ 14 ࿑㧕12ޔߣࠆߺࠍ 

ਛᣨߦᚑጀߩ㘑߇ᒙ߹1ޔࠅ ᣨߦ

ᚑጀߢ᧲㘑ࠆߡߞߥߣ㧔⓭ὼ᷷ߩ⊒

ᵄᢙޔࠇߙࠇߘޕ㧕⥌৻ߣ↢ 1 ߩ᧤ᵄߩ

ᣇવߩჇടోߣᵄᢙߩᵄ᧤ߩᣇવ

╙㧔ࠆߔ⥌৻ߣࠣࡦࡒࠗ࠲ߩ 13࿑㧕ޔߚ߹ޕ

1 ߪᵄᢙ 2 ߡߒථ߇ᣇવߩ᧤ᵄߩ

⛯ᜬࠍ㘑Ꮕ᧲ߩߢᚑጀ߇ࠇߎޔ߇ࠆ

1ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߖߐ ਅᣨߦᵄᢙ 2 ߩ

ᵄ᧤ߩᣇવ߇Ⴧടޔߢࠣࡦࡒࠗ࠲ߚߒ

᧲㘑Ꮕ߇ኻᵹ߳ਅ㒠ߚߒሶ߆ࠊ߇

 ޕࠆ
� ╙ 15 ࿑ a ߦ 2013 ᐕ 1 ᐔဋߩᵄᢙ 2
ߩ EP ޕߔ␜ࠍᢔ⊑᧤ߩߘߣࠬࠢ࠶ࡈ

ᵄᢙ 2 ߈ะࠄ߆ኻᵹਛ✲ᐲޔ߇᧤ᵄߩ

ޔዮ᛬ߦ߈ਅะߢኻᵹߩ㜞✲ᐲޔߒવߦ

᧤ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߒ╙ 15 ࿑ b ߦ

2013ᐕ 1ᐔဋߩᵄᢙ ࠬࠢ࠶ࡈEPߩ2

ᵄᢙߣ 2 ޕߔ␜ࠍ₸ዮ᛬ࠆߔኻߦቯᵄߩ

ᵄᢙߢߎߎ k ߩ₸ዮ᛬ࠆߔኻߦቯᵄߩ 2
ਸ਼ޔߪ㕙ᐳᮡ♽ߢޔߣࠆߔ 

 
ޕ㧔Andrews et al. 1987㧕ࠆߥߣ ⁁Ꮺߪ

ᐔဋ᷵ߚߒߩධർ൨㈩ޔ ᧲Ꮺ⁁ᐔဋߪ

㘑ޔa ޔඨᓘߪ ޔᐲ✲ߪ  ࠦߪ 

Nޔ࠲ࡔࡄࠝ Hޔᶋജᝄേᢙߪ ࠬߪ

ޕߔࠍ࠻ࠗࡂ࡞ࠤ  ޔߪ

 

 
ኻᵹޔߣࠆࠍಽᏓߩ₸ዮ᛬ޕࠆࠇߐߢ

ጀߩ㜞✲ᐲߢ୯߇ᄢޕࠆߡߞߥߊ߈

ߣߎߚߞ߇ᐢ߇㘑Ꮕ᧲ߢᚑጀޔߪࠇߎ

ኻᵹࠅࠃߦࠇߎޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ࠆࠃߦ

ਛ✲ᐲߩࠄ߆ EP ✲ኻᵹ㜞߇ࠬࠢ࠶ࡈ

ᐲߢਅะߦ߈ዮ᛬ޔ᧤ߒ᧲㘑Ꮕ߇ኻᵹ

߳ᐢߣߚߞ߇⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 
 
 ߣ߹.5
� 2012/2013 ᐕ౻ࠍࠕࠫࠕ᧲ޔߪਛᔃߦ㗼

ർߩ⽶ߪߡߒߣ࿃৻ߩߘޔࠅߥߣૐ᷷ߥ⪺

ᭂᝄേ߇⠨ߩ⽶ߩߘޔߦࠄߐޕࠆࠇࠄ߃ർ

ᭂᝄേߩ৻࿃ޔߪߡߒߣኻᵹ-ᚑጀߩ⋧

↪߇⠨ޕߚࠇࠄ߃ 
� 2013 ᐕ 1 ߦᄢⷙᮨ⓭ὼ᷷ߒ↢⊑߇

ࠇࠄߣߚߒߎ߈ᒁࠍὼ᷷⓭ߩߎޕߚ

ߪޔߪ᧤ᵄߚߒવߦᚑጀࠄ߆ኻᵹࠆ

ᵄᢙ᧲ߦߓ 1 ᚑಽ߇ථߩߘޔߒᓟᵄ

ᢙ 2 ᚑಽ߇ථޔࠅࠃߦࠇߎޕߚߒᚑጀ

ࠄ߃⠨ߣߚߒ⛯ᜬ߇㘑Ꮕ᧲ߪߢၞᭂߩ

ߩቯᵄߪߢਅጀߩ㘑Ꮕ᧲ߩߎޕࠆࠇ

ዮ᛬₸߇ᄢޔࠅߥߊ߈ኻᵹਛ✲ᐲᭂࠄ߆

ะߦ߈ᣇવߚߒᵄ᧤ޔ߇ኻᵹ㜞✲ᐲ

ޕߚߡߒ᧤߇᧤ᵄޔߒዮ᛬ߦ߈ਅะߢ

ᐢߦਅጀ߇㘑Ꮕ᧲ߩᚑጀޔࠅࠃߦࠇߎ

ኻᵹޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߇

ᚑጀᓴⅣޔߡߓㅢࠍ↪⋦ߩᚑጀߣ

ർᭂᝄߩ⽶ޔߒᓇ㗀ߦኻᵹᓴⅣ߇ᄌൻߩ

േߩ৻࿃ߣߚߞߥߣ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 
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� ᚑጀ߇ኻᵹߩᓴⅣߦᓇ㗀ࠍ߷ߔ

น⢻ᕈߩߢ߹ࠇߎޔߪߡߟߦవⴕ⎇ⓥߢ

ᜰ៰ޕࠆߡࠇߐޔ߫߃Nishii and 
Nakamura㧔2005㧕߿ Kodera et al.㧔2008㧕
ޔ߇વߩਅᣇ߳ߩ᧤ᵄߩࠄ߆ᚑጀޔߪ

ኻᵹࠆߌ߅ߦᓴⅣᏅߩේ࿃ߢߟ৻ߩ

ࡔߩߘޔߒ߆ߒޕࠆߡߒໂ␜ࠍߣߎࠆ

߅ߡߞ߆ಽߊࠃߛ߹ߪߡߟߦࡓ࠭࠾ࠞ

 ޕࠆߢᔅⷐ߇ⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߥࠄߐޔߕࠄ
 
ෳ⠨ᢥ₂ 
Andrews, D. G., J. R. Holton, and C. B. Leovy, 

1987: Middle Atmosphere Dynam-ics. 
Academic Press, pp. 489. 

᳇⽎ᐡ, 2006㧦 ᳇⸃ᨆ↪ోᶏ㕙᳓᷷⸃

ᨆ࠲࠺㧔COBE-SST㧕ߩ․ᓽ, ᳇♽⋙

ⷞႎ๔ౠ╙ 12 ภ. 
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Lett., 35, L16806, 
doi:10.1029/2008GL034575. 

Nishii, K., and H. Nakamura, 2005: Upward 
and downward injection of Rossby wave 
activity across the tropopause: A new aspect 
of the troposphere-stratosphere dynamical 

linkage. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 131, 
545-564. 

Onogi, K., J. Tsutsui, H. Koide, M. Sakamoto, 
S. Kobayashi, H. Hatsushika, T. Matsumoto, 
N. Yamazaki, H. Kamahori, K. Takahashi, S. 
Kadokura, K. Wada, K. Kato, R. Oyama, T. 
Ose, N. Mannoji and R. Taira, 2007: The 
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╙ 1 ࿑� 3 ᐔဋ᳇᷷Ꮕ㧔2012߆ ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනޕ͠ߪ 

 

 
╙ 2 ࿑� 3  ޕ͠ߪනޕᐔဋ᳇᷷ᐔᐕᏅ߆

 

 
╙ 3 ࿑� 2012 ᐕ 12 ࠄ߆ 2013 ᐕ 2 ߩၞᐔဋ᳇᷷ᐔᐕᏅߩ 5 ᣣ⒖േᐔဋᤨ♽ޕන

ޕ͠ߪ 
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╙ 4 ࿑� 3 ᐔဋᶏ㕙᳓᷷ᐔᐕᏅ㧔2012߆ ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනޕ͠ߪ 

 

╙ 5 ࿑� 3 ߆ OLR ᐔᐕᏅ㧔2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ W/m2ޕ 
 

╙ 6 ࿑� 3 ᐔဋ߆ 200hPa ᵹ✢㑐ᢙᐔᐕᏅ㧔2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ

m2/sޕ╬୯✢ߪታᴫ୯ࠍޔߒ㑆㓒ߪ 8×106m2/sޕ㒶ᓇߪᐔᐕᏅࠍޕߔ 
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╙7࿑� ᐔᐕᏅ㧔2012ᐔဋᶏ㕙᳇߆3
ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ hPaޕ╬୯

ߪ㑆㓒ޔߒࠍታᴫߪ✢ 4hPaޕ㒶ᓇߪᐔᐕ

Ꮕࠍޕߔ 

╙ 8 ࿑� 3 ᐔဋ߆ 500hPa 㜞ᐲᐔᐕᏅ

㧔2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ mޕ

╬୯✢ߪታᴫࠍޔߒ㑆㓒ߪ 60mޕ㒶ᓇߪ

ᐔᐕᏅࠍޕߔ 

  
╙ 9 ࿑� 3 ᐔဋ߆ 100hPa 㜞ᐲᐔᐕᏅ

㧔2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ mޕ

╬୯✢ߪታᴫࠍޔߒ㑆㓒ߪ 120mޕ㒶ᓇߪ

ᐔᐕᏅࠍޕߔ 

╙ 10 ࿑� 3 ᐔဋ߆ 30hPa 㜞ᐲᐔᐕᏅ

㧔2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕනߪ mޕ

╬୯✢ߪታᴫࠍޔߒ㑆㓒ߪ 120mޕ㒶ᓇߪ

ᐔᐕᏅࠍޕߔ 
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╙ 11 ࿑� 㧔a㧕ർᭂᝄേᜰᢙߩផ⒖㧔⿒ᨒߢ

࿐ߚߞ▸࿐߇ 2012 ᐕ 12 㨪2013 ᐕ 2 㧕ޕ

㕍߇ർᭂᝄേᜰᢙߪ✢✛ޔߒ␜ࠍ 59 ᣣ⒖

േᐔဋޕߔ␜ࠍ㧔b㧕ർᭂᝄേߩᐕࡦ࠲ࡄ 

 

 

╙ 12 ࿑� 30hPa ർᭂၞߩ᳇᷷ᤨߩ♽ޕනߪ✢⿒ޕ͠ߪታᴫ୯ޔߒ␜ࠍἯ⦡✢ߪᐔᐕ

୯ޕߔ␜ࠍ 
 

 
╙ 13 ࿑� 100hPa ✲ർࠆߌ߅ߦ 50㨪70 ᐲߢᐔဋߚߒ EP ޕ♽ᤨߩ㋦⋥ᚑಽࠬࠢ࠶ࡈ

නߪ m2/s2ߪ✢⿒ޕ᧲ᵄᢙ 1 ᚑಽޔ㕍✢ߪᵄᢙ 2 ᚑಽߪ✢✛ޔᵄᢙ 3 ᚑಽޔἯ⦡㗔ၞ

 ޕߔ␜ࠍᵄᢙᚑಽోߪ
 

(a) (b)
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╙ 14 ࿑� ർ✲ 60 ᐲࠆߌ߅ߦᏪ⁁ᐔဋ᧲㘑ߩ㜞ᐲᤨ㑆ᢿ㕙࿑ޕනߪ m/sޕ╬୯✢ߪታ

ᴫࠍޔߒ㑆㓒ߪ 3m/sޕ㒶ᓇߪᐔᐕᏅࠍޕߔ 
 

 

 

╙ 15 ࿑� 㧔a㧕᧲ᵄᢙ 2 ᚑಽߩ EP ടㅦᐲߩ㘑᧲߁ߦᢔ⊑᧤ߩߘߣࠬࠢ࠶ࡈ

߇࡞࠻ࠢࡌޕᐲ㜞ᐲᢿ㕙࿑✲ߩ EP ㋦⋥ᚑ ޔන: 106m3/s2ߩ㧔ධർᚑಽߔࠍࠬࠢ࠶ࡈ

ಽߩන: m2/s2㧕ޕ㒶ᓇߪ EP ᧤ޔߒࠍടㅦᐲߩ㘑᧲߁ߦᢔ⊑᧤ߩࠬࠢ࠶ࡈ

ߪ㑆㓒ޕࠆࠇߐ␜ߢ⦡♽㤛ߪᢔၞ⊑ޔ⦡♽✛ߪၞ 1m/s/dayޕ㧔b㧕᧲ᵄᢙ 2 ᚑಽߩ EP ࡈ

ᵄᢙߣࠬࠢ࠶ 2 ᚑಽߩቯᵄߩዮ᛬₸ߩ✲ᐲ㜞ᐲᢿ㕙࿑ߪ࡞࠻ࠢࡌޕ㧔a㧕ߣหޕ㒶ᓇ

ߦ₸ዮ᛬ߪ  ޕࠆߡߒ␜ࠍ୯ߚߌ߆ࠍ
 
 

(a) (b)
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2012/13 年の寒冬とAO・WP・日本周辺の海面水温との関係 
安藤 雄太（三重大院生物資源）・小木 雅世（JAMSTEC/RIGC） 

立花 義裕（三重大院生物資源・JAMSTEC/RIGC） 

 

1. 序論 
 2012/13 年冬は北半球の多くの地域で寒冬
であり，特に東アジアは 3 年連続であった．
大規模大気循環の経年変動が地表気温に影
響を与えることは一般的に知られている． 
 北半球冬季の大規模大気循環の重要な要
素の 1つに Arctic Oscillation（AO）（Thompson 
and Wallace, 1998）がある．東アジアの冬季
気温の経年変動は AO と関連している
（Thompson and Wallace, 2000）．AO負パタ
ーンのとき，シベリア高気圧，上層のトラフ，
偏西風を含む中高緯度の大気循環の変化の
結果として東アジアに寒気が流入する機会
が多くなる（Jeong and Ho, 2005; Park et al., 
2008; Park et al., 2011）． 
 また，東アジアの冬季気温と関連の高い大
気循環に Western Pacific（WP）パターン
（Wallace and Gutzler, 1981）がある．WP負
パターンのとき，東アジアは寒くなる．WP
はアジアに強い北西風をもたらすシベリア
高気圧との関連が高い（Gong et al., 2001; 
Zhang et al., 2009）． 
 2012/13 年東アジアの寒冬では，特に日本
の気温が低かった．2012/13 年寒冬も AO・
WPの 2つの大気循環によって説明されるだ
ろう．しかし，日本のような島国では，周囲
を海に囲まれているため，これらだけでは説
明できない可能性がある．したがって，本研
究は AO・WP と同じように日本の冬季気温
に影響を与える追加の原因を明らかにする
ことを目的とする． 

 
図 1 5日移動平均した（a）Ogi et al.（2004）で
定義された AO index，（b）WP index，（c）日本
の SAT偏差（°C），（d）気温偏差（°C），（e）
熱フラックス偏差（W/m2），（f）SST偏差（°C）.
（d），（e），（f）は日本海域（36.0–43.5°N，
130.0–140.0°E；図 4のオレンジ色枠内）を領域平
均したものである. 
 
2. 使用データ・解析方法 
 Ogi et al.,（2004）は，北半球環状モードの
季 節 変 化 （ Seasonally varying Northern 
Hemisphere Annular Mode; SVNAM）を定義し
た ． こ の SVNAM index は
http://www.bio.mie-u.ac.jp/kankyo/shizen/lab1/
AOindex.htm で日々更新している．SVNAM
は北半球の環状モードの季節変動を示すこ
とができるので，SVNAM index を用い，以
下 AO indexと表記する． 
 Ogi et al.,（2004）と Tachibana et al.,（2010）
は冬の SVNAM が Thompson and Wallace
（2000）で定義された AOとよく一致し，他
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の季節は主要な大気循環を捉えることがで
きないことを示した． 
 大気場データとして NCEP/NCAR 再解析
データ，海面水温（Sea Surface Temperature；
SST）データとして OISST v2 データを使用
した．また，日本の日平均地表気温（Surface 
Air Temperature； SAT） デ ー タ と し て
AMeDAS データも使用した．これらのデー
タの期間は 1982～2012年の 31年間である．
本研究で用いる index は 1982～2012 年の標
準偏差を用いて規格化した．また，SSTと気
温データには地球温暖化による上昇トレン
ドが存在する．このトレンドによる影響を除
くため，線形トレンドとして除去した． 
 
3. 大規模大気循環の影響 
 図 1は 2012年 9～12月のAO index（AOI），
WP index（WPI），日本の SAT 偏差の時系
列である．図 1 の 2 つの赤色の囲いは，AO
負かつ WP 負が 2 週間持続した期間，P1
（10/03～16）， P2（12/01～12/14）である．
P2は非常に低温だが，P1は高温である．P1
の気温はAO負とWP負が低温をもたらすと
いう先行研究と矛盾する． 
 ここで，AOとWPの経年変動が日本の気
温変動に与える影響について述べる．まず，
各年 P1～2 の 2 週間平均した経年変動 AOI
とWPIを計算した． 
 図 2a-2b は AOI と WPI 重回帰から推定し
た 2012年の 500hPaジオポテンシャル高度場
（Z500；線）偏差と 850hPa気温場（T850；
色）偏差である．図 2c-2dは実際の観測値で
ある． 
 全期間，両者ともよく似たパターンである．
気温は負偏差がユーラシアに，正偏差が東シ
ベリアからグリーンランドに存在する．しか
し，P1 だけ太平洋中央と日本付近の気温パ
ターンが異なる．推定値では低温偏差が存在
する（図 2a）が，観測値ではほぼゼロに近
い（図 2c）．つまり，P1 は AO 負・WP 負
に関連した寒気が日本に強く影響しなかっ
たことを示唆する． 
 次に，AOとWPの経年変動が日本の気温
分布に与える影響について述べる．図 3a-3b
はAOIとWPI重回帰から推定した 2012年の
SAT 偏差と SST 偏差である．図 3c-3d は実
際の観測値である．P1は観測値の SATがほ

とんど正偏差である（図 3c）が，これは重
回帰による推定値とは異なる（図 3a）．こ
れは，AOとWPによる冷却を上回り暖めた
他の要素があることを示唆している．また，
P2 の推定値（図 3b）は観測値より低温では
ない（図 3d）．これも，低温偏差を強めた
他の要素があることを示唆する． 

 
図 2 （a）P1 と（b）P2 のそれぞれの AOI と
WPIを用いた重回帰分析の推定による 2012年の
Z500偏差（線）と T850偏差（色）．（c）と（d）
は（a）と（b）と同じであるが，観測値である．
線の単位は（m）で，色の単位は（°C）である． 
 
4. 小規模海洋の影響 
 第 3 章で述べたように，P1 では AO 負・
WP負に関連した大規模な低温偏差は日本周
辺には強く影響していなかった．日本周辺の
SSTは 2012年 8月下旬から 9月中旬に異常
な高温であったため，P1 も非常に SST 高温
であった（図 3c）．特に，北日本周辺では
観測史上最高の SST であった．それゆえ，
この局所的な SSTと日本の SATとの関係を
調べた． 
 日本海 SSTは日本の気温と相関が高い（図
4aと 4b）．また，AOIとWPIと SSTとの相
関は低い（図 3a と 3b）ため，AO も WP も
SST に与える影響は小さいことが示唆され
る． 
 ここで，日本の気温分布とそれに関連した
日本海 SST について記述する．日本海は冬
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季モンスーン時に日本の上流側に位置する．
図 4aと 4bは，日本海 SST index回帰から推
定した 2012 年の SAT 偏差である．P1 は全
国的に正偏差であり，P2 は全国的に負偏差
である．これらは SST 偏差が正から負に変
化したためである．図 4c と 4d は残差 SAT
偏差（観測値から図 3aと 3bで示した AO・
WP重回帰の推定値を引いたもの）である． 
これらはAOとWPでは説明できない気温パ
ターンである．残差 SAT偏差パターンは SST
回帰の推定パターンとよく似ている（図 4a
と 4b）．これは SST が気温を制御している
ことを示唆する．これについては，次の章で
議論する． 

 
図 3 図 2 と同じであるが，日本の SAT 偏差と
その周辺の SST 偏差である．陸上の丸の位置は
AMeDAS の位置を示し，色は気温偏差を表す．
単位は（°C）である. 
 
5. 議論と結論 
 2012年 10～12月は AO 負・WP負が持続
した．AO 負・WP 負は日本を寒くする（図
2a-2b，3a-3b）ので，この期間寒くなること
が予測される．しかし，10 月は予測より暖
かかった（図 3c）．その上，12 月は予測よ
り寒かった（図 3d）．2012 年の気温は AO
負・WP負だけでは説明することができない． 
 日本海 SST は日本の気温と経年変動スケ
ールで有意に正相関である（図 4a-4b）．そ
れゆえ，暖かい（冷たい）SSTは暖かい（冷
たい）気温を生み出す．実際，2012年 10月
の SSTは高く，逆に 12月は低かった．前の
章で SST変動は AO・WPと独立であること
を述べた．AO 負・WP 負で説明できない気

温パターンと SST 回帰の推定パターンがよ
く似ていることを示した（図 4）．この類似
は SST が気温に影響する証拠であることを
示唆する．日本海の位置は東アジアの冬季季
節風に対して日本の上流側であるため，日本
海上を通過した寒気は海によって暖められ
ることを意味する． 
 ここで，SSTと気温の両方に影響する第三
の大気循環の可能性について考察する．気温，
SSTそれぞれの Z500・T850回帰の推定パタ
ーンと観測値を比較した．2012 年の推定
Z500・T850 はどちらも非常に小さな値でパ
ターンも観測値と大きく異なっていた．した
がって，2012 年の日本の気温・SST に影響
した第三の大気循環は存在する可能性が低
い．よって，2012 年の SST と気温変動は第
三の大気循環による結果同士ではなく，SST
が気温に影響した可能性が高い． 
 日本海上の鉛直気温分布の時系列では，
AO 負・WP 負の期間に寒気が上層から下層
に降りている（図 1d）．しかし，10 月は寒
気が地上まで達していない．AO 負・WP 負
の期間は日本海から大気へ大量の顕熱・潜熱
フラックスが出ていることが分かる（図 1e）．
これらは日本の冷やそうとする AO 負・WP
負による寒気流入の結果である．しかし，10
月は記録的な高温偏差 SST により上層から
の寒気が遮断された．SST 偏差は 10 月に高
温であったが，12 月は低温に徐々に変化し
た（図 1f）．これは持続的な AO負・WP負
によるものである．これは AO負・WP負が
海を通して，遅れて日本を冷やす可能性があ
ることを示唆する． 
 以上のことをふまえ，2012 年に観測され
た気温について解釈する．AO 負・WP 負は
P1 と P2 に日本を冷やそうとした．しかし，
10月（12月）は SSTが日本全体を強く暖め
た（冷やした）．観測された気温は，AO負・
WP 負による冷却と SST による加熱（冷却）
の合計である．SST による加熱は AO 負・
WP負による冷却を圧倒したため，10月は暖
かかった．12月の低温偏差は AO負・WP負
と SST低温偏差による影響である． 
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図 4 （a）と（b）陸：日本海 SST index回帰か
ら推定した 2012年の SAT偏差である．SST index
はオレンジ色枠内（36.0–43.5°N，130.0–140.0°E）
を領域平均した．海： SAT index から推定した
2012年の SST偏差である．SAT indexは日本の気
温偏差を平均したものである．線の間隔は 0.2°C，
色は有意水準 90%，95%，99%を表す．（c）と
（d）陸：残差 SAT（観測 SAT から図 3a と 3b
で示した AOI・WPI 重回帰からの推定値を引い
たもの）．海：観測された SST 偏差．単位は°C
である． 
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_ 1: 1MZ EPS`ab 

_ 2: cd-efghiST`ab 
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3. )*)*)*)* (((( <) AO) 1|{ EPS.¾Ê2¦�¤N\, 1|{EPS)Ü�9ÝÞß¡e·87\àáZ[êë�.ËÌs. j)ìí\Ãî:&ç1. ÃÄÅ:&, "'(mn)<)
AO.ïð12s´, 1979z|S 2009z)�:, ¦�ñ�F 12{|S 3{BO2òñó)Ü�9ÝÞß¡e·87\àáZs . �s, 1 |{ EPS )¦�¤N)ôõBZ[, 

500hPa HN (Z500) Bö÷+I (SLP) )
28 óøù¦�U)�úû�8?X (ACC) \àáZs. "#$%)>?üB)¦�¤N\ËÌ2s´, AO ô�\ý)��.ëþZ[àáZs. �ÿ, ØÙ){øù) SLP.Ó±[!"##Ù\°±, j)$1!"#\ 1{|S 12{�:zøùZs6789\%´s. j)6789.ó&) SLP \'(12WB:ó&)AOô�\ëþZ, j)), Ü�9ÝÞß¡eòñó) 7ó`|S 28ó)�:) 35ó�:øùZs AOô�\%´s. WT&, Ü�9ÝÞß¡eòñó`|S
1 |{ÀN) �¡¢8£)U:RST2
AO.¬12, 1|{ EPS)¦�¤N\ËÌ2s´:;2. W)��.Z[%´sAOô�\àáZ, Ü�9ÝÞß¡e.�2¦�Ö×\, <>?*=>?*ø�) 3Ó)6789.#+Z, ,&)6789üB)¦�¤N\-.Zs.  

4. +,+,+,+, (((( Ãî:&, 1|{ EPS.¾Ê2<) AO)¦�¤N, ¾�ÛÖ×ØÙ)kl.Ó±[DÌ2.  

4.1. -.-.-.-. AO ./012./012./012./012 (((( Z500, SLP .¾Ê2 AO )>?üB)¦�¤N\/ 1.ç1. / 1|S, 1|{ EPS)Ü�9ÝÞß¡e.¾±[, <)AO)UV&0)UVB12Z[ ACC)µF*�±

34:¦�)5NF6gOt[±2, 78?XFH±WBF#|2. 9:�.-.12s´, ACCF 0.7\º;234.ïð12B, <) AO)UV, ACCF 0.7\º;2¤N)¦�\Zs5N& , SLP :< 30% 

(15%) , Z500:&< 20% (15%) ø� (=)
AO) )UV��H|ts. WT&1Or8, <) AO )¦�¤NF0)UVB12Z[H±B±�WB\çZ[±2.  
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 yS.æ 3 |S, uvO<) AO )UV, 

ACCF 0.7\º;2=V&, SLP: 10Ö×L 8×, Z500:x 10Ö×L 5×B, yS.¦�¤NFH±WBF#|ts.  

 

4.2. 345-.345-.345-.345-. AO .6789.6789.6789.6789 ! uvO<) AO )¦�¤NFH±ÍÎ.&, ¿)��OÏÐ���ÑÒÉF>±[±s)|\ËÌ2s´, uvO<)AOF}~Z, |Ó 1 |{ EPS .�2¦�¤NxH|ts 2009z 12{, 2010z 2{, 2013z
3 {)Ö×ØÙ\°ts. Ö×ØÙ&, 6g)ÄÅ: AO ?)G!"$%)#$)��ÑÒÉBZ[ô%yT[±2, &�34'(B)?)*ái  (e.g., Lorenz and 

Hartmann 2003; Feldstein 2003) , +,-7�8")./.ïðZ[°ts. @0:&!., 2013z 3{)Ö×)kl\ç1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! / 2& 2013z 3{)Ö×:, 28óøù)ØÙB 1|{ EPS)¦�U\12Zs/:;2. #E:HIJK, LMN:GIJKB±�<)AO)PQFØÙyT[¾�, j)PQ\ 1|{ EPS&¤N¥g1�Z[±sWBF#|2.  ! �ÿ, <)AO)#$.¬12'()./\ËÌskl\ç1. / 3 &, !ñ 10 ó)Ü�6¡23£7\|Ê[45Zs'()6N2,d�¡.�2, Z500 ) �578¹)øzJK\ç1. /2.RST2LMN)<JK.¥g¬9Z[, HNU\*�gA:2;lFØÙyT[±2. �s / 4&, 

Z500 :<JKF*�|ts"*<=E 

(0-60>W, 40-60>N) .¾Ê2, 2013 z 3{)Ö×B?@ñ�:) Z500)HN57A)z&5%\ç1. 2013z 3{)Ö×:&, BC)? ñB12Z[xHNU\A:2;lFDg>±[±2WBF#|2. WTS)kl&, <)AO)#$)@Ó)©EBZ[, '(.�2./F;tsWB\çFZ[±2. �s1|{EPS:x, JK&GygOt[±2x)), W�ZsPQF¥g1�yT[±2 (/ 3, / 4) , W)kl&0) 2Ó)Ö×:xHIZ[±s.  

 

12X AO�+ SLP Z500 

1985/1/20 -3.01 0.784 0.656 

2009/12/10 -2.99 0.786 0.784 

2009/12/20 -2.97 0.785 0.761 

1985/1/10 -2.37 0.724 0.649 

1985/11/30 -2.34 0.734 0.709 
1979/1/20 -2.31 0.717 0.642 

2001/2/28 -2.22 0.852 0.771 

1979/1/10 -2.14 0.226 0.081 

1980/1/10 -2.08 0.267 0.457 

1985/11/20 -2.04 0.857 0.858 

_ 3: ���w` AO`OPn%. 1979VMN
2009 V`U`���w` AO `��|}�. ���, ��;u����� ¡H~� AO�+¢-2.0£�`z{;~�. _`¤MNcd-efghi`12X, ����� ¡H~�
AO�+, SLP, Z500���� ACC|}�. ¥�u, ACC¢ 0.7|�¦§¨©��;|}�. 

! "
j 2: 2013V 3Z`������ Z500 (m) `#Kz;OPz`ª«. ¬Lu Z500, ®¯u°`"V��|}� . (± ) #K`
Z500, (¤) OP` Z500. "²2Uu, 2013V 2Z 21XMN 3Z 21X�³�. 
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j 3: ´µ`¶%ts·¸h�¹�, Z500����º%»H¼ (m/day) . ®¯u"V��|}�. (±) #K`º%»H¼, (¤) OP`º%»H¼. "²2Uu, 2Z 22XMN 3Z 26X�³�. 
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W�ZsPQ\ 1|{ EPS)klB12Z[X2B, /5|SLM:&GygOt[±2x)), HMNº�¬]S:) EP2,d�¡)LM)6789&, ¥g1�yT[±sWBF#|2. �s 6/|S, ØÙB?Y��.BCB12Z[xj);lF*�±WBF1�yT[±s. W�ZsPQ&
2010 z 2 {)Ö×:xHIZ[±sF, 

2009z 12{)Ö×:&, +,-7�8".�2./&Gy|ts (/ 7) 
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A role of the Eurasian snow on the 1-year lagged NAO-ENSO relationship 
 

中村哲（国立極地研究所/北海道大学） 

原政之（海洋研究開発機構） 

大鹿美希、立花義裕（三重大学） 

 
１．はじめに 

本研究は、大鹿ら（2012）らが再解析データ

を用いた解析により示した、12 月に NAO が負

（正）位相であるとき、約 1 年後にエルニーニ

ョ（ラニーニャ）が起こりやすいという関係に

ついて、数値モデル（大気海洋結合モデル）で

再現されているかの検証、およびマルチモデル

サンサンブルからそのメカニズムを抽出した

ものである。先行研究によれば、冬季 NAO と

西部ユーラシア大陸上の積雪には強い相関関

係があり（Hori and Yasunari、2003）、またユー

ラシア大陸の積雪偏差は夏季のインドモンス

ーンおよびENSOと深い関係にあることがよく

知られる（Barnett et al., 1989）。またアジアから

熱帯への寒気の吹き出しは、西部熱帯太平洋上

の西風バースト（WWB）を強化し、エルニー

ニョのトリガーとなることが指摘されている

（ Yu and Rienecker, 1998; Yu et al., 2003; 
Nakamura et al., 2006, 2007）。冬季の NAO はユ

ーラシア大陸上の積雪偏差を通して、寒気の吹

き出しを強めているかもしれない。この説を裏

付けるために、数値モデルによる再現からその

プロセスを抽出する手法が有効である。しかし

モデルに固有のくせやバイアスのために、モデ

ル内での物理情報の伝搬プロセスは現実と同

様であっても、結果として再現される現象の時

間スケールや空間パターンには現実とのズレ

が存在する可能性がある。 
そこで我々は、モデルで再現される二つの変

動モードについて、多少の時間スケール・空間

パターンのズレを許容しつつ、その関係性の高

さを示す指標を開発した。本研究は、その指標

を CMIP3 マルチモデルアンサンブルに適用し、

NAO と 1 年後の ENSO の関係を説明する物理

情報の伝搬プロセスを抽出したものである。 
 
２．データ 

NAO と ENSO とを繋ぐ物理情報を抽出する

ため、CMIP-3 の 20 世紀ラン（20C3M）の出力

のある 16 モデルを使った。1901 年から 2000 年

までの 100 年分の出力を使用した。 
 

３．解析方法 
３．１．Coherency index (CI) 
二つの時空間行列SとPについてEOF（経験的

直行関数展開）解析を行い、その第一モード

(EOF1)をそれぞれ、XS、XPとする。またSとPの
SVD（特異値分解）解析から得られる特異ベク

トルをそれぞれYS、YPとする。ここでSとPそれ

ぞれのEOF1 と特異ベクトルの内積XS・YSおよ

びXP・YPは、SとPのcross-covarianceが最大とな

るモードの空間パターンと、それぞれの場で

covarianceが最大となるモードの空間パターン

との一致度を示す。さらに内積同士の積をとる

事により、それぞれの場での卓越モードの位相

を考慮した関係性の高さの指標が得られる。こ

れをCoherency index （CI）とした。 
 本研究では、CIをCMIP-3 の 16 モデルに適用

する。SをENSOの時間スケールを考慮し、時間発

展する熱帯太平洋のSST場（７月から翌年の１月、

東経 160 度から 270 度、南緯 10 度から北緯 10 度）

とした。同様にPをSに対し約１年先行する 11 月か

ら 2 月の 4 ヶ月それぞれにおける北大西洋域の地

表面気圧場（西経 60 度から東経 30 度、北緯 20
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図１．CMIP-3 の 16 モデルに適用した CI の頻度分布。
星は観測データ（12 月の P と S）に適用した場合
（CI=0.62）。 
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度から 90 度）とした。観測結果を考慮してXSおよ

びXPをそれぞれENSOの正位相、NAOの負位相

となるように符合を合わせる。内積XS・YSおよ

びXP・YPを、XS、XPのvarianceで規格化し、CI
を計算する。この時CI=1 はNAOとENSOの相関

係数が１でこの時の位相は観測結果と整合す

る位相である。CI=0 は無相関、CI=-1 は観測結

果と逆相関であることを意味する。 
図１に 16 の CMIP-3 モデルで計算された CI

の頻度分布を示す。CI は正の値に偏っており、

多くのモデルで、１１月から２月のいずれかの

月の NAO が続く夏から冬の ENSO と、観測事

実と同様の位相で関係していることを示す。本

研究では CI の上位 33%となる CI=0.5 を基準と

して、以下の重み付きアンサンブル平均から、

NAO と ENSO の関係を説明付ける大気場変動

を抽出する。 

ここで R は SVD1 スコアに対する回帰係数、オ

ーバーバーはアンサンブル平均、m はアンサン

ブルメンバー、M はアンサンブル数、W はモデ

ルの重み(=CI)、σはアンサンブル標準偏差であ

る。 
 
３．２．理想化モデルを使った大気応答実験 

ユーラシア大陸の積雪偏差に伴う大気場応

答を見るため、非線形傾圧モデル(NLBM)を用

いた。このモデルはいわゆる dry-GCM で、放

射、湿潤などの物理過程は気温を基本場に緩和

することで表現される。T42L20、モデル上端高

度 30km の モ デ ル 解 像 度 に 内 挿 さ れ た

NCEP/NCAR の 1961 年から 2000 年の 2、3、4
月の気候平均場を初期場および基本場とした。

気温の基本場への緩和時間は 10 日とした。こ

の条件で強制なしで走らせたものを control run 
(CNTL)、西部ロシアの下層 700hPa を中心に理

想的な冷却強制を与えたものを anomaly run 
(ANOM)とし、それぞれの３０日積分結果の差

を ることで、西部ロシアの積雪が多いときの

評価した。 

に伴い大気が冷却さ

れ

取

大気応答を

 

４．結果 
SVD1スコアに回帰したCMIP3のマルチモデ

ルアンサンブル平均をみると、NAO の負位相の

1 ヵ月後に西部ロシア周辺の低温偏差および上

空の低気圧性偏差が卓越することがわかる（図

２左、中左）。この時、チベット周辺では高気

圧性偏差が卓越する。この高気圧偏差は下層ま

で順圧的に伸びており、東南アジア周辺の地表

面高気圧偏差に対応する（図 2 中右）。対応す

る水平風偏差ベクトルは東経 140 度付近で北風

偏差となり、これはアジアから熱帯への寒気の

吹き出しを強める。寒気の吹き出しが西部熱帯

太平洋上の西風バースト（WWB）を強化し、

エルニーニョのトリガーとなっていることが

推察される。この時、ユーラシア大陸上の積雪

偏差をみると、西部ロシアで多雪偏差が見られ、

これは NAO の負位相時に見られるものとよく

対応している。図３左に各モデルの CI と SVD1
スコアへの西部ロシア領域で平均した積雪偏

差の回帰係数との散布図を示す。明確な正の相

関がある。CI はモデルの積雪とは独立に得られ

た指標でありながら、CI の大きさが NAO と積

雪の関係の高さに比例していることは、NAO と

ENSO を結びつけるプロセスにおける積雪の重

要性を如実に示している。これは融雪量でも同

様であり（図３右）、多雪
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、西部ロシア周辺の低気圧性偏差を生じてい

る可能性が示唆される。 

図２．SVD1 スコアに対する１ヵ月後の（左から）地表気温、500hPa 高度、地表面気圧と水平風、および積雪

量の回帰係数の重み付けアンサンブル平均。暖色は正偏差、寒色は負偏差を示し、陰影は薄い順に 0σ、

1.0 σ、2.0σ（σ はアンサンブル標準偏差）を超えることを示す。水平風ベクトルは 1.0σ を超える偏差のみ

を表示。 

7373



実際にこのような多雪偏差に伴う大気冷却

がどのような大気応答を生じるか、NLBM を用

いて調べた。ANOM run に図４に示すような冷

却強制を与え、CNTL run との差を取った結果を

図５に示す。850hPa では西部ロシアを中心に顕

著な低気圧性が見られ（図５左）、同時にチベ

ット周辺に高気圧偏差が見られた。このような

構造は 1000hPa および 500hPa でも見られた。

この時、東南アジア付近では北風偏差が大気下

層 1000hPa から 500hPa まで卓越し、同時に西

部熱帯太平洋上では下層 925hPa、東経 150 度を

中心に西風偏差となっている。これらはアジア

からの寒気の吹き出しおよび WWB の強化に対

応している。 
CMIP-3 で見

る。これらはアジア
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応している。 
CMIP-3 で見られた SVD1 スコアに対する大

気 および西部ロシアの積雪偏差の関係は、12
ex に対する 3 ヵ月後の観測データ

（

。CI

察される。 
 

部ロ

）気圧性偏差は地表付近
ま

正）
サイクリックな関係があることも指摘
いる（Yasunari, 1987）。本研究はこのよ

う

用いた NLBM は東京大学の渡部雅

の一部は GRENE 北極気候変動研究事業のサ
ポートにより実施された。 
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本研究で実施された解析により、観測（再解

析データ）で示された冬季 NAO と約１年後の

図５．30 日積分結果を平均した ANOM－CNTL
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温位座標を用いた冬季東アジアにおける寒気流出過程の時間発展 
庄司 貴成（東北大院理），菅野 湧貴，岩崎 俊樹，高谷 康太郎（海洋研究開発機構） 

 

1. はじめに 
 冬季東アジアの気象・気候は、東アジア

冬季モンスーン（以下 EAWM）によって支
配されており、それは高緯度から中緯度へ

間欠的に寒波（コールドサージ）を発生す

る（Chang and Lau 1982; Zhang et al. 1997）。
コールドサージは、大陸上の気温低下やシ

ベリア高気圧の強度によって定義される。

その定義方法は対象とする現象や領域によ

り自由度がある。これまでは中国大陸上や

南シナ海へのローカルな影響を評価したも

のが大部分である。そこで本研究では、よ

り広い範囲をカバーできる冬季東アジア域

の寒気流出を測るインデックスを定義する

ことにした。他方、東アジア域の大気変動

を捉えるインデックスとして EAWMI（East 
Asian winter monsoon index）があるが、季
節平均場で定義されているため、季節内で

間欠的に生じるコールドサージに関連付け

たインデックスがないことも本研究の動機

である。ところで、従来の気圧座標による

寒気解析は熱力学表現が煩雑なために、寒

気流出を定量的に評価するのに難がある。 
そこで本研究では温位座標に基づいて、

東アジア域の寒気流出過程の時間発展につ

いて調べる。温位座標系における寒気質量

フラックスは、高緯度から中低緯度域に流

出する寒気流量を直接表している。東アジ

ア域の寒気流出は、特定温位面 TT =280K以

下の 90Eから 180Eの南向き寒気質量フラ
ックスでよく特徴づけられる。この南向き

寒気質量フラックスの時間的な変動をイン

デックスとし、これに対するラグ相関・回

帰係数を調べる。 
 

 

2. データ・解析手法 
 解析に使用したデータは JRA-25/JCDAS
（Onogi et al. 2007）である。解析期間は
1980/81～2009/10年の 12～2月である。オ
リジナルのデータは 6時間間隔であるが、
それらを日平均して解析に使用した。なお、

水平解像度は 2.5度である。 
 温位座標系における、寒気質量、寒気質

量フラックス、寒気質量生成消滅量はそれ

ぞれ以下のように定義される。 
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ここに sp , � �Tp T はそれぞれ、地表面気圧、

TT 面の気圧を表す。 

本研究では、(2)式で表される寒気質量フ
ラックスのうち、その南北成分の変動に着

目する。冬季東アジア域の寒気流出は 45N
を横切る 90Eから 180Eの南向き寒気質量
フラックスにより表される。すなわち、 

� �
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ここに a (=6.37u106 [m]), g (=9.806 [m s-2])

は、それぞれ地球半径、重力加速度である。

(4)式を 30年間の気候値に対する標準偏差
により規格化したものを寒気南下指数とし

て定義する。 

EA

EAEA FFIndex
V
�

{   (5) 

 

3. 解析結果 
 まず、冬季東アジア域の寒気の気候学特
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性ついて調べる。図 1は、寒気質量とその
フラックス、寒気質量フラックスの絶対値、

南北寒気質量フラックスの標準偏差を図示

したものである。 

 
 
 
 
 

60N以北には 300[hPa]を超える厚い寒気が
定常的に存在しており、極東域では 45N以
南まで垂れ下がっている。寒気質量フラッ

クスから、East Asian streamが明瞭に見え、
東アジア域では45N付近で寒気質量フラッ
クスの極値があり、その変動量も大きいこ

とが分かる。 
 

 
  

図 2は、45Nを横切る寒気質量フラック
スの南北成分について、その気候値の東西

分布を示したものである。図 2は、90Eか
ら 180Eで南向き寒気質量フラックスが卓
越しており、東アジア域の寒気流出が(4)式
で表されることを支持している。90Eから
180Eの範囲で積分した南向き寒気質量フ
ラックスの気候値は 5.7u 1010 [kg s-1]であり、
その日変動の標準偏差は 2.5u 1010 [kg s-1]で
ある。このことから気候値に対して大きな

割合で変動しており、東アジア域の寒気流

出のインパクトの大きさを物語っている。 

 
 
 

 

図 3は、(5)式で表される寒気南下指数の
変動に対する、海面更正気圧（以後、SLP）
と地上 10m風ベクトル（以後、地上風）の
ラグ相関・回帰係数分布を寒気流出のピー

クを Day 0として、Day -6から Day +4まで
2日おきに図示したものである。寒気質量
フラックスの変動はシベリア高気圧とアリ

ューシャン低気圧の変動と高い相関がある。

図 1 (a) 寒気質量(shade)とそのフラックス(vector), 
(b) 寒気質量フラックスの絶対値(shade), (c) 南北
寒気質量フラックスの日変動の標準偏差(shade) 

図2.  45Nを横切る南北寒気質量フラックスの東西
分布（南向きを正として表記） 

図 3.  寒気南下指数に対する SLP の相関係数(shade), 
回帰係数(contour)と地上風の回帰係数(vector) 
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Day 0にかけて、ユーラシア大陸上ではシ
ベリア高気圧が急速に発達しながら、ゆっ

くりと南東進し、Day 0時に極大となり、
その中心位置はバイカル湖付近（50N, 110E）
まで達する。Day 0以降、シベリア高気圧
はチベット高原の地形に沿って急速に南下

しながら衰退していく。Day +4時点でシベ
リア高気圧の中心位置は香港付近（20N, 
115E）にあり、さらにその南端は赤道付近
まで達している。Day 0以降、急速に南下
するシベリア高気圧の南縁にあたる南シナ

海～フィリピン付近では北風偏差の強化が

見られる。他方、アリューシャン低気圧は

寒気流出の前後に渡って強い勢力を保った

まま停滞する。 

 
 
 

 
 

次に図 4は図 3と同様に、寒気質量とそ
のフラックスのラグ相関・ラグ回帰係数分

布を図示したものである。Day 0以降、寒
気流出に伴い、中国北東部～北西太平洋上

の中緯度域では顕著な寒気質量の増大が生

じる。そのすぐ南側の主に海洋上において、

寒気質量消滅量が増大する（寒気質量生成

消滅量の図は省略）。すなわち、中緯度域で

増大した寒気質量は、そのすぐ下流の暖か

い海洋上で効率的に消滅する。他方、Day 0
以降、ユーラシア大陸上と北米大陸西岸域

では寒気質量が有意に減少する。前者は、

シベリア高気圧の発達に伴う、時計回りの

循環偏差により、大陸上の寒気質量が中緯

度域へ流出したことで生じたと考えられる。

後者については、アリューシャン低気圧の

発達に伴う、反時計回りの循環偏差により、

東側の寒気が西側に運ばれ中緯度域に流出

したために生じたと考えることができる。

寒気質量フラックスの分布はこれらの理由

を支持している。 

 
  
 
 

続いて、T925についても同様に調べたの
が、図 5である。下層の気温は、これまで
見てきた下層の大気循環や寒気の分布を反

図 4.  寒気南下指数に対する寒気質量の相関係数
(shade), 回帰係数(contour)とそのフラックスの回帰
係数(vector) 
 図 4.  寒気南下指数に対する T925の相関係数(shade)

と回帰係数(contour)  
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映したものである。すなわち、寒気質量の

増大が著しい中緯度域では低温偏差が見ら

れ、一方、寒気流出に伴って寒気質量の減

少が生じたユーラシア大陸上と北米大陸西

岸域では高温偏差が生じている。 
 

4. まとめ 
 本研究では、温位座標を用いて TT =280K 

の特定温位面以下の寒気質量フラックスに

着目した冬季東アジアの寒気流出の解析を

JRA-25/JCDASより行なった。冬季東アジ
ア域の寒気流出は、45Nを横切る、90Eか
ら 180Eの南向き寒気質量フラックスによ
り測られる。その気候値と日変動の標準偏

差はそれぞれ、5.7u 1010 [kg s-1]、2.5u 1010 
[kg s-1]である。この時間的な変動を標準偏
差で規格化したものを寒気南下指数として

定義し、その指標に関連付けてラグ相関・

回帰解析を行なうことにより、東アジア域

の寒気流出過程の時間発展に調べた。 
 ここで定義した寒気質量フラックスに対

する前後数日間のラグ相関は、東アジアに

おけるコールドサージに関連した総観場の

時間的な特徴をよく表現していた。 
 寒気流出に先立って、Day -4にバイカル
湖の北西（65N, 100E）にあったシベリア高
気圧は急速に発達しながら、寒気中心とと

もに南東進し、Day 0に（50N, 110E）付近
に達して極大となる。他方、アリューシャ

ン低気圧は、寒気流出の前後に渡って強い

勢力を維持して停滞する。両者がもたらす

強い東西気圧傾度は、南向きの寒気質量フ

ラックスを誘起する。寒気は東に広がりな

がら南下し、朝鮮半島～北西太平洋上での

寒気質量の顕著な増大につながり、地上気

温を低下させる。そのさらに下流の海洋上

で寒気質量が消滅する。寒気のフロントの

南下速度はおよそ 13 [m s-1]であり、Day +4

には赤道付近まで達する。これら一連の寒

気流出過程はおよそ1週間から10日程度の
時間スケールを持つ。以上より、温位座標

系による、45Nを横切る、90Eから 180E
の南向き寒気質量フラックスの時間的な変

動を規格化したインデックスは、東アジア

域の寒気流出を測る指標として有用である。 
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特定温位面以下の寒気質量の南北半球間の比較 

菅野 湧貴（東北大院理）、岩崎 俊樹、庄司 貴成 

 
1. はじめに 
本研究では特定温位面以下の寒気質量の

南北半球間の違いを調べる。ラグランジュ的

に見れば、冬半球の寒気は高緯度地域で生成

され、中緯度に流れて消滅する。このプロセ

スを定量的に理解することは、両半球の冬季

の違いを知るのに欠かせない。Iwasaki et 
al., (2014 ;以下 I14)は温位座標を使い、極域
寒気の生成から消滅までのプロセスの定量

的な評価を試みた。本研究では両半球の相違

を説明するため、帯状平均に基づく 2boxの
寒気質量収支式を提案する。 
 
2. データ・解析手法 
本研究では JRA-25/JCDAS再解析データ

(Onogi et al., 2007)を使用した。1980/81年
から 2009/2010年の 12月、1月、2月(DJF)
を北半球の冬、1981年から 2010年までの 6
月、7月、8月(JJA)を南半球の冬として、6
時間間隔、解像度 2.5度×2.5度のデータを
30年分用いて解析を行った。 
 寒気の定義は温位が特定温位 TT よりも低
い大気とする。ここでは I14と同様に北半球
の極域寒気の解析のため、 TT =280Kに設定
する。南半球についても北半球と比較のため

に TT =280K とする。南半球での TT =280K
面は温位面上で質量加重平均（MIM）した
平均子午面循環（図 1b）の中高緯度直接循
環の下降流から水平流に変わる変曲点

（45S,925hPa）を通る。 
 寒気質量、寒気質量フラックスはそれぞれ

(1)、(2)式のように定義される。 
� �Ts ppDP T�{       (1) 

 
図 1 質量流線関数(1010 kg s-1)と温位(K)、
(a)DJF30年平均、(b)JJA30年平均 
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 また、寒気質量の保存則は(3)式のように
書くことができる。 
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 (3)式の右辺第 2 項の寒気の生成量には断
熱的な運動は寄与しない（(4)式）。 
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 両半球間の寒気質量を比較するために、帯

状平均した時の寒気の生成域と消滅域の 2
つの boxから構成される 2boxの寒気質量収
支式を(3)式から導出する。寒気の生成域に
おける寒気質量収支式は、(3)式を東西に一
周、南北には極から東西積算した時に寒気の

生成消滅が切り替わる緯度（臨界緯度 cI ）
まで積分することで得られる。 

11
GIDP

t
�� 

w
w

     (5) 

寒気の消滅域における寒気質量収支式は、

(3)式を東西に一周、南北には臨界緯度から
赤道まで積分することで得られる。 

22
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t
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w
w

     (6) 
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〈 〉は東西・南北方向に積分することを、

添え字の1,2はそれぞれ南北方向に極から臨
界緯度まで、臨界緯度から赤道までの積分区

間を表す（(7）、(8）式）。 
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Box間の寒気輸送量 I は、臨界緯度で東西に
積分した寒気質量フラックスである（(9)式）。 
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2box の寒気質量収支式の模式図は、図 2 の
ように表すことができる。 
 次に、収支式の定常解について考える。(5)
式が図 3のようなコンデンサ（静電容量 C）
と抵抗（抵抗値 R）を並列につないだ回路と
相似であるとみなすと、図 2の回路において
次の関係式が成り立つ。 

RI
C
QV         (10) 

IQRC   W      (11) 
ここで Vは電圧、Iは電流、Qはコンデンサ
に溜まった電荷（(5)式の DPに相当）、W は
回路の時定数である。これらの関係を(5)式
に代入し、定常状態を仮定すると、生成 box
の寒気質量は、 

111
GDP W   (12) 

となる。ここで 1W は生成域における寒気の滞
留時間と呼ぶ。消滅 boxについても同様に 

1222
GIDP WW       (13) 

と書くことができる。 2W は消滅時間と呼ぶ。
(12)式と(13)式を足し合わせることで、定常
状態の半球の総寒気質量 DP は 

� �
121 GDP WW �     (14) 

と書くことができる。この式を用いて両半球

の寒気質量の違いを説明する。 
 
3. 結果 
 はじめに寒気の緯度分布を示す（図 4）。
図 4aは東西積算した寒気質量である。中高
緯度地域に多くの寒気質量が蓄積されてい

ることがわかる（東西積算時に cosφが乗じ
てあることに注意）。東西積算した寒気の生

成量（図 4b）から、高緯度地域で寒気が生
成され、中緯度で消滅している様子が見える。

またこの図から、臨界緯度は北半球で 45N、
南半球で 50S である。東西積算した寒気質
量フラックス（図 4c）は臨界緯度付近でピ
ークを迎える。 
 次に 2boxの寒気質量収支式の各項につい
て見ていく（表 1）。半球の総寒気質量は北
半球、南半球にそれぞれ 2.15×1017kg、1.53
×1017kg存在し、北半球の方が 1.5倍多い。

図 2 2boxの収支式の模式図 図 3 寒気質量収支式と相似
な電気回路図 
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各 box の寒気質量の内訳は、生成 box に大
半の寒気質量が存在し、消滅 box にはその
1/10 程度である。寒気の生成量は南半球が
北半球の 1.05倍でほぼ同量である。北半球、
南半球で寒気生成量、寒気輸送量、寒気消滅

量は釣り合っており、定常状態になっている

ことがわかる。生成域における寒気の滞留時

間は北半球で 24 日、南半球で 15 日、寒気
の消滅時間は北半球で 2.2日、南半球で 2.8
日と滞留時間に比べてずっと小さい。以上の

結果と(14)式から、冬季における南北半球間
の寒気質量違いは、生成域における寒気の滞

留時間で説明することができる。 
 両半球における地理的な寒気質量の分布

を図 5に示す。北半球については I14で詳し
く説明されているので、ここでは言及しない。

南半球の寒気質量（図 5b）はほぼ軸対称な
構造をしており、寒気質量フラックスは西風

成分が強い。寒気の生成・消滅の図（図 5d）
から、高緯度の南極大陸上、またその周りの

海氷上や海洋上で寒気が生成されているこ

とがわかる。南半球の寒気消滅域は中緯度の

海洋上に環状に分布している。 
 

表 1 北半球と南半球の寒気質量収支 

 北半球 南半球 
寒気質量 DP  [kg] 171015.2 u  171053.1 u  
寒気質量 1DP  [kg] 171098.1 u  171029.1 u  
寒気質量 2DP  [kg] 161076.1 u  161036.2 u  
寒気輸送量 I  [kg/s] 101052.9 u  10101.10 u  
寒気生成量 1G  [kg/s] 101058.9 u  10101.10 u  
寒気消滅量 2L  [kg/s] 101018.9 u  101081.9 u  
臨界緯度 cI  [degree] 45N 50S 
滞留時間 1W  [day] 24 15 
消滅時間 2W  [day] 2.2 2.8 

 

4. 考察 
 生成域における寒気の滞留時間の違いは

何を意味するのだろうか？ 電気回路にお

ける時定数は静電容量と抵抗の積である。こ

こでは静電容量は“寒気容量”であり、言い

換えれば寒気生成 boxの広さである。北半球
の臨界緯度は 45N、南半球の臨界緯度は 50S
なので、北半球の生成 boxは 1.25倍広い。
そのために北半球の方がより多く寒気を蓄

えることができる。臨界緯度は中緯度での寒

気生成/消滅量で決まり、北半球は中緯度が
大陸で覆われているためにより低い緯度で

も寒気が生成され、臨界緯度が低い。 
 海陸分布は別の形でも生成域における寒

気の滞留時間に影響を与えている。寒気の消

滅域は中緯度の海洋上であるため、ユーラシ

ア大陸上で生成された寒気質量は大部分が

東アジアに流れて消滅する。そのため寒気は

生成 boxに滞留する時間が長くなる。 
 中央アジアにある山岳地域は寒気南下を

妨げる。ユーラシア大陸中央部の山岳地域に

よって寒気質量は高緯度側に遮蔽され、西風

によって東アジアに流れた後に南下する。山

岳地域が寒気質量の南下を妨げることで生

成域における寒気の滞留時間が長くなる。 

図 4 東西積算した  (a)寒気質量 (1010 kg 
m-1)、(b)寒気生成量(104 kg m-1 s-1)、(c)赤道向
き寒気質量フラックス(1010 kg s-1)。赤線/青線
はそれぞれ JJA/DJFの 30年平均を表す。 
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5. まとめ 
 帯状平均に基づく 2boxの寒気質量収支式
を用いて特定温位面以下の寒気質量の南北

半球間の違いを調べた。 
 半球の総寒気質量は北半球に南半球の 1.5
倍の寒気質量が存在する。寒気の生成量は両

半球ともほぼ同じである。生成域における寒

気の滞留時間は北半球で 24日、南半球で 15 
日であり、寒気の消滅時間はこれに比べずっ

と小さい。これより、半球の総寒気質量の違

いは生成域における滞留時間の違いで説明

される。 
 生成域における寒気の滞留時間の違いは、

(1)臨界緯度の違い、(2)中央アジアの山岳に
よる寒気南下の妨げ、(3)海陸分布の違いに

よる寒気消滅域の違いと解釈される。 
 本研究では、冬季の南北半球間の違いに焦

点を当てたが、季節変化や年々変動について

も解析していきたい。 
 
6. 参考文献 
Iwasaki et al., Isentropic analysis of polar 
cold air mass streams in the northern 
hemispheric winter., 2014, under review. 
 

図 5 上段：寒気質量(hPa)と寒気質量フラックス(hPa m s-1) 下段：寒気
質量の生成と消滅(hPa day-1)の地理的分布。(a)(c)は DJF平均の北半球、
(b)(d)は JJAの南半球。 
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夏季東アジアにおける海陸熱的コントラストと大気循環の将来変化 
 

釜江陽一 1・渡部雅浩 2・木本昌秀 2・塩竈秀夫 1,3 

（1：国立環境研究所 2：東京大学 大気海洋研究所 3：University of Oxford） 
 
 

1. はじめに 
海陸の熱的コントラストは，季節的に反

転するモンスーン循環を始め，対流圏の力学

的・熱力学的構造を決定する要素の一つとし

て挙げられる．気候モデルを用いた将来予測

実験では，地球温暖化時には海上と相対的に

陸上の気温上昇がより大きく，海陸の熱的コ

ントラストが変化することが知られている

（Manabe et al. 1991）．このような傾向は，

近年の観測データのトレンドにも確認する

ことができる（Sutton et al. 2007）． 
夏季東アジアは，ユーラシア大陸と海洋，

低緯度と中高緯度の影響を受け，複雑な気候

システムを形成している．温暖化時の中高緯

度からの影響の観点では，海陸熱的コントラ

ストの変化により，極東域大陸上で相対的に

正の高度場偏差が形成されることが示され

ている（Arai and Kimoto 2008）．夏季極東域

の高度場偏差は，オホーツク海高気圧や北日

本への北東気流の流入，梅雨前線の強度を通

して，夏季の東アジア気候を左右する要素の

一つとして挙げられる（例えばNakamura and 
Fukamachi 2004; Tachibana et al. 2004; 
Wakabayashi and Kawamura 2004; Hirota and 
Takahashi 2013）．Kimoto（2005）は，海面

水温（SST）を変えずに大気中のCO2濃度の

みを増加させた大気大循環モデル（AGCM）

実験の結果から，温暖化時の夏季東アジアに

おける海陸コントラストの変化に，CO2増加

による直接効果が重要な役割を示す可能性

を指摘した．一方で，CO2増加による直接的

な効果が夏季東アジアの気候変化をもたら

すメカニズムについて，複数のモデルによる

一貫性を含めた検討は行われていない． 
近年，全球的な気温の上昇を介さない，

大気中のCO2増加による直接的な効果が，将

来の気候変化において重要であることが指

摘されている．Bony et al.（2013）は大気中

CO2増加の直接的な効果を特殊な実験によ

り定量化し，熱帯大気循環の弱化による力学

的な降水量変化におけるCO2直接効果の重

要性を示した．CO2の増加は大気放射冷却の

弱化を通して熱帯大気循環と水循環を弱め，

また大気安定度の変化や相対湿度の変化を

通して雲の鉛直プロファイル，大気上端の放

射バランスに影響する（例えばKamae and 
Watanabe 2012a, b）．本研究では，CMIP5の
複数のモデルで行われた温暖化実験および

感度実験の結果を用いて，温暖化時の夏季東

アジアにおける海陸熱的コントラストの変

(a) ΔSAT & ΔZ500  4xCO2  JJA 

[K K-1]
(b) ΔZ3085 & ΔZ300 & ΔUV850 

図 1. MIROC5 による CO24 倍増時の夏季 (JJA) 
における, 単位全球平均地上気温上昇当たりの

変化. (a) 地上気温 (陰影, K K-1)，300hPa 高度

場の帯状平均からの偏差 (等値線, m K-1). (b) 
300hPa と 850hPa の層厚 (陰影, m K-1), 500hPa
高度場の帯状平均からの偏差 (等値線 , m 
K-1) , 850hPa 水平風 (m s-1 K-1). 

[m s-1 K-1] 

[m K-1]
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化，それに付随する循環場の変化と，そのメ

カニズムについて調べた． 
 

2. 方法 
CMIP5マルチモデルデータより，感度実

験の結果も揃う9モデルを使用する．温暖化

実験として1%漸増CO2実験の結果を使用し，

CO2濃度が約4倍となる後半30年間（111～
140年）平均の値を使用する．解析では夏季

平均（JJA）の変化量を使用する．なお，よ

り現実的なシナリオを扱うRCP実験も，基本

的に同様の結果を示す（非図示）． 
CO2増加とSST上昇の寄与を分離するた

め，AGCMを用いたAMIP実験（amip）とCO2 
4倍増AMIP実験（amip4xCO2），SST4K上昇

実験（amip+4K）の結果を使用する．結合モ

デルによるCO24倍増時の変化は，基本的に

CO2の直接効果（amip4xCO2とamipの差）と，

SST上昇の効果（amip+4Kとamipの差）の合

成によって説明される． 
 

3. 結果 
3.1 温暖化時の海陸熱的コントラストの変

化 
図1はMIROC5のCO24倍増時の地上気温

と高度場の変化を示す．MIROC5の結果は基

本的にマルチモデル平均と同様の傾向を示

す（非図示）．陸上の気温上昇は海上と比較

して大きく，海陸の熱的コントラストが形成

されている．北半球中高緯度では，気温上昇

のピークが存在するユーラシア大陸・北米大

陸上で，正の高度場偏差が形成されている．

300hPaと850hPaの層厚の変化を，対流圏気温

の変化の指標として用いると，海上と比較し

て大陸上で対流圏の昇温がより大きく，正の

高度場偏差と対応している．対流圏下層の水

平風偏差は，高度場の偏差を示す等値線に沿

っており，日本上空では北東風偏差が形成さ

れている． 
大陸から海上にかけての断面（図1b青線）

の構造を調べると（図2），対流圏の気温は

海上と比較して陸上で上昇量が大きく，対流

圏全体を通して熱的コントラストが形成さ

れている（図2a）．なお，海上の対流圏上層

の昇温ピークは，亜熱帯海上の大気が湿潤断

熱的に昇温するためと考えられる．高度場の

偏差（図2b）は，気温の偏差に対応して，対

流圏に順圧的な高度場偏差が形成される．断

面を横切る水平風成分の偏差（図2c）は，高

度場偏差の等値線に沿うように，対流圏全体

で北東風偏差が形成されている． 
 

3.2 SST上昇とCO2増加の寄与 
現実的なシナリオを扱うRCP実験と，

CO2漸増実験の結果は同様の特徴を示して

おり，モデルやシナリオに依存しない一貫し

た変化であると言える．CO2漸増実験におけ

る変化のメカニズムを調べるため，AGCM実

験におけるCO2増加・SST上昇の感度を比較

した．図3a, cが示すCO2応答は，結合モデル

の応答（図2a）と同様に対流圏全体を通して

海上と比較して陸上で昇温量が大きく，海陸

コントラストが生じていることがわかる．対

流圏上層に昇温のピークが存在しているの

図 2. CMIP5 9 モデル平均による図 1b 青線上の断面図. (a) 気温 (K K-1), (b) 高度場の帯状平均か

らの偏差 (m K-1), (c) 断面と直交する水平風 (正は南西風, m s-1 K-1). 
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は，陸上での対流活発化による凝結熱加熱な

どに起因すると考えられる．一方でSST上昇

時の変化（図3b, d）は，大陸上・海洋上とも

に昇温するものの，特に対流圏中層から上層

にかけて海上の昇温量が大きく，海陸の熱的

コントラストは逆符号の応答を示している．

ここで，海上，特に低緯度側で対流圏上層の

昇温が大きいのは，大気が湿潤断熱的に昇温

するためと考えられる． 
このような対流圏の熱的コントラスト

の応答に伴い，高度場のコントラストも，温

暖化時の変化にはCO2応答が大きく寄与し

ており，SST上昇による変化はむしろ逆符号

を示す（図3c, d）．以上のことから，温暖化

時の夏季海陸コントラストの変化には，CO2

増加による海陸の応答の差が重要であり，

SST上昇は逆向きに働くことがわかった． 
これらの関係をより一般的に理解する

ために，AGCMによる感度実験と，RCP実験，

CO2漸増実験，CO2瞬時増加実験の結果を比

較した．それぞれの実験における全球平均地

上気温の上昇量（ほぼSSTの上昇量に対応す

る），放射強制力，そして夏季極東域の海陸

熱的コントラストを比較すると，コントラス

トの変化は①全球平均地上気温の上昇によ

るコントラストの弱化，②放射強制力の増加

によるコントラストの強化，の二つの合成で

よく近似できることがわかった（非図示）．

この結果は，現実的な将来予測実験の結果が，

理想的な感度実験から得られたそれぞれの

寄与の足し合わせとして理解できることを

示している． 
 

3.3 海陸コントラストの変化の緯度依存性 
地 球 温 暖 化 時 の 陸 上 の 昇 温 偏 差

（Manabe et al. 1991）は，海陸の熱慣性の違

いから説明されることが多い．一方で，長期

間の平衡応答でも，海上よりも陸上の昇温量

が大きくなることから，熱慣性以外にも要因

が存在すると考えられる．これまでに，地表

面特性の違い（土壌水分量の制限）による地

表面熱・水収支の違い（海上と違い，温暖化

時の陸上の潜熱フラックスの増加は制限さ

れる）や，境界層内の温度減率の違いが指摘

されている（Joshi et al. 2013）．ロスビーの

変形半径が大きい低緯度では，自由大気の温

度は海上でも陸上でも一様に昇温する（非図

示）．一方で，境界層内の温度減率は陸上で

より大きいことから，地上気温は相対的に陸

上のほうが高くなる．このため，SST上昇時

の境界層内の気温上昇は，温室効果ガス濃度

を変えなくても，海上より陸上のほうが高く

なる（非図示）．このことから，近年の陸上

の気温上昇のほとんどは，SST上昇にその原

因を求めることができるとされてきた（例え

ばCompo and Sardeshmukh 2009）．しかしな

がら，SST上昇時の海陸熱的コントラストは，

中高緯度では逆の応答を示している（非図

示）．これは，ロスビーの変形半径の小さい

中高緯度では，巨大な陸塊上の自由大気へは，

海上の温度上昇の影響が及びにくいためで

ある．以上のことから，これまでに温暖化時

の陸上昇温の要因として説明されてきたメ

カニズムは，主に低緯度には適用可能である

ものの，極東域を始めとした中高緯度では，

CO2増加による直接的な加熱が不可欠であ

ることがわかった． 
 

4. まとめ 
地球温暖化時の進行に伴い，夏季極東域

では，海上と相対的に陸上の昇温量が大きく

図 3. (a, b) 図 1b, (c, d) 図 2a に同じ. ただし 
(a, c) amip4xCO2 と amip の差, (b, d) amip+4K
と amip の差.  

(a) ΔZ3085 & ΔZeddy300 
4xCO2 

(b) SST+4K 

(c) ΔT (d) ΔT 
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なる．この海陸熱的コントラストは，順圧的

な高度場のコントラストを通して，東アジア

の循環場を変化させ，北日本に北東気流をも

たらすような偏差パターンが形成される（図

4）．これらはモデル間で一貫性の高い変化

として確認される． 
同じマルチモデルを用いた感度実験に

より，海陸コントラストの変化にはCO2増加

による陸面の直接的な加熱効果が不可欠で

あり，SST上昇はむしろ逆符号の寄与を示す

ことがわかった．温暖化時の気候システムの

変化には，一般的にSSTの上昇量や空間的な

パターンの影響が重要である一方で，中高緯

度の変化パターンにおいては，CO2増加によ

る放射強制力がローカルな非断熱加熱を通

して果たす役割が大きいことが示された． 
以上の結果は，これまで考えられてきた

以上に，CO2を始めとした温室効果ガス濃度

の上昇による直接的な効果が，温暖化時の気

候システム変化において重要であることを

示している．また，仮に気候工学的な温暖化

抑制策として太陽放射管理を行っても，この

海陸熱的コントラストは解消されず，また

CO2除去によってはこのコントラストが効

果的に解消されることを示唆している．気候

工学的手法をとったときの気候システムへ

の影響はまだ未解明な部分が多く，今後も潜

在的な影響の調査を進める必要がある． 
 
謝辞：本研究は文部科学省気候変動リスク情

報創生プログラムの支援を受けた． 
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図 4. 温暖化時の夏季極東域の海陸コントラスト

と対応する循環場の変化を表す模式図.  
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2013 年夏のアジアモンスーン活動と大気循環場の特徴 

齋藤仁美・田中昌太郎・大野浩史・竹村和人（気象庁気候情報課） 

 

１．はじめに 

2013 年夏（６～８月）の日本は全国的

に高温となり、西日本の夏平均気温は

1946 年以降で最も高くなった。日本海側

の地域を中心に多雨となった一方、太平

洋側の地域や沖縄・奄美で少雨となった。

また、日本以外の東アジアでも、中国南

部の顕著な高温・少雨、中国北部や北東

部、朝鮮半島北部の大雨等、顕著な天候

が現れた。本報告では 2013 年夏の天候や

大気循環場の特徴について、アジアモン

スーンの活動など広域的な大気の流れに

注目して述べる。 

 

２．天候の特徴 

2013 年夏の日本の平均気温（第 1 図）

は、全国的に平年を上回り、西日本では

統計を開始した 1946年以降で最も暑い夏

となった。８月上旬後半～中旬前半は、

東・西日本太平洋側を中心に厳しい暑さ

となり、12 日には高知県四万十市江川崎

で国内の日最高気温の歴代一位となる

41.0℃を記録した。 

2013 年夏の降水量（第 1 図）は、東北

地方日本海側、北陸・中国地方で多雨と

なった。７月の東北地方は、梅雨前線が

停滞することが多く雨の日が続いたため、

７月としては 1946年以降で最も降水量が

多かった。その一方、太平洋側の地域で

は夏の降水量が平年を下回り、東日本太

平洋側と沖縄・奄美ではかなり少なかっ

た。 

世界に目を向けると、東アジアではモ

ンゴルを除いて平年より気温が高く、特

に日本から中国南部にかけては平年より

かなり高くなった（第 2 図）。インドから

東南アジアにかけては、アジアモンスー

ン域の広い範囲で対流活動が活発だった

ため、降水量が平年より多くなった。 

 

 
第 1 図 2013 年夏（６～８月）の平均気温、降水量、日

照時間の平年差（比）の分布  

 

 

 
第 2 図 2013 年夏（６～８月）平均気温の規格化平年差

（上）、降水量平年比（下）の分布 

平年値及び標準偏差は、1981～2010 年のデータに基づ

く。 
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３．大気循環場の特徴 

2013 年７～８月は、太平洋高気圧が本

州の南海上で優勢で、中国東部や西日本

への張り出しが非常に明瞭だった（第 3

図(a)と(d)）。太平洋高気圧が本州南海上

で勢力の強い状態は、台風第 12 号が通過

した８月半ば頃を除いて持続した（第 4

図）。また、対流圏上層では、チベット高

気圧が平年より強く、中国東部や西日本

への張り出しが明瞭だった（第 3図(c)）。

中国東部から西日本にかけては、上層の

チベット高気圧と下層の太平洋高気圧に

覆われ、顕著な高温偏差となった（第 3

図(b)）。 

 

  

  

第 3 図 2013 年７～８月平均(a)海面気圧、(b)850hPa 気温、(c)200hPa 流線関数、(d)850hPa 流線関数 

陰影は平年偏差。等値線間隔は(a)2hPa、(b)2℃、(c)10×106m2/s、(d)5×106m2/s。 

 

2013 年７～８月のアジアモンスーン域の

対流活動は全般に平年より活発で、特に海洋

大陸付近や南シナ海で明瞭だった（第 5 図）。

これに対応して、東南アジアの対流圏上層で

は発散偏差となり（第 6 図）、フィリピン東海

上や本州南海上では顕著な下降流となった

（第 7 図）。本州南海上の下降流は 1979 年以

降で最も強い水準であった（第 8 図）。 

第 4 図に本州南海上での海面気圧と下降流

の推移を示しているが、期間を通して両者は

よく対応している。また、第 9 図に 850hPa

における渦度収支解析の結果を示す。本州南

海上の優勢な太平洋高気圧に対応した負の渦

度偏差の領域では、収束・発散の寄与が渦度

hPa

(a)

x106m2/s

(c)

(b)

°C x106m2/s

(d)
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移流の寄与に比べて卓越していることがわか

る。これらのことから、アジアモンスーンの

対流活発域から吹きこんだ下降流により、本

州南海上の優勢な太平洋高気圧が維持されて

いたと考えられる。 

 
第 4 図 本州南海上（20˚N～30˚N、120˚E～140˚E；第 7

図黒枠）で領域平均した海面気圧（赤線；左軸）及び

700hPa 鉛直 p 速度（黒線；右軸）の平年偏差の推移（2013

年６月 15 日～９月 15 日） 

５日移動平均値。鉛直 p 速度は正の値（下側）が下降

流偏差を示す。 

 

 
第 5 図 2013 年７～８月平均外向き長波放射(OLR)  

陰影は平年偏差。等値線は 240W/m2以下を 20W/m2ごと

に表示。 

 

 
第 6図 2013年７～８月平均 200hPa速度ポテンシャル

平年偏差（陰影）及び 200hPa 発散風平年偏差（矢印） 

 

 
第 7 図 2013 年７～８月平均 700hPa 鉛直 p 速度平年

偏差 

正の値（暖色）は下降流偏差を示す。 

 

 
第 8 図 本州南海上（20˚N～30˚N、120˚E～140˚E；第 7

図黒枠）で領域平均した７～８月平均 700hPa 鉛直 p 速

度平年偏差の経年変化（1979～2013 年）  

正の値（下側）は下降流偏差を示す。 

hPa Pa/s

SLP

ω700

W/m2

m/s

x106m2/s

Pa/s

Pa/s
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第 10 図 インド～フィリピン付近（10˚N～25˚N、
70˚E～130˚E；赤線；第 5 図赤枠）及びインドネシ
ア付近（10˚S～5˚N、90˚E～150˚E；黒線；第 5 図
黒枠）で領域平均した７～８月平均 OLR 平年偏差
の経年変化（1979～2013 年） 

次に、アジアモンスーンの活動が活発

となった要因について考察する。第 10 図

はインドからフィリピン付近の領域及び

海洋大陸付近でそれぞれ領域平均した７

～８月平均 OLRの経年変化であるが、2013

年７～８月の対流活動はいずれの領域で

も 1979年以降で最も強い水準にあったこ

とがわかる。なお、両者に相関関係はみ

られなかった（相関係数：+0.07；統計期

間：1979～2012 年）。 

2013 年７～８月の熱帯域の海面水温は

海洋大陸付近から太平洋西部にかけて平

年より高かった（第 11 図）。また、太平

洋中・東部の赤道域では低く、太平洋で

はラニーニャ現象時に現れやすい偏差パ

ターンとなった。SST と OLR の相関関係か

ら、７～８月に海洋大陸付近で海面水温

が高いとき（第 12 図）、あるいはエルニ

W/m2

インド～フィリピン付近

海洋大陸付近

 
第 9 図 2013 年７～８月平均 850hPa 渦度収支解析 
陰影は(a)惑星渦度移流、(b)回転風による相対渦度移流、(c)発散風による相対渦度移流、(d)収束・発
散による渦度平年偏差の変化率、等値線は相対渦度の平年偏差を示す（間隔：4×10-6/s、ただし 0 線は
省略）。計算式を各図の上に示している。ここで、f：惑星渦度、β：惑星渦度の南北勾配、ζ：相対渦
度、v：南北風、vχ：発散風ベクトル、vΨ：回転風ベクトル、ダッシュ・添え字 L：５日移動平均値の平
年偏差場の 2013 年７～８月平均、バー：７～８月平均平年値を示す。 

(a) (b)

(c) (d)

9191



ーニョ監視海域(NINO.3)で低いとき（第

13 図）はいずれも海洋大陸付近で対流活

動が活発となる傾向があり、今年の特徴

とよく一致する。このため、海洋大陸付

近の活発な対流活動には、海洋大陸から

太平洋西部で高く、東部で低いという海

面水温分布が影響した可能性がある。 

 

 

 
第 12 図 ７～８月平均した OLR と SST の同時相関
係数 
青は負相関の領域で、SST 高温時に対流活発傾向で
あることを示す。±0.29,0.34,0.44 はそれぞれ
90,95,99％の信頼度水準で有意であることに相
当。統計期間は 1979～2012 年。 

 

 

 
第 11 図 2013 年７～８月平均海面水温（SST）平
年偏差 

 

 
第 13 図 ７～８月平均した OLR とエルニーニョ監
視海域（5˚S～5˚N、150˚W～90˚W）SST との同時相
関係数 
青は正相関の領域で、SST 低温時に対流活発傾向で
あることを示す。±0.29,0.34,0.44 はそれぞれ
90,95,99％の信頼度水準で有意であることに相
当。統計期間は 1979～2012 年。 

 

また、アジアモンスーンは、基本的に

ユーラシア大陸とインド洋の温度差によ

って生じ、季節的に交替する大規模な風

系である。第 14 図はインド洋からユーラ

シア大陸における地表付近の南北温度勾

配を表す指標として、（20°N～40°N、50°E

～100°E）と（赤道～20°N、50°E～100°E）

のそれぞれで領域平均した 2m気温平年偏

差の差の推移を示す。これによると、南

北の温度勾配は５月後半のプレモンスー

ン期から７月のモンスーン最盛期にかけ

て平年よりかなり大きい状態で推移した。

モンスーン期の早い段階から海陸間の温

度勾配が大きい状態が持続したことが、

活発なアジアモンスーンに関連した可能

性があるが、この点についてはさらに調

査する必要がある。 

 
第 14 図 インド洋～ユーラシア大陸における 2m
気温平年偏差の南北差の推移（５月１日～10 月 15
日） 
20˚N～40˚N、50˚E～100˚E で領域平均した 2m 気温
平年偏差から赤道～20˚N、50˚E～100˚E で領域平均
した 2m 気温平年偏差を引いた値。赤線は 2013 年、
灰色線は 1979～2012 年の各年。５日移動平均値。 
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2013 年夏の日本の極端な天候に関連する大気循環場について 

大野浩史・田中昌太郎・齋藤仁美・竹村和人（気象庁気候情報課） 

 

１．はじめに 

2013 年夏（６～８月）の日本は全国的に高

温となり、日本海側の地域を中心に多雨とな

った一方、太平洋側の地域や沖縄・奄美で少

雨となった。本報告では、特に厳しい暑さと

なった８月上旬後半～中旬前半の顕著な高温

と日本海側の多雨などをもたらした要因につ

いて、東アジア周辺の循環場に着目して述べ

る。なお、アジアモンスーンの活動など、よ

り広域的な大気の流れと夏の天候との関係に

ついては、一つ前の報告（齋藤ほか 2014）で

詳述しているので、あわせて参照されたい。 

 

２．天候及び大気循環場の特徴 

2013 年夏の日本の平均気温は、全国的に平

年を上回り、西日本では統計を開始した 1946

年以降で最も暑い夏となった。８月上旬後半

～中旬前半は、東・西日本太平洋側を中心に

厳しい暑さとなり（第１図）、12日には高知 

 

第１図 2013 年の猛暑日・真夏日の地点数の推移（６月

１日～８月 31日） 

全国 927地点について。猛暑日は日最高気温 35℃以上、

真夏日は日最高気温 30℃以上。 

県四万十市江川崎で国内の日最高気温の歴代

一位となる 41.0℃を記録した。 

2013 年夏の降水量（第２図）は、東北地方

日本海側、北陸・中国地方で多雨となった。

７月の東北地方は、梅雨前線が停滞すること

が多く雨の日が続いたため、７月としては

1946 年以降で最も降水量が多かった。また、

７月末～８月上旬や８月下旬には日本海側の

地域を中心に局地的に非常に激しい雨となる

日があり、アメダス地点で観測した１時間降

水量 80ミリ以上の観測回数は 1976 年以降で

３番目に多かった。一方、太平洋側の地域で

は夏の降水量が平年を下回り、東日本太平洋

側と沖縄・奄美ではかなり少なかった。 

東アジアでは、モンゴルを除いて平年より

気温が高く、特に日本から中国南部にかけて

は平年よりかなり高くなった。７月の月平均

気温は北海道や朝鮮半島東部、中国中部で、

８月は朝鮮半島東部や中国中部から南部で

２℃以上高かった（第３図）。中国気象局によ

ると、重慶市や湖南省などで 35℃以上の日最

高気温が 20日以上続き、40～42℃に達する地 

 

第３図 2013 年（左）７月及び（右）８月の月平均気温平年差（℃） 

第２図 2013 年夏（６～８月）の降水量の平年比 
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域もあった。上海市のシージャーホゥエイ（徐

家匯）では、1872 年の統計開始以来最も高い

気温（40.6℃）を記録した。 

一方、中国北東部から東シベリア南部のア

ムール川流域 39 地点で平均した７月１日～

９月 18日の積算降水量は 1996 年以降で最も

多く、1996～2012 年の平均値（183mm)の約 2.1

倍だった。ロシア水文気象環境監視局による

と、アムール川の中・下流域の各地で過去最

高の水位を 1.5～2m上回り、洪水が発生した。 

2013 年７～８月の大気循環場は、太平洋高

気圧が本州の南海上で優勢で、中国東部や西

日本への張り出しが非常に明瞭だった（第４

図(b)）。また、対流圏上層では、チベット高

気圧が平年より強く、中国東部や西日本への

張り出しが明瞭だった（同図(a)）。中国東部

から西日本にかけては、上層のチベット高気

圧と下層の太平洋高気圧に覆われ、顕著な高

温偏差となった。また、日本近海の海面水温

は８月中旬を中心に平年を大きく上回った。 

 
 

第４図 2013年７～８月平均(a)200hPa及び(b)850hPa流

線関数 

陰影は平年偏差。等値線間隔は(a)10×106m2/s、

(b)5×106m2/s。 

３．８月上旬後半～中旬前半の顕著な高温を

もたらした要因 

８月上旬後半～中旬前半は、太平洋高気圧

が沖縄・奄美から西・東日本で強まるととも

に、亜熱帯ジェット気流が北へ蛇行したこと

に対応してチベット高気圧の本州付近への張

り出しが強まったため（第５図）、高気圧に覆

われて晴れたことや高気圧に伴う下降流によ

って気温が上昇した。 

また、西に強く張り出した太平洋高気圧の

周りを流れる風が、平年と比べて非常に暖か

かった中国東部～東シナ海の空気を西・東日

本に移流した（第６図）。さらに、平年では西・

東日本の太平洋側は南寄りの海風が卓越する

が、2013 年は北寄りの流れとなったため海風

の入りにくい状態であった（同図(b)）。 

気温の変動の要因を詳細にみるため、第７

図に西日本周辺における断熱加熱と水平移流

の寄与及び地表面短波放射フラックスの推移

を示す。これをみると、８月に入って水平暖 

 

第５図 2013年８月７～13日平均(a)200hPa及び

(b)850hPa 流線関数 

陰影は平年偏差。等値線間隔は(a)10×106m2/s、

(b)3×106m2/s。 

x106m2/s

(a)

x106m2/s

(b)

(a)

x106m2/s

(b)

x106m2/s
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気移流の寄与が卓越するようになり、６日頃

に最も大きくなった。さらに８日頃以降、背

の高い高気圧に覆われたことに対応して、断

熱加熱と日射の効果も加わったことが顕著な

高温につながったと考えられる。また、水平

暖気移流に対して気温偏差と風偏差のいずれ

が支配的であったかを評価してみると、どち

らも重要であるという結果が得られた（第８

図；風平年偏差・気温平年偏差の項(d)が卓越）。

これは、中国東部～東シナ海の高温偏差と西

に張り出した太平洋高気圧の北側の西風偏差

がともに暖気移流に寄与したことを示してお

り、前述の内容と整合している。 

そのほか、太平洋側を中心に、日照時間が

長く、北寄りの風が卓越したため南寄りの海

風が入りにくいなど、都市化の影響が強まり

やすい気象条件であったため、太平洋側の都

市部では、都市化により高温がさらに強めら

れたと考えられる。 

 
 

第６図 

(a)2013 年及び

(b)平年の８月

４～10 日平均

925hPa気温及び

風ベクトル 

第７図 西日本周辺（30˚N～37.5˚N、130˚E～137.5˚E）

における（上段）925hPa 気温平年偏差変化率（黒線）、

水平温度移流平年偏差（青線）、断熱加熱平年偏差（赤

線）及び（下段）地表面下向き短波放射フラックス平年

偏差の推移（2013 年８月１～20日） 

５日移動平均値。 

 

第８図 2013 年８月４～10日平均 925hPa 水平温度移流平年偏差 

水平温度移流平年偏差を上式のように展開して、各項の大きさを評価した。ここで、uは水平風ベクトル、Tは気温、

バーは平年値、ダッシュは平年偏差、eddy は非定常擾乱による寄与を示す。(a)全項（非定常擾乱の寄与を含む）、

(b)風平年偏差・気温平年値、(c)風平年値・気温平年偏差、(d)風平年偏差・気温平年偏差による寄与。 

(a) (b)

m/s°C

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

8/1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

-20

0

20

40

60

8/1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

W/m2

°C/day

気温変化率

短波フラックス

水平移流

断熱加熱

(a) (b) (c) (d)

)( 





 

eddyTuTuTu
dt

Td
ppp

adv

(a) (b) (c) (d)

9595



４．大雨や少雨をもたらした要因 

太平洋高気圧が本州南海上から沖縄・奄美

を中心に勢力の強い状態が続いたため、東北

地方と日本海側の地域には、太平洋高気圧の

周縁を吹く暖かく湿った空気が流れ込みやす

かったことが大雨の要因と考えられる（第９

図(a)）。また、中国北東部の顕著な低気圧偏

差は、本州南海上の優勢な太平洋高気圧との

間の南北の気圧勾配を強めることで、日本海

側の地域における西寄りの水蒸気フラックス

の強化に寄与した可能性がある（第 10図）。 

そのほか、７月下旬など偏西風の蛇行に伴

って上空に寒気が流入するときがあり、その

ため大気の状態が不安定になったことも大雨

を降りやすい状況をもたらしたとみられる。

さらに、日本海の平年よりかなり高い海面水

温は、大量の水蒸気を含んだ空気がほとんど

水蒸気を失わずに東北地方まで達したことに 

寄与した可能性がある。 

一方、高気圧に覆われやすかった沖縄・奄

美や西・東日本太平洋側では、雨の少ない状

態が続いた。また、太平洋側の地域では、平

年では本州東海上を中心とする太平洋高気圧

の周辺に沿って南から水蒸気が流入するが 

（第９図(b)）、2013 年は太平洋高気圧が本州

南海上で勢力を強めたため、南からの水蒸気

が流入しにくかった（同図(a)）。 

第９図 (a)2013 年及び(b)平年の７～８月平均海面気圧及び 925hPa 水蒸気フラックス 

第 10図 第９図(a)の青枠と赤枠で領域平均した海面

気圧の差（赤線）及び同図の白線を横切る 925hPa 東向

き水蒸気フラックス（黒線）の７～８月平均値の経年変

化（1979～2013 年） 

両者の相関係数は+0.91（統計期間：1979～2012 年）。

第 11図 40˚N～50˚N 平均 850hPa 相対渦度の時間－経

度断面図（2013 年７月１日～９月１日） 
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アムール川流域では、低気圧がたびたび通

過し（第 11図）、低気圧の活動が平年と比べ

て非常に活発だったため（第 12図）、第２節

で述べたように多雨となった。上述の中国北

東部付近での顕著な低気圧偏差は、この活発

な低気圧の活動に対応していると考えられる。

また、低気圧の活動が活発だったのは、チベ

ット高気圧が中国東部へ張り出したこと（ジ

ェット気流の北偏）と関係した可能性がある。 
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第 12 図 (a)2013 年と(b)平年の７～８月の低気圧の存在頻

度の分布及び(c)中国北東部（40˚N～50˚N、120˚E～135˚E；(a)

の黒枠）における７～８月の低気圧の存在頻度の経年変化

（1979～2013 年） 

1.25 度格子,６時間毎の 850hPa 相対渦度データを元に、40×

10-6s-1 以上の閉領域を低気圧として抽出し、期間内に低気圧

が存在した頻度を集計した（詳細は Inatsu 2009、Inatsu and 

Amada 2013 参照）。 
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台風の遠隔影響と北半球夏季の熱帯季節内変動との関係 
 

平田 英隆・川村 隆一（九大院・理） 

 

１．はじめに 

 西部北太平洋の熱帯低気圧 (便宜的に台風

と呼ぶ) は，熱帯から中緯度へ向かう暖湿気

流を強化することで東アジア周辺の天候に遠

隔的，間接的に影響を与えることが知られて

いる (e.g., Kawamura and Ogasawara 2006, 

Yamada and Kawamura 2007, Shibata et al. 

2010)．台風の遠隔影響は，日本 (Murata 2009, 

Wang et al. 2009, Yoshida and Itoh 2012) や

韓国 (Byun and Lee 2012) における豪雨イベ

ントの発生との関連が指摘されているため，

そのプロセスの詳細な理解は災害予測，異常

気象の理解のために重要である． 

 いくつかの先行研究は台風の遠隔影響のプ

ロセスの一部として，台風による太平洋高気

圧西端の局所的強化が重要な働きをすること

を示している． Kawamura and Ogasawara 

(2006)，Yamada and Kawamura (2007) は台風

が Pacific-Japan (PJ) パターン (Nitta, 

1987) を励起することで太平洋高気圧の西端

を局所的に強化することを示した．この結果，

対流圏下層において，台風とこの誘起された

高気圧偏差の間で東西気圧傾度が大きくなる

ことで極向きの水蒸気輸送が増大し，日本周

辺の停滞前線(梅雨前線，秋雨前線)の活動が

活発化することを指摘した．Yoshida and Itoh 

(2012) は，台風が自身の東側に励起した負の

渦位移流によって，太平洋高気圧の西方への

張り出しを強制することを示した．そして，

PV-inversionを用いた解析から，この高気圧

の強まりが熱帯からの水蒸気輸送の強化に寄

与している事を明らかにし，この効果が九州

地方における梅雨前線に伴う豪雨イベントの

発生に貢献していることを示した．しかしな

がら，これらの研究は，PJパターン (Kawamura 

and Ogasawara 2006，Yamada and Kawamura 

2007) や日本の九州地方の大雨 (Yoshida 

and Itoh 2012) に特化した研究にとどまって

いる．台風は西部北西太平洋の暖水域上を移

動する過程で様々な経路をとるので，台風が

東アジアの天候へ与える遠隔的な影響の仕方

は複雑かつ多様であるかもしれない． 

そこで，本研究の目的は，台風の経路の差

異によって台風が日本の天候へ与える遠隔影

響の仕方に違いがあるのかを明らかにするこ

ととした．また，さらに台風の経路の違いが

生じる原因についても併せて調査した．特に，

本研究は日本の梅雨期末期にあたる 7 月に注

目して解析を行なった． 

 

２．使用データ及び解析手法 

 7 月の台風を抽出するために  RSMC 

Tokyo-Typhoon Center 提供のベストトラック

データを 1979 年-2011 年の期間で使用した 

(図 1a)．本研究では，この抽出された台風を

7 月の台風の経路頻度分布図 (図 1b) を参考

にして，2 つのカテゴリーに分類した．西進

して中国の海南島へ向かうタイプ(便宜的に

Hainan course ;HC と呼ぶ) と北進して日本

の沖縄へ向かうタイプ (便宜的に Okinawa 

course ;OCと呼ぶ) である．HC (OC) の抽出

条件は，110°E，15°N-25°N (30°N，120°

E-130°E) の領域を通過する事例とした．そ

図 1. (a) 1979年-2011年の間に 7月に最大発達を迎えた台

風の発生地点(青丸)，経路(黒線)． (b) 台風の存在頻度分

布図 (5.0°×5.0°)．(c) Hainan Course (HC) の台風の最

大発達地点 (赤丸) と経路 (緑線)．day -2における 500-hPa

ジオポテンシャル高度 (m) の背景場の値も併せて示してい

る．(d) (c)と同様．ただし Okinawa Course (OC) に対する

図を示す． 
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図 3. (a) カテゴリーHC の

day -1における 925-hPa水

蒸気フラックス偏差 (ベク

トル;kg kg-1 m s-1) とその

収束 (等値線;×10-8 kg kg-1 

s-1) を示す．陰影は背景場

の水蒸気フラックス収束

(×10-8 kg kg-1 s-1)を示して

いる．台風の存在位置 (赤

丸) も併せて示している．

(b) (a) と同様．ただし，

カテゴリーOCに対する図を

示す． 

れぞれの経路で多くの事例が類似の経路及び

最大発達地点を示したので (図 1c,1d)，各台

風の最大発達日を’day 0’ (key day) とし

てコンポジット解析を行なった．ただし，各

経路で多数の事例よりも例外的に離れた地点

で最大発達を迎えた事例は解析対象から除外

した． 

 また，大気循環場の解析には，1979年か

ら 2004 年の期間は the Japanese long-term 

Re-Analysis project data (JRA-25) (Onogi 

et al., 2007) を，2005 年から 2010 年の期

間は Japan Meteorologiacal Agency Climate 

Assimilation System (JCDAS) の日平均値を

使用した．これに加えて，熱帯対流活動の指

標には，NOAA の Interpolated OLR を使用し

た．これらのデータには 3 日荷重平均 (二項

フィルター) と 31日移動平均を施した．前者

のフィルター値から後者のフィルター値を引

くことで偏差場 (sub-monthly timescales) 

を定義した．背景場として示すデータは 31 日

移動平均を適用したデータである．さらに，

日本域の詳細な降水分布を調査するために，

APHRO_JP V1207 日 積 算 降 水 量 デ ー タ

(Kamiguchi et al., 2010) を使用した． 

３．台風の経路と台風の遠隔影響 

 図 2a は，カテゴリーHC の day 0 における

850-hPa ジオポテンシャル高度のコンポジッ

ト図である．台風の存在位置も併せてプロッ

トしている．注目すべき特徴は東シナ海上に

高気圧偏差が誘起されていることである．こ

れは，太平洋高気圧の西方への張り出しを導

く．図 2b は図 2a と同様であるがカテゴリー

OC に対するコンポジット図である．OC におい

ても同様に台風の北東において高気圧偏差が

形成されている．台風はこのような高気圧偏

差を励起することが可能である (e.g., 

Kawamura and Ogsawara, 2006; Yoshida and 

Itoh, 2012)．本研究の渦度収支解析からも，

台風が励起する負の渦度移流がこの高気圧偏

差の発生に大きく寄与していることが確認さ

れている．  

 次に，台風と台風が強化した高気圧偏差が

日本付近の天候へ与える影響に注目する．図

3 は，HC，OC それぞれの day -1 における

925-hPa の水蒸気フラックス偏差とその収束

を示している．背景場の水蒸気フラックスの

収束も併せて示している．まず，背景場の収

束に注目すると，両カテゴリーにおいて日本

図 2. (a) カテゴリーHC の

day 0 における 850-hPa ジ

オポテンシャル高度偏差 

(陰影;m) と背景場 (等値

線;m) のコンポジット図．

台風の存在位置および経路

も併せて示している． (b) 

(a) と同様．ただし，カテ

ゴリーOC に対する図を示

す． 
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付近で水蒸気収束域が東西に伸びている．こ

れは梅雨前線帯に対応している．HCにおいて

は，台風によって強化された高気圧性循環偏

差の西縁に沿って東シナ海から日本海を通っ

て梅雨前線帯へ水蒸気が流入している．そし

て，中部日本の日本海側でこの水蒸気は収束

しており，この領域で降水活動も強まってい

る (図略)．それ故，HC の台風は遠隔的に中

部日本の日本海側付近の梅雨前線帯を活発化

させるポテンシャルがある．OC においては，

台風と高気圧性循環偏差の間で北向きの水蒸

気フラックスが強まり，西日本の梅雨前線帯

へ多量の水蒸気が輸送されている．この影響

により，西日本の太平洋沿岸の降水が強まっ

ている (図略)．OC の遠隔影響の特徴は先行

研究  (e.g., Yamada and Kawamura, 2007; 

Yoshida and Itoh, 2012) と一致した結果で

ある．一方で，日本に接近しない HCの台風が，

高気圧偏差の励起を介して水蒸気の長距離輸

送を強めることで，中部日本の日本海側の梅

雨前線活動と関連していることは本研究の興

味深い結果の一つである． 

 

４．台風の経路と熱帯季節内振動 

 前節では，台風の遠隔影響の特徴は，台風

の経路によって大きく異なることを示した．

本節では，本研究が着目している 2 つの台風

の経路の違いがどのような現象と関連してい

るのか調査する．多くの先行研究で，台風の

経路は太平洋高気圧の勢力と関係しているこ

とが指摘されているので (e.g., Nakazawa 

and Rajendran 2007)，まず両カテゴリーの背

景場の太平洋高気圧の勢力について比較する．

図 1c，dは，抽出された台風の経路と 500-hPa

の背景場のジオポテンシャル高度の 5,880 m

等値線 (太平洋高気圧の縁の目安) を示して

いる．5,880 m等値線は，OCに比べて HC の方

が西方へと張り出している．どちらの経路で

も，台風は初期の発達段階において太平洋高

気圧の縁に沿って移動している．これは，背

景場の太平洋高気圧の勢力が台風の経路に大

きく影響を与えていることを示唆している． 

 それでは，この背景場の変動はどのような

現象と関係しているのだろうか．背景場の変

動は熱帯対流活動と関連しているかもしれな

い．そこで，両者の関係について調べるため

に，850-hPa 流線関数及び OLR の長周期変動

成分のコンポジット図を作成した．長周期変

動成分は 31 日移動平均を施したデータから

そのデータの気候値を差し引くことで定義し

た．図 4 は，HC カテゴリーから OC カテゴリ

ーの長周期変動成分の差をとった値を示して

いる．HC (OC) では，西部北太平洋域で対流

不活発 (対流活発) 領域を伴った高気圧 (低

気圧) 偏差が卓越している．それぞれカテゴ

リーの循環偏差は図 1c，d で見た太平洋高気

圧の勢力の違いに対応している．また，イン

ド亜大陸から海洋大陸付近へ延びるモンスー

ン地域にも HC と OC では対称性がある．二つ

のカテゴリー間の OLR および流線関数偏差の

差は統計的に有意である．これらの結果から，

二つのカテゴリー間で見られた太平洋高気圧

の勢力の違いは熱帯対流活動の変動と関係し

ていると考えられる． 

図 4. Day -2における HCと OCのコンポジット値の差を示

す．白等値線は OLR (W m-2)，カラー等値線は 850-hPa 流

線関数 (×106 m2 s-1) の長周期変動成分を示す．陰影は

OLR偏差の差が統計的に有意(危険率 1%または 10%以下)な

領域を示す．流線関数偏差は統計的に有意な領域 (危険率

10%以下) のみ示している． 

図 5. BSISO モードの位相空間図．縦 (横) 軸は，BSISO

モードの PC1と PC2を表す．赤四角，緑丸はそれぞれ HCと

OCの day -2における BSISO モードの位相と振幅を示す．

位相空間は 8つの位相に分類されている． 
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 図 4 の対流活動分布及び対流圏下層の循環

場のパターンは，北半球夏季の熱帯季節内変

動 (BSISOモード，Kikuchi et al.2012,Lee et 

al.2013) のパターンと類似している． 2 つ

のカテゴリーの太平洋高気圧の勢力の違いに

は BSISO モードの位相の変化が関係している

かもしれない．この関係性を検証するために，

解析対象の各台風の BSISO モードの位相につ

いて調査した (図 5)．BSISO モードの位相は

Kikuchi et al.(2012) の特定方法を用いた．

北西太平洋で対流活動が不活発な位相 (フェ

ーズ 2,3,4,5) に多くの HC 事例が分類され，

逆に対流活動が活発な位相  (フェーズ

1,6,7,8) に多くの OC 事例が分類されている．

これは，2 つのカテゴリー間で見られた太平

洋高気圧の勢力の違いに熱帯季節内変動が大

きく影響を与えていることを支持する結果で

ある． 

 

5.まとめ 

 本研究は，梅雨末期 (7 月) において台風

の経路によって台風が梅雨前線活動に与える

遠隔影響の特徴が異なるのかどうか，及びこ

の台風の経路の違いがどのような現象と関係

しているのかについて JRA-25/JCDAS，NOAA 

OLR，APHRO_JP を用いて調査した．まず，台

風の経路頻度分布図を用いて，7 月の台風を

二つの主経路 (Hainan course ;HCと Okinawa 

course ;OC) に分類した．各カテゴリーにお

いて多くの台風が似たような経路及び最大発

達地点を示したので，各台風の最大発達日を

key day としてコンポジット解析を行なった． 

台風は負の渦度移流の誘起を通して太平洋

高気圧の西端を局所的に強化する．この台風

によって強化された高気圧偏差と台風に伴う

循環の複合効果は，北西太平洋低緯度域から

日本付近の梅雨前線帯へ向かう水蒸気供給を

増加させる．カテゴリーHCでは，水蒸気が高

気圧循環偏差の西縁に沿って中部日本の梅雨

前線帯付近に流入し，その地域の降水活動と

関係している．OCの台風は遠隔的に西日本付

近の梅雨前線帯を活発化させ，西日本太平洋

沿岸の大雨の発生に寄与している．二つの主

経路の違いは背景場の太平洋高気圧の勢力の

違いに影響を受けている．この背景場の変動

には，北半球夏季の熱帯季節内変動の位相変

化が大きく寄与している． 

 本研究は，熱帯の季節内変動が，熱帯低気

圧活動 (台風の経路) を変調させることで，

間接的・遠隔的に日本付近の梅雨前線活動に

影響を与えている可能性を示した．このよう

な力学的なスケール間相互作用の適切な理解

は台風の移動や発達の理解のみならず梅雨期

の日本の大雨の発生メカニズムの理解にも繋

がる可能性があり，更なる研究が望まれる。 
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台風のロスビー波応答による水蒸気の長距離輸送  

－JRA-55 を用いた水蒸気起源解析－ 

*工藤督右・川村隆一・平田英隆(九大院・理)・ 

一柳錦平・田上雅浩(熊本大院・自然科学)

1．はじめに

工藤ほか(2013春季気象学会)は，同位体

循環モデルを用いて九州北部の夏季の降水起源

の変動を解析し，台風という擾乱が日本への水

蒸気輸送を大きく変化させていることを報告した．

台風と水蒸気には密接な関係があり，遠隔的に

影響を及ぼすことで豪雨との関連が指摘されてい

る(Kawamura and Ogasawara 2006, 

Yamada and Kawamura 2007 など)ほか，

CISK(Charney and Eliassen 1964)や

WISHE(Emanuel et al. 1994)の理論でも知

られているように，水蒸気の潜熱放出による加熱

が台風本体の維持・発達のエネルギー源になると

考えられている． 

しかしながら台風本体やその周辺の水蒸気輸

送の動態を詳細に示した研究はない．そこで本研

究では，同位体循環モデルを用いて，台風によっ

て南西日本へもたらされる多量の水蒸気輸送の

動態，ならびに台風近傍の水蒸気輸送の動態に

ついて調査した． 

 

2．使用モデル・解析手法とその精度検証 

 本研究で実施した色水解析(CMA:Colored 

Moisture Analysis: Yoshimura et al., 

2004)は，Yoshimura et al. (2003)が構築

した水平 2次元同位体循環モデルに色水と呼ば

れる情報を付随させたもので，水蒸気の起源ごと

に長距離輸送を可視化するツールである．なお，

数値実験の実行には JRA-55長期再解析デー

タを用いた．モデルの精度検証のため，夏季の福

岡において日単位で観測した値と同位体比(δ

D，δ18O)の比較を行った(観測の詳細は本節の

最後に記載)．その結果，Hiraoka et al. 

(2011)の富山や石垣島と同程度の相関が得ら

れた(δD:0.74，δ18O:0.75)ため，南西諸島か

ら西日本，中部日本にかけての地域の降水起源

解析への CMA の適用は妥当であると考えられ

る． 

※観測・同位体比測定の詳細 

観測点:九州大学理学部本館屋上(北緯 33.6°，

東経 130.4°) 

観測期間:2012 年 6～9 月． 

測定方法:熊本大学自然科学研究科所有の同位体

比質量分析計(Thermo Fisher Scientific 社製

「DELTA-V」)を使用． 

測定誤差:δD が±0.5[‰]，δ18O が±0.05 [‰]． 

 

３．解析対象の台風 

本研究では，日本への影響が大きいと考えら

れる，梅雨期に沖縄付近に向かう進路をとる台

風に着目した．RSMC のベストトラックデータを用

い，1979～2012年の台風の中で 7月に最大

発達を迎え，かつ北進して沖縄付近へ向かうもの

を抽出した(全 15事例：図 1)．大気循環場の

解析には JRA-55長期再解析データを使用し，

台風の最大発達日を key day(day 0)としてコ

ンポジット解析を行った．なお本研究の解析にあ

たって，日平均値には 3日加重平均と 31日移

動平均を施し，3日加重平均から 31日移動平

均を引いたものを偏差場と定義した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 OKINAWA COURSE の台風経路(●は最大発達点)
と 925hPa 流線関数(線：×106 m2 s-1)，鉛直積算水蒸
気フラックス(ベクトル：kg m-1 s-1)，925hPa 西風(緑色：

m s-1)の 7月の気候値． 
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４．南西日本へ多量に流入する水蒸気 

4-1 下層循環場の解析 

 まず day -1 の台風周辺の下層循環場を図 2

に示す．台風の西側では低気圧偏差が伸びてお

り，それに伴いベンガル湾付近では西風偏差とな

っている．図 1 より，ベンガル湾付近では背景場

としてモンスーン西風が卓越する領域であり，低

気圧偏差がそれを強化することで，多量の水蒸

気が台風近傍に流入している可能性がある．ま

た，台風の北東象限と南東象限には高気圧偏

差が形成され，台風とその高気圧偏差間で東西

気圧傾度が強まるため，多量の水蒸気が南西日

本へ効率よく流入している．インド洋東部から台

風近傍，そして南西日本付近まで続く水蒸気フ

ラックス帯状に延びており，これを以降，便宜的

にMoisture Conveyor Belt (MCB) と呼ぶこ

とにする．図２の下層循環偏差パターンは台風

熱源によって励起されたロスビー波の西方への位

相伝播，東方への波束伝播で説明可能であると

考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 南西日本へ流入する水蒸気の起源 

MCB に沿って海面からの潜熱フラックスが増加

していることから(図 3)，CMA を用いて水蒸気起

源を解析した結果(図４にその領域区分を示

す)，確かにMCB に沿ってインド洋起源の水蒸

気が台風近傍に流入し，また，例えばフィリピン

海起源は台風の東側を経由して南西日本へ流

入している(図 5)．このように，台風のロスビー波

応答によって，MCB等の形成を介して多量の水

蒸気が遠く離れた海域から台風近傍に効率的に

輸送されている実態が見出された．また，この遠

隔プロセスによる多量の水蒸気供給が台風の維

持・発達に関与している可能性が考えられるた

め，次節では，台風近傍の水蒸気に関して調査

した結果を紹介する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  day -1 における 925hPa 流線関数(等値線:×106 
m2 s-1)と鉛直積算水蒸気フラックス(ベクトル，陰影:kg m-1 

s-1)の合成偏差図． 

図 3 day -1 における潜熱フラックス(陰影:W m-2)と鉛直積

算水蒸気フラックス(ベクトル:kg m-1 s-1)の合成偏差図． 

図 4 色水解析の領域
区分． 
青:北西太平洋，赤:
フィリピン海，濃紫:南
シナ海，薄紫:インド
洋，肌色:海洋大陸． 
以後この領域名を使
用．黒線は 2007 年
台風 04 号の経路． 

図 5 各起源の可降水量(色:mm，水色が正偏差，茶色が
負偏差)，925hPa 流線関数(等値線)，水蒸気フラックス(ベ
クトル)の合成偏差図(単位は図 2 と同様)．●は台風中心位

置． 

インド洋起源 

フィリピン海起源 
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5．台風近傍の水蒸気 

5-1 台風の中心付近の解析 

 今回は 2007年台風 04号の事例解析を行っ

た．まずこの台風に伴う下層循環場の解析をする

と，day -2 においてMCB を形成し，それに伴っ

て海面からの潜熱フラックスも増加するというコンポ

ジット解析と同様の特徴を示した(図 6)．よっ

て，この台風は典型事例であると判断し，台風

の中心付近の解析を行った(図 7上)．なお，中

心付近の定義は台風中心が含まれるグリッドとそ

の周囲 8 グリッドの計 9 グリッドの空間平均として

いる．その結果，蒸発量は降水量や水蒸気収

束量に比べて 1 オーダー程度小さかったため，台

風中心近傍への水蒸気供給という点においては

外側からの水蒸気流入が重要であると考えられ

る．そこで，流入してくる水蒸気の起源を調べる

ために，台風の中心付近の水蒸気の色水解析を

実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2 台風の中心付近の水蒸気起源解析 

 台風が day -2(図 4・図 7 における●付近)の

ときにMCB を形成するような下層循環場がで

き，その約 3~4日後，インド洋(薄紫)や南シナ

海(濃紫)起源の水蒸気が台風の中心付近に到

達している(図 7下)．MCB形成後約 3~4日

で到達という時間経過は，インド洋から台風まで

の距離が約 4~5000kmであることと，925hPa

におけるインド付近の西風が約 14m s-1程度で

あったことから整合的である．このように，降水量

が多くても遠隔地域からの水蒸気流入によって台

風中心付近の可降水量が維持されている．ま

た，日本付近に到達したとき，インド洋・南シナ

海・海洋大陸(肌色)といった遠隔地域起源の水

蒸気が全可降水量の 4割程度を占めていること

から，台風が衰退しやすい中緯度傾圧帯に存在

しても，遠隔地域からの水蒸気が多量に流入す

ることによって，台風の衰退を遅らせている可能性

が示唆される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．まとめと今後の課題 

①台風の遠隔影響で南西日本へ多量にもたらさ

れる水蒸気輸送の動態 

・7月の基本場に，台風がモンスーン合流域を北

進する時の台風熱源のロスビー波応答が重なるこ

とでMCB が形成される． 

day -2 

day -2 

図 6(上) 線:925hPa 流線関数偏差，ベクトル・色:水蒸気
フラックス偏差． (下)色:潜熱フラックス偏差，ベクトル:水蒸

気フラックス偏差．※単位は図 2,3 と同様 
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図 7(上) 台風の中心付近の解析． (下)台風の中心気圧

と，中心付近の水蒸気起源(棒)の時間変化．図 4の領域の
色と棒の色が対応． 

SLP 
降水量 

水蒸気フラックス
収束 

蒸発量 
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・MCB に沿ってフィリピン海や太平洋起源の水蒸

気が南西日本へ多量に流入している． 

②台風近傍の水蒸気輸送の動態 

・MCB に沿って遠く離れた海域の水蒸気が台風

近傍へ流入している． 

・中緯度傾圧帯に侵入した台風では海面からの

中心付近の蒸発量の寄与よりも，遠隔地域から

MCB を介して台風近傍に流入する水蒸気が可

降水量を維持しており，それが台風の急速な衰

退を抑制している可能性がある． 

 台風のロスビー波応答が効率的に遠方から多量

の水蒸気を台風中心近傍に輸送する役割を担っ

ていることが見出だされたが，実際に台風の

lifetime に影響を与えているのかについては今後

数値実験で検証していく必要がある． 
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1. 䛿䛨䜑䛻 

୰⦋ᗘࡢ⥲ほⓗ࡞✵㛫ࡢ࣮ࣝࢣࢫẼ㇟ᨐ

ࡣഴᅽᏳᐃ࡛ㄝࠋࡉṦ㸪ࢫ
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࠺ࡋ♧ᥦᯟࡢゎ⌮ࡣ࡚࠶ࡃᗈ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡍ
ᅗ 1 㒊ᑐὶᅪୖࡢᮇࡢࡇ㸪࠺ࡍ♧

ࡣ 40°N ㏆࠶ࡀࢺࢪࢪ㸪ኴ

ᖹὒୖࡣ mid Pacific trough  㸪࡚ࡗ࠶ࡀ

ࡣ࣮ࢱࣥࢥప⦋ᗘഃᙇฟࢪࢪࠋࡍ

○⦾㢖࡛ࡇࡇࡣἼ࣮ࣅࢫࣟఏࢺ

Ἴ࠸࡚▱ࡀࡇࡍ (Postel and 
Hitchman, 1999)ࠋ 
ኟ┒ᱵ㞵ᮇࡣẼೃᏛⓗࡣᮇࡢࡇ

⤒࡚⛅㞵ᮇ⮳ᮇ࡛ࠋ࠶ኴᖹὒ㧗Ẽᅽ

㏦㍺ࡀỈẼప⦋ᗘ࡚ࡗὶᅇ

㸪ࡀࡍࡓ㝆Ỉᾏୖ㸪᪥ᮏ㏆ࡉ

㸪ࡣ௨ୗ࡛ࠋࡍኚືࠎ᪥ࡣᙉᗘ⨨ࡢࡑ
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ୖࡢኟᏘࠋࡍ♧ࡇ࠼ᙳ㡪࡞ࡁ

ᒙࡢ ࡢࣜࣀᙳ㡪ࡣ㸪㧗 ࣜࣀ

࠺࠸Ᏻᐃ(Hoskins et al., 1985)ࡢୗࡢ

ᩥ⬦࡛㸪ษ㞳పẼᅽࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡓࡋ┠╔

㸦e.g., ᆤᮌ࣭ᑠ㸪ࡀࡓࡁ࡚⾜ࡀ࡞

1999㸧㸪࡞␗ࡣࡑࡣ࡛ࡇࡇᥥീࠋࡍ♧ 
 

2. 䝕䞊䝍 

ᮏ◊✲࡛ࡣ 2001~2012 ᖺࡢ 12 ᖺ㛫ࡢ 7,8
᭶࡚࠸ࡘゎᯒࡣࢱ࣮ࢹࡓ࠸⏝ࠋࡓࡗ⾜㸪
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NCEP/NCAR ゎᯒ3ࠋ࠶࡛ࢱ࣮ࢹB42 㝆

Ỉࡣࢱ࣮ࢹ㸪TRMM ⾨ࡢከᩘྵ⾨

ຍ ㉥እほ⾨ Ἴ㝆㞵ほࣟࢡ

㸪50°S-50°N࠶࡛ࢱ࣮ࢹࡓࡉసᡂ࡚࠼
᪥ᖹᆒ್ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡍ࣮ࣂ⠊ᅖࡢ

ศゎ⬟ⴠ࡚ࡋ 0.5°×0.5°࡛⏝ࠋࡓࡋ

NCEP/NCAR ゎᯒࡣࢱ࣮ࢹỈᖹศゎ⬟ࡀ

2.5°×2.5r࡛㸪ᣦᐃẼᅽ㠃࡛ᥦ౪࠸࡚ࡉ

㸪ࡀࡓ࠸⏝ࢱ࣮ࢹ᪥ᖹᆒࡣ࡛✲◊ᮏࠋ

㐺ᐅ 6 㛫್࡚࠸⏝ጇᙜᛶ☜ㄆࠋࡓࡋ 
 

3. ୖᒙ䛾 ᨐ䛸㝆Ỉ䞉Ỉ㍺㏦ 
350K ⌫ⓗࡣ㠃 ➼ࡢ 200 hPa ๓ᚋ

ᅗ 1 ゎᯒᮇ㛫(2001~2012 ᖺࡢ 7,8᭶)࡛ᖹ

ᆒࡓࡋ(a) SST (NOAA OISST; Υ), (b) 
200 hPa ᅽ㠃㧗➼ᮾす㢼㸦Ⰽ; m/s㸧ࡢ࡛

ᗘ㸦࣮ࢱࣥࢥ; m㸧㸪(c) 350K  㠃㸦⣙ 200 
hPa㸧ࡢ Ertel   (PVU)ࠋ 
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ࣥࢥࡢ ࡢPVU ⛬ᗘ 2 ࡢ㠃ୖྠࠋ࠶

ࡍᑐᛂࡡᴫ⨨ࡢᑐὶᅪ⏺㠃ࡢࡑ㸪ࡣ࣮ࢱ

ᡂ࠸㧗ࡀᏳᐃᗘࡣ㸪㧗⦋ᗘഃቃࡑࠋ

ᒙᅪ㸪ప⦋ᗘഃࡣᏳᐃᗘࡀప࠸ᑐὶᅪࡓ࠶

ᅗࠋ 2 㸦㉥࡛࣮ࢱࣥࢥࡢ 1.5 PVU ࢱࣥࢥࡢ

᪥㝣ࡣࡑ㸪࠺ࡍ♧㸧࡛ࡍ♧࣮

ᮏࡢἈ࡚ࡅἼᡴࡕ㸪す࣭୰㒊ኴᖹὒୖ࡛

ᘬࡁఙࡉࡤ○Ἴࡢᵝ┦ࠋࡍ♧ୗᒙ(850 
hPa)ࡢẚ‵࠺ࡏྜ࣮ࢱࣥࢥࡢࡇࡣ

㡿࡞ࡁࡢ‵ẚࠋぢ࡚ྲྀࡀࡇࡘἼᡴ

ᇦࡣ㸪ᴫୖࡡᒙࡢ ࡀᑐὶᅪⓗ㸦ప 㸧

ࡢ㸪ୖᒙࡓࠋ࠶ࡇ࠶࡛ 1.5 PVU

ᅗ 2  2010 ᖺ 8 ᭶ࡢ 850 hPa 㝆Ỉ㔞㸦ྑ㸧᪥ᖹᆒẚ‵㸦ᕥ㸧ࡢ 1 ᪥⨨ࡓࡋ♧ࡁ

ࡣ༢ࠋ㸦Ⰽࡢ kg/kg  mm/dayࠋ㝆ỈࡢⰍ࡙ࡣࡅᑐᩘⓗ࡛ࡇ࠶ὀព㸧ࠋ୧ᅗ㸪

350 K ➼ 㠃ୖࡢ ࡍ♧࡛࣮ࢱࣥࢥ㸦㉥㸸1.5 PVU, ࢡࣥࣆ㸸3 PVU㸧ࠋ 
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㸪㝆Ỉ༡ᐤࡢࡑ㸪࡚ࡗἢ࣮ࢱࣥࢥ

ࡓࠋ࠸ከࡀࡇࡀᗈ≦ᖏࡀࡇ࠸ᙉࡀ

㸪1.5PVUࡋࡔ  3PVU ࠸࡚㞳ࡀ࣮ࢱࣥࢥ

࡞ࡋ⮴୍ࡣ㸧࡛࠸ከ㸦୰㒊ኴᖹὒࡇ

 ࠋ࠸ከࡀࢫ࣮ࢣ࠸
ᅗࠋࡍ♧࡛ࢺࢪࣥࢥᑐᛂ㛵ಀࡢࡇ 3

ࡅ࠾ᗘ⤒ྛࡣ 350K  㠃ୖ࡛ 1.5PVU
㸧ࡢࡢ᭱ࡣሙྜ࠶ᩘ「ᗘ㸦⦌࡞

ᇶ‽࡚ࡋ㸪ྛ≀⌮㔞༡࡚ࡋࡎ㔜ࡡ

ࡢ࣮ࢱࣥࢥྠࡣ㍈⦪ࠋ࠶࡛ࢺࢪࣥࢥࡓ

⨨ 0 ࣥࢥࠋ࠶ᗘ࡛⦌࡞ᑐⓗ┦ࡍ

⠊ᅖࡢ㸪120°E㹼180rࡣ࡚ࡗࡓ࠶ࢺࢪ

ࡀయ࣮ࢱࣥࢥྠ࡛ 20°N㹼50°N 㸪࠶

ࡢࡇ㸪࠺ࡅ㑊⥆㐃ࡢ࣮ࢱࣥࢥࡉ

⠊ᅖ࡛ࡢࡑ⦋ᗘࡀᛴ⃭ࡣኚ࠸࡞ሙྜ

㝈࡚ࡗ㔜ࡓࡗ⾜ࡏ࠶ࡡ㸦ᇶ‽ࡣ㸪2.5r㞳

ᗘⅬ㛫࡛⤒࠺ྜ㞄ࡓ 1.5PVU ࡢ࣮ࢱࣥࢥ

⦋ᗘࡢᕪࡀ 10 ᗘ௨ෆࡇ㸧ࢫࡢࡇࠋ

ゎᯒᮇࡣ᪥㸪ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡ

㛫ࡢ 1/3 ⛬ᗘࡓࡗ࡞㸦7,8 ᭶ᩘྠࡣ㸧ࠋ 
ᅗ 3f 㸪ྠ ࡣᖹᆒⓗࡣ࣮ࢱࣥࢥ 40°N

㏆ࠋࡀࡇ࠶ᅗ 3a-d 㸪๓㏙

ᅗ 3  350K ➼ 㠃ୖࡢ 1.5PVU ࠋࢺࢪࣥࢥࡓࡋࡎ༡ᑐⓗ┦࣮ࢱࣥࢥ

(a,b) 925 hPa, 850 hPa ±)༡ᖹᆒࡢࡈᗘ⤒ ẚ‵㸪(c) 㝆Ỉ㔞(mm/day), (d) (c)ࡢ
20r௨ෆ࡛ࡢ)࡛࡚ࡗつ᱁ࡢࡓࡋ㸪(e) 㖄┤ὶȰ (Pa/s)ࠋ(f) ྠࡢ࣮ࢱࣥࢥᖹᆒࡢ

⦋ᗘࡓ࠸⏝ࠋ᪥ࡣ࡚࠸ࡘᮏᩥཧ↷ࠋ 
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ࡢ㸪ୖᒙࡕ࡞ࡍᚩ㸪≉ࡢ 1.5 PVU ࣮ࢱࣥࢥ

ࢥྠ࡞ࢡ࣮ࣆࡀ‵ẚࡢ༡ഃ࡛ୗᒙቃ

㸪ࡇࡍῶᑡᛴ⃭࡚ࡅ㏆࡛࣮ࢱࣥ

ࡀࡇ࠸ᙉࡀ༡ഃ࡛㝆Ỉࡢ࣮ࢱࣥࢥ㸪ྠࡓ

ᗘ⤒ࡀ⨨㛵ಀࡢࢡ࣮ࣆ㸦㝆Ỉ࠶࡛

‽㸪⌧ᅾࡣ࡚࠸ࡘࡇኚࡋᑡ࡚ࡗ

ഛ୰ࡢㄽᩥ࡛㆟ㄽࡍ㸧ୖࠋ ᪼ὶࡣ㝆Ỉࡢศᕸ

㸦ᅗࡍᑐᛂ 3e㸧࠾࡞ࠋ㸪௨ୖࡢ≉ᚩୖࡣ

㏙࠸࡞⾜ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࡢሙྜ࡛⌧

㸪ࡓࠋ㸧ࡀ࠸ᙅࡣࢺࢫࣛࢺࣥࢥ㸦ࡉ

7 ᭶ 8 ᭶ಶู࡚ࡋࢺࢪࣥࢥ⤖ᯝࡣ

ྠᵝ࡛ࡉࠋ࠶ 6 ᭶ࢪࣥࢥ࡚࠸ࡘ

㸪ᱵ㞵ᮇࡘࠋ࠶ᵝ࡛ྠ࡚ࡗ⾜ࢺ

 ࠋ࠶ᚩ࡛≉ࡍඹ㏻࡚ࡅኟᮇ┒
ࢺࢪࣥࢥ࡞࠺ࡢࡇ㸪ࡀࡇ

㸪ྛࡎ ⦋ᗘ⤒ᗘ࡛༢⣧㛫ᖹᆒࡓࡋሙ 㸦ྜᅗ

ᅗࡣࢺࢫࣛࢺࣥࢥࡢ༡ࡢ㝆Ỉ‵㸧㸪ẚ␎ࡣ

3 㸪࡚ࡗࠋ࡞ࡃࡉᑠࡣẚ

㝆㞵ᇦ➼ୖࡀᒙ࡚ࡘື⛣ࡢ࣮ࢱࣥࢥࡢ

ࢣࡍ㛫ᖹᆒ㸪༢⣧ࡓ࠼ኚ⨨

 ࠋ࠼ゝ࡞᱁ዲࡓ
ୖᒙࡢ ᨐࡣࢺࢪࢪ

ୗࡑࠋ࠼⪄ࡍఏす࡚ࡗ

ᒙࡢỈẼ㸪ᆅ⾲㝆ỈࡢᑐᛂࡀⰋࡇ࠸㸪

ୖᒙࡢᨐࡀୗᒙࡢỈẼ㍺㏦㝆Ỉ㐣⛬

࡞ࡁᙳ㡪ࡀࡇ࠼♧၀࠼⪄ࠋࡉ

ୗᒙࡀᨐ ࡢ㸪ୖᒙࡣࢫࢭࣟ

ὶㄏ㉳࡛ࡇࡍỈẼ⛣ὶࡍኴᖹ

ὒ㧗Ẽᅽ࿘ࡢὶࡢ᪥ࡢࠎኚືࡋࡓ㸪

ࡓࡉㄏ㉳ᨐࡢᒙୖࡉ 2 ḟᚠ⎔

ᅗࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡉᙉࡀ㝆Ỉ࡚ࡗ

2 ࡀ࣮ࢱࣥࢥ ࡢ㸪ୖᒙ࠺

༡す-ᮾഴ࡚࠸ఙ≉ࡁࡧ㝆Ỉࡀ

ᙉࡀࢫ࣮ࢣከࡣࡇࠋ࠸๓㠃ࡢ㧗Ẽᅽ

ᚋ㠃ࡢపẼᅽᣳࡓ⟠ᡤ࡛ࡢ㝆Ỉᙉ

࡞ᆺⓗ࠺࠸ 2 ḟᚠ⎔ࡢస⏝ࡓࠋࡍ⮴ྜ

ࡁ㉳㉮ྥ࡛ࡢ௨እࡑࡣ㸪㝆Ỉᙉࡋࡔ

㸦ᅗ 2 ࡢ 8 ᭶ 11 ᪥࡞㸧ࠋ 
ୖグࡢ㐣⛬ࡀ㸪ୖࡋୗࡀᐦࡓࡋྜ⤖

ഴᅽᏳᐃᨐకࡤ࠶࡛ࡢ࠺㸪ୖᒙᨭ㓄

࠸ẚ㍑ⓗᙅࡀഴᅽᛶࡣኟᏘࠋ࠸࡞ࡋព

ࡢḟ⠇࡛ࡇࡑࠋ࠶ࡀᚲせࡍ㸪☜ㄆ࠼࠸ࡣ

ゎᯒࠋࡓࡗ⾜ 

4. ‽ᆅ⾮ゎᯒ 
๓⠇࡛ᥦ㉳ୖࡓࡉᒙᨐࡢᙳ㡪ᐇドⓗ

ࡍ⛬㐣࡞ලయⓗࡢࡑ㸪ࡋㄆ☜

ࡇࠋࡓࡗ⾜ゎᯒᡭἲࡢ⾮㸪‽ᆅࡓ

ࡢㄽ⤖␎ᴫࡢ㒔ྜ࡛㸪⤖ᯝࡢ⣬㠃ࡣ࡛ࡇ

ࡉ↷ཧㄽᩥࡢᅾ‽ഛ୰⌧ࡣࡃࡋヲࠋࡍ♧

 ࠋ࠸ࡓ
ᮏ◊✲࡛⏝ࡓ࠸‽ᆅ⾮ ࡣ㸪ୖୗࡢቃ⏺

㸪‽ᆅ࡛㎸ྲྀț㛵ᩘⓗᗘ೫ᕪ ࡢ࡛

⾮ὶ⥺㛵ᩘୖࡢ࡚࠸ࡘୗࡢቃ⏺᮲௳ࣀ

ࣥᆺ࠶࡛ࡢࡓࡋ㸦 Bretherton, 
1966㸹ࡢࡇᣑᙇࡣഴᅽᏳᐃࡢ⌮ㄽⓗ᳨࡞ウ

㸪ț㛵ᩘ㒊࠾࡞ࠋ㸧ࡤࡋࡤࡋ࡚࠸࠾

ศࡣ㖄┤ࡢ㞳ᩓ࡚ࡗ᭷㝈ࠋ࡞ 
ࡢ୰ୗᒙ㛫ୖࡢ㸪ᑐὶᅪࡎࡣゎᯒ࡛ࡢࡇ

 ᨐࡢ┦స⏝㸪㒊ศⓗ PV ࣮ࣂࣥ

ᨭ࣮ࣇࣟࢺࢫ࡚ࣥ࠸⏝(PPVI)ࣥࣙࢪ

ࡣゎᯒࡢ㸦ྠᵝࡓほⅬ࡛ㄪࡢ  Robinson, 
࡚ࡗ⾜࡚ࡋᑐㄽゎ⌮ࡢഴᅽᏳᐃࡀ 1989

࣮ࣇࣟࢺࢫࣥࡃ࡞࡛࣮ࢠࣝࢿࠋ࠸

ࠋ㸧ࡁデ᩿࡛░⏝స┦࡛ࡇ࠸⏝

ᨐࡣ㸪ᮏゎᯒ࡛࠾࡞ 15 ᪥ࡢ⛣ືᖹᆒ

ࡣᯝ⤖࡚࠼ኚࡉ㸪㛗ࡀࡓࡋ⩏ᐃ࡛ࡎࡢ

ྠᵝ࡛ࠋࡓࡗ࠶ 
㹼すኴᖹὒ୰ࢪᯝ㸪ᮾ⤖ࡢゎᯒࡢࡇ

⦋ᗘୖࡢᒙࡣࡣ࣮ࣇࢺࢫࣥࡢỈ

ᖹᮾྥࡁ㍺㏦ࡉ㸪ୗᒙࡢഴᅽᏳ

ⓗ࡞ቑᖜࡣᑠࡘࠋࡓࡗ࡞ࡀࡇ࠸ࡉ

ᅗ 4  ᅗ 3 ࢺࢪࣥࢥ࡞ᵝྠ Q ࢡ

࠾࡞Ⓨᩓ㸦Ⰽ㸹ࡢࣝࢺ log-p ᗙᶆ࡛㖄┤ᵓ

㐀ぢࡢ㐺ࢱࢡࣇࢢ࣮ࣥࣜࢣࢫࡓࡋ

ᑐ㸧࣮ࢱࣥࢥẼ 㸦㸧࠸࡚ࡅ࣮

ᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࡋ 130㹼160°E ࡛⤒ᗘᖹᆒ

 ࠋࡢࡓࡋ
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ࡢୗᒙᨐ ࡢᒙୖࡓࡋ♧࡛❶㸪๓

ẚ‵➼ࡢᑐᛂࡣ㸪༢ୖୗᐦࡓࡋྜ⤖ഴ

ᅽᏳᐃᨐࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ࠸࡚ࡋ

୍᪉࡛㸪ᆅ⾲㏆ࡢ ᗘ೫ᕪకࢺࢫࣥ࠺

ᨐ㸦SST࣮ࣇࣟ ࠸ᙉࡀ༡໙㓄ࡢ 40°N
㏆࡛㢧ⴭ㸧ࡣ㸪ୖᒙཬࡧ୰ᒙቑᖜᙉไ

㸦e-folding time࠸࡚ࡅཷࡃᙉ ࡀ 1 ᪥⛬

ᗘ㸧ࡢࡇ࠾࡞ࠋࡓࡗࡀࡇ㎶ࡣ࡛୰ᒙ

ࣥࡢᒙୖࡀ࡞࠸ᙅ࣮ࣇࣟࢺࢫࣥࡢ

࠶࡛ࢫࣥࢭࡉቑᖜ࡚ࡗ࣮ࣇࣟࢺࢫ

 ࠋ㏫㸧ࡣ㝣ୖ࡛ࡢὶୖࠋ㸦ୗ᪉ఏ
ḟ㸪Q ࡓ࠸⏝ࣝࢺࢡ 2 ḟᚠ⎔ࡢゎᯒ

࠺⾜ࢺࢪࣥࢥ࡞ᵝྠ❶๓ࠋࡓࡗ⾜

ࡢ㸪ୖᒙ 1.5PVU ༡ࡢࡑ㏆࣮ࢱࣥࢥ

࡚ࡅ Qࡀࣝࢺࢡ᮰ࡀࡇࡍᗈࡀ

㸦ᅗ 4㸧࡚ࡗࠋ㸪ࡢ࡛ࡇࡇ㝆Ỉᙉࡣ 2 ḟ

ᚠ⎔࡚ࡗㄏ㉳ࠋ࠼࠸࠸࡚ࡉPPVI
࡛ᚓୖࡓᒙࡢ ᨐక࠺Qࣝࢺࢡ

ࡇࡓࡗ⾜ࢺࢪࣥࢥࡢᵝྠ࡚࠸ࡘ

㸧ୖ᪼ὶࡢࡢ㸦ୗᒙ࡛ᙅࡣ㸪

ㄏ㉳࠾࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣥࢭࡍ㸪ࢪࣥࢥ

ྠ⇕㠀᩿⇕ຍࡓࡗぢྜ㝆ỈࡣȰࡓࡉࢺ

⛬ᗘࡣࡇࠋ࠶࡛࣮ࢲ࣮ࡢ㸪₯⇕࡛ᐇ㉁

ⓗ࡞Ᏻᐃᗘࡀపୗ࡚ࡋ 2 ḟᚠ⎔࡛⏕ࡁࡎ௨

㠀᩿ࠋࡉゎ㔘࠸࡚ࡌ⏕ࡀὶ᪼ୖୖ

⇕ຠᯝືཷࡣ᪼ୖⓗ࡛ࠋ࠺࠶ 
ࡣ࡛ࢺࢪࣥࢥ Q 㸪ࡣ᮰ࡢࣝࢺࢡ

㸪ࡘࠋࡁㄝ࡛࡛ࡢ᮰ࡢ༡ᡂศ

2 ḟᚠ⎔ᘬࡁ㉳ࡣࡢࡍࡇ ࣮ࢱࣥࢥ㏆

ࡢࠎಶࡣࡇࠋὶ(confluence)ྜࡅ࡙

㸪ᅗ࠾࡞ࠋ࠶ഴྥ࡛࠼࠸࡚࡛ࢫ࣮ࢣ

4  Q 㸪ࡣࡁഴࡢ᮰ᇦࡢࣝࢺࢡ

 ᗘ໙㓄㸦࣮ࢱࣥࢥ㸧ࡢᙉࡀࡇ࠸ഴ࡚࠸

㸪௨ୖࠋ࠼⪄ࡍᑐᛂࡇ࠸

๓⥺ᙧᡂྠᵝ᪼ୖ࡛ࢬࢽ࣓࡞ὶࡌ⏕ࡀ

 ࠋ࠼ゝ࠸࡚
၀♧࡚࠸ࡘỈẼ㍺㏦ࡢ㸪ୗᒙࡉ

ᚓࡓ㸪ࣜࢺࢡࢪࣛࢺゎᯒࡓࡗ⾜㸦ࡑ

㝿ࡢ PPVI ࡚ࡗᨐ ࡢᒙୖ࡚ࡗ

ㄏ㉳ࡉὶࡢస⏝ㄪࡓ㸧ࡢࡑࠋ⤖ᯝ㸪

20㹼30°N ࢪࣛࢺࡢᾏ㏆ࢼࢩᮾࡢ

㸪୰ୖࡣࡧఙ࡛࠸ࡃࡀࣜࢺࢡ

ᒙࡢ ᨐࡢᙳ㡪ࠋࡓࡗࡀࡇࡅཷ 

5. ㆟ㄽ 
ᱵ㞵ᮇ㐣ࡓࡂ┒ኟᮇ࡛᪥ᮏ࿘㎶ࡢᆅ⾲

ኳẼᅗࡣ๓⥺ࡀ㢖⦾ゎᯒࡉ㸪ࡇࡑ

ሙᡤ࡞࠺ࡢࡇࠋ࠸ከࡀࡇ࠸ᙉࡀ㝆Ỉࡣ࡛

㸪350 Kࡓࡋ♧࡛✲◊㸪ᮏࡣ ➼ 㠃ࡢ 1.5 
PVU ࡇࡍ⮴୍ሙᡤࡢ༡ഃࡢ࣮ࢱࣥࢥ

ୖࠋኚࠎ᪥ࡣ⨨⥺ࠖ๓ࠕࠋ࠸ከࡀ

ᒙࡢᨐࡑࡣᕥྑࠋ࠶࡛ࡢࡍഴᅽ

Ᏻᐃక࠺๓⥺㐪࡚ࡗ㸪๓⥺ࡁ࡛ࡣ

ሙᡤࡢᚲ↛ᛶ࠸ࡃࡀ๓⥺࡛࠶㸦≉

⪄㝆Ỉ࡞ほⓗ⥲ࡢኟᏘࠋ㞵ᮇ㸧⛅ኟ┒

ࡢ࠼࡚ࡋฟⓎⅬࡣ⥺㸪๓ࡣ࡛ୖ࠼

࠼ᤊࡢྵ⎔୍ࡢ㸪ᅉᯝࡃ࡞࡛

 ࠋ࠼⪄࠺ࡔ㐺ษࡀࡢ
ᅗ 2(ᕥ)࡛♧࡞࠺ࡓࡋ㸪ୖ ᒙࡢ ࢱࣥࢥ

✲◊ࡓࡋ♧ᅗᑐᛂࡢỈẼ㔞ࡢୗᒙ࣮

Knippertz (2013) ࡣࡢ࠸࡚ࡗᢅࠋ࠶ࡀ⛅

㹼࡛࠶㸪࠸“atmospheric river”࡞
ࡍ㛵Ỉᖹ㍺㏦࡞ᗈᇦࡢỈẼࡓࡋ㛵㐃

ࡓࡉ♧ᅗࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢ⎔୍ࡢ✲◊

ࠋ㸧ࡋ࡞ࡣゎᯒ࡞㸦ຊᏛⓗ࠶࡛ࡢ

Atmospheric river ࠺కపẼᅽࡓࡋⓎ㐩ࡣ

ᐮ෭๓⥺㛵㐃ࡀࡇࡅከୖࠋ࠸ୗ

ࡢࡇ࡚࠸࠾ഴᅽᏳᐃᨐࡓࡋྜ⤖ᐦࡀ

࠸࡞ࡣ࡛ࡁ㸪㦫ࡣࡇ࠶ࡀᑐᛂ㛵ಀ࡞࠺

ኟࡣ࡚࠸ࡘ㸪ỈẼ࡛✲◊ᮏࠋ࠺࠶࡛

௨እࡢᏘ⠇ୖᒙࡢ ྠ࣮ࢱࣥࢥᵝࡢ

㛵ಀᛶࡇ࠶ࡀ☜ㄆࡋࡔࡓࠋࡓࡋ㸪㝆Ỉ

ศᕸࡢ㛵ಀᛶࡣᏘ⠇࡚ࡗኚ࡛࠺

 ࠋ࠶
 

6. 䜎䛸䜑 
ኟᏘࡢᮾࢪすኴᖹὒࡢ࡚ࡅ

㝆Ỉࡧ࠾ỈẼ㍺㏦ࡢ⥲ほⓗ࡞ኚືࡢせᅉ

ᅗࠋ࠺ࡢḟࡣ 5 ᶍᘧࡢࡑࡣ

ᅗ࡛ࠋ࠶ 
ୖ㒊ᑐὶᅪࢺࢪࢪࡢἢ࡚ࡗ㠀ᐃ

ᖖ࣮ࣅࢫࣟ࡞Ἴࡀఏࡋ㸪ኴᖹὒୖ࡛○Ἴࡍ

✵ୖ࡚ࡅኴᖹὒ㝣ᮾᓊࡣࡑࠋ

࡛✲◊ᮏࠋࡍࡓኚື࡞ほⓗ⥲ ࡢ

ほつ⥲ࡢすኴᖹὒᇦ࣭ࢪᮾࡢ㸪ኟᏘࡣ

ᶍࡢ㝆Ỉࡣ㸪350 K ࡢ㠃ୖ ➼ࡢ 1.5 PVU
⛬ᗘࡢ ࣮ࢱࣥࢥ༡⦕ἢ≉࡚ࡗάⓎ
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࣓࡞࠺ࡢḟࡣࡇࠋࡓࡉぢฟࡀࡇࡍ

 ࠋࢬࢽ
z ୖᒙࡢ ࡀࣜࣀ㸪ୗᒙࡢὶ 2

ḟᚠ⎔ㄏ㉳ࠋࡍ 
z ୖ✵ࡢ㧗Ẽᅽࡢࣜࣀୗ࡛ࡢὶࡢ

೫ᕪࡣィᅇ࡞㸪ୗᒙࡢỈẼࡀ

ప⦋ᗘ㐠ࠋ࡞ࡃࡍࡤ 
z ୖグࡢ ࡢ࣮ࢱࣥࢥ༡ഃ࡛ࡣ๓⥺ᙧ

ᡂⓗྜ࡞ὶ᪼ୖ࠺࡞ὶࡀ༟㉺ࡋ㸪

㝆Ỉᙉࠋࡍ 
ࡢ‵ẚࡢ㏆࣮ࢱࣥࢥ㸪ྠ࡚ࡗ⛬㐣ࡢࡇ

ᙉ࠸໙㓄ㄝ࡛ࠋࡁ 
ᆅ⾲ࡢ๓⥺㸪ࡢࡇᥥീࡢ୰࡛⨨࡙

㸪ࡀ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻࡀࡢࡅ

⌧Ⅼ᳨࡛ࡔࡣウࡀ㊊ࡇࠋ࠸࡞㝈

ᮃࡀᒎ㛤ࡢ✲◊࡞ከ㠃ⓗ㸪ᚋ㸪ࡎ

 ࠋ

ㅰ㎡ 
NCEP/NCAR  ゎ ᯒ ࢹ ࣮ ࢱ ࡣ

NOAA/OAR/ESRL PSD ࠋ࠸࡚ࡉᥦ౪

TRMM (TMPA) ࡣࢱ࣮ࢹ NASA web ࢺࢧ
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2010年夏のロシアブロッキングにおける移動性擾乱の寄与
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1 はじめに
ブロッキングは，偏西風の蛇行・分流や移動性
擾乱の停滞を伴う現象で様々な異常気象と関係
する．その一例として，2010年に起きた夏のロ
シアでの「記録破り」な熱波やパキスタンでの
洪水は，ロシア西部に発生したブロッキング（以
下，ロシアブロッキング）が原因であったこと
が指摘されている（e.g., Hong et al. 2011）．こ
のロシアブロッキングについて，予報可能性や
地球温暖化との関係の観点から議論がなされて
いる（Matsueda 2011; 藤井ら 2013; Dole et al.

2011; Watanabe et al. 2013）．しかしながら，
その発生・持続メカニズムの力学的研究につい
ては少ない．
これまでいくつかの論文でロシアブロッキン
グ形成・持続の力学について，特に熱帯からの
寄与に注目して，研究がなされた．Otomi et al.

(2012)では，2010年夏の北極振動の正位相がロ
シアブロッキングに対応する高気圧性偏差を作っ
ていることに注目し，北極振動と大西洋海面水温
との関係から調査を行った．その結果，2009/10

年冬季の北極振動負位相が熱帯域を含む大西洋
海面水温偏差に影響を与え，その偏差が 2010年
夏に北極振動に影響を与えるという過程をデー
タ解析・数値実験から示した．Schneidereit et al.

(2012)は，ENSOの極性とヨーロッパ・西部ロ
シアでの夏季のブロッキングの関係を調査し，
ENSOが La niña位相のときに，季節内の時間
スケールを持つ定常Rossby波が変調され，ヨー
ロッパ域での高気圧性偏差の発達に寄与するこ
とを示した．特に，2010年のロシアブロッキン
グの発生に関しては，ENSOが夏に La niña位
相へと遷移したことにより，定常Rossby波と移
動性擾乱活動が変調されたことでその両者が引
き金となったと結論付けている．しかしながら，
定量的にどの現象がどのくらいロシアブロッキ
ングの持続に寄与しているのかを議論した論文

は，我々の知る限りではまだない．これまでのブ
ロッキングのメカニズム研究で，移動性擾乱が
ブロッキングの持続に重要な寄与を果たすとい
うことが多くに研究で指摘されているので（e.g.,

Shutts 1983），本研究では，まず移動性擾乱だ
けのブロッキング持続への寄与を定量化し，ブ
ロッキング持続の主要因を探る．
ここで，移動性擾乱によるブロッキング持続

を定量的に評価する上で，Yamazaki and Itoh

(2013a; 2013b; 以下YIA, YIBとする)で提案さ
れたブロッキング持続メカニズム，選択的吸収
メカニズム（SAM）を援用する．SAMでは，ブ
ロッキング高気圧は，同極性の渦である移動性
高気圧のみを選択的に吸収し，逆極性の移動性
低気圧を遠ざけることで，自身の持続性を保証
する．このメカニズムのポイントは ‘渦位（PV）
の補給メカニズム’と，‘渦と渦の相互作用’であ
る：前者は移動性高気圧からブロッキング高気
圧への低 PVの補給を説明し，後者は，移動性
高気圧と低気圧でブロッキングへの影響が異な
る，つまり非対称となることを説明する．
また，ブロッキングの形成ではなく持続メカ

ニズムについてここでは考察する．ブロッキン
グの形成と持続を陽に区別することは，複雑な
ブロッキングのメカニズムを明らかにする上で
重要な第一歩となる（YIA参照）．加えて，冬
季のブロッキング持続メカニズムは YIA・YIB

で議論されているので，持続メカニズムの季節
間での違いを比較する上でも役に立つ．
ロシアブロッキングに対する移動性擾乱の寄

与の定量的評価を，SAMを援用して調査する．
本論文の構成は以下のようになる．まず 2節で，
ロシアブロッキングの持続で SAMが実際に働
いているかを調べる．次に 3節で大気大循環モ
デルを用いた感度実験を行い，移動性擾乱の寄
与を定量的に評価する．最後に 4節でまとめを
行う．
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2 流跡線解析
SAMでは，移動性高気圧はブロッキング高気
圧に吸収されるが移動性低気圧はされないこと，
そして，ブロッキング高気圧を構成する大気が
中緯度のストームトラック域を起源としている
ことが重要である．そこで，移動性高・低気圧
それぞれを起源とする大気塊を追跡する前方流
跡線解析と，ブロッキング高気圧内部を起源と
する大気塊を逆追跡する後方流跡線解析の両方
を行う．流跡線解析の方法はYIAを参照せよ．
今回解析に用いるデータは，JRA25/JCDAS

再解析（Onogi et al. 2007）等温位面データ
（360×180格子）である．ロシアブロッキングの
持続期間は，2010年 7月初旬から 8月前半とす
る（Matsueda 2011と Schneidereit et al. 2012

参照）．移動性高・低気圧の検出には，カットオ
フ周期 8日の Lanczosフィルターを用い，Ertel

のPV（以下EPV）の高周波（ハイパス）負/正
成分を移動性高/低気圧成分とする．また，解析
は 330 K面で行った：この高度はおおよそ対流
圏界面に対応し，移動性擾乱とブロッキング偏
差の振幅が最も大きくなる高度である（図には
示さない）．
まず，前方流跡線では，ブロッキング持続期
間中の 3つの時刻を対象として，上流で検出さ
れる移動性高・低気圧それぞれ 3個の上に複数
の粒子を置き，5日後までの粒子の位置を追跡す
る．このとき，移動性高（低）気圧起源粒子は，
ブロッキングから十分に上流の高周波成分−3.0

PVU以下 （3.0 PVU以上）かつ非フィルター
で 0.5 PVU以下（8.0 PVU以上）の EPV値を
持つ格子点上に置かれる．

3つの各対象時刻での流跡線を見ると（図 1a-

c），どの対象時刻においても，移動性高気圧起
源の粒子（高気圧性粒子）はブロッキング高気圧
に選択的に吸収され，低気圧性起源の粒子（低
気圧性粒子）は下流に流されながらブロッキン
グ高気圧に遠ざけられていることがわかる：こ
れは，SAMでの移動性高低気圧の非対称な振舞
いと整合的である．ここでの高・低気圧性粒子
の動きにはそれぞれ特徴が見られる．高気圧性
粒子は，ブロッキング高気圧に吸収される前に，
ブロッキング高気圧西方のトラフを大きく南に
回り込んでいる様子が見られる：これはYIAで
の冬季ブロッキングの解析でも見られた様子で

(a)�

(b)�

(c)�

(d)�

(e)�

(f)�

図 1: ブロッキング持続期間中の 3つの対象時刻 (a,
d) 2010年 7月 14日 00UTC, (b, e) 2010年 7
月 22日 00UTC, (c, f) 2010年 8月 4日 00UTC
での（a-c）前方・（d-f）後方流跡線を示す．前
方流跡線での移動性高/低気圧起源粒子の流跡
線は青/赤線で示され，初期時刻は (a) 7月 11
日 00UTC / 7 月 11 日 18UTC, (b) 7 月 20
日 06UTC / 7月 17日 18UTC, (c) 8月 1日
00UTC / 8月 2日 00UTCとなっており，流
跡線の開始点は +印，終了点は ◦印で示され
る．後方流跡線（緑線）の計算開始時刻はそ
れぞれの対象時刻に対応し，◦印が開始点，+
印が終了点を示す．陰影は対象時刻でのカット
オフ周期 8日の EPVローパス（低周波）成分
（単位は PVU）を示している．

ある．この動きは，持続するロシアブロッキング
高気圧西方に停滞性のトラフが存在することを
示す．次に低気圧性粒子では，極渦に吸収され
て北側に移動する傾向が見られる．また，これ
らの粒子は，ブロッキング西方のトラフに一旦
トラップされたり，通過する様子も見られてい
る．こういった様子は，低気圧性粒子が同極性の
低気圧性渦に吸収されていると解釈でき，SAM

の考え方と矛盾しない．
次に，後方流跡線解析を行い，ブロッキング高

気圧を構成する粒子がどの領域を起源としてい
るか調査する．この解析によって，ブロッキング
の持続性を決定する主要因を見いだす．粒子は，
対象時刻において，0◦E-60◦Eの間で，非フィル
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ターのEPVが 2.0 PVU以下かつ帯状平均EPV

が 3.0 PVU以上の各格子点に置かれ，それをブ
ロッキング領域と定義する．粒子は 6日前まで
追跡される．
図 1d-fに結果が示される．どの対象時刻につ
いても，ブロッキングを構成する粒子の大部分
が中緯度のストームトラック域を起源としてい
る．図 1d, fにおいては，いくらかの粒子が亜熱
帯域を起源としているように見えるが，それで
も半分以上の粒子はストームトラック域を起源
としている．よって，ブロッキングを維持する
主な要因は，中緯度の移動性擾乱であることが
示唆される．

3 大気大循環モデルを用いた移動
性高・低気圧に対する感度実験

さらに定量的な解析の結果を堅固にするため
に，現実的な大気大循環モデル（AGCM）を用い
た感度実験を行う．移動性高/低気圧およそ 1つ
を消した実験を noANTI/noCYC実験とし，そ
れを消さない実験をCTL実験としてそれぞれで
10日間の積分を行い結果を比較し，移動性高/低
気圧がブロッキング持続に与える影響を見積る．
実験には地球シミュレータ用に最適化された

AGCM (AFES, Ohfuchi et al. 2004; Enomoto

et al. 2008; Kuwano-Yoshida et al. 2010)を用
いた．解像度は三角形切断 T119である．ロシ
アブロッキング持続期間中の 7月 10日 00UTC

から 8月 5日 12UTCまでの 12時間毎を初期値
として，それぞれの実験で 54つの 10日間積分
を行った．初期値には，JRA-25/JCDAS再解析
等圧面データ（288×145格子）の，各時刻での
瞬間値を用いている；これを CTL実験とする．
ただし，比湿に関しては，全ての実験の全ての
初期値に対して 2010年 7月から 8月の平均値
を用いている：これは，noANTI・noCYC実験
で移動性擾乱を取り去るときに，水蒸気の場が
不整合になることを防ぐためである．この操作
は，現実場を再現するのに不適当であるが，対
流圏上層での数日程度の総観規模大気運動は断
熱的なので，その時間スケールの現象を解析す
る上では問題ないと考えられる．海面水温・海
氷の境界条件に関しては，日毎データのOISST

（Reynolds et al. 2007）を 2010年 7-8月平均し

たものを全ての実験の全ての初期値に対して与
えている，その理由は比湿の場合と同様である．

noANTI・noCYC実験は，CTL実験の初期値
の場から，図 2aの四角枠内で定義されるストー
ムトラック域での移動性高・低気圧をそれぞれ 1

つ程度初期値から引き去り，それから 10日間積
分したものとなる．ストームトラック域内部で
検出される高周波PV成分の負/正値だけを引き
去ることで，移動性高/低気圧約 1つが消去でき
る．ストームトラック域は，ブロッキング近傍
の，移動性高・低気圧が十分に成熟し等価順圧化
した領域ではなく（YIB），その上流の移動性擾
乱が成長する場所とした．ストームトラック域
での高周波 PVを引き去ると，PV-inversionに
より，移動性高/低気圧（高周波 PV）を構成す
る風場・温度場・高度場を同時引き去ることがで
きる（e.g., Hoskins et al. 1985）．PV-inversion

手法により得られる移動性高/低気圧と「バラン
ス」する場を初期値から無くし AGCMを積分
することで，それぞれがブロッキングにどのく
らい影響を与えるかのインパクトを見積ること
ができる．このように，PV-inversionで初期場
から擾乱を取り去り，そこから数値積分を行い，
擾乱の影響を定量化する方法はいくつかの先行
研究で行われている手法である（例えば，Moore

et al. 2008; Tochimoto and Kawano 2012）．
ここでの PV-inversionは，準地衡 PV (以下

QGPV）qを inversionすることで準地衡バラン
スした風場・温度場などを得る（e.g. Hakim et al.

1996; Takaya and Nakamura 2005）：

q = ∇2ψ + f +
f2
0

ρ0

∂

∂z

(
ρ0

N2

∂ψ

∂z

)
, (1)

ここで ψは流線関数，f は Coriolisパラメータ，
f0 は 45◦Nでの f，ρ0 = ρse

−z/Hs (ρs = 1.452

kgm3) ，z ≡ −Hs ln(p0/p) (Hs = 7025 m，
p0 = 1000 hPa), N2 = R/Hs(dθ̄/dz)e

−κz/Hs

(R = 287 JK−1 kg−1, κ = 0.286, θ̄は 30◦N以
北で領域平均した温位) であり，ここでの式や
定数はAndrews et al. (1987)より得た．求めた
QGPVに 2節と同じLanczosフィルターを施し，
高周波PVを得る．図 2aには，移動性高気圧に
対応する 250 hPa面高周波QGPVの負値が示さ
れている．同時に描かれている，330 K面での
高周波EPVと比較すると，振幅が小さくなって
いるが，ストームトラック域でパターンがよく
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(a)�

(b)�

(c)�

図 2: 2010 年 7 月 13 日 00UTC での，noANTI 実
験で CTL実験から引き去られる初期場．(a)
250 hPaでの高周波成分準地衡 PV (陰影)と
330 Kでの EPV (コンター)，いずれも単位は
PVU．準地衡 PVは，EPVとの振幅を比較す
るために −g(dθ̄/dp) (g は重力加速度)がかけ
算されている（Hakim et al. 1996）．コンター
間隔は 2 PVU毎で −1 PVU以下の値を示し
ている．太線で囲まれた領域（280◦E-330◦E，
50◦N-70◦N）はストームトラック域を示す．(b)
(a)の準地衡 PV場を inversionして得られる
250 hPa面ジオポテンシャル高度（陰影，[m]）
と風（矢印，[m s−1]）．なお，(a)と (b)はど
ちらも 30◦N以北の値のみを示している．(c)
(b)と同じだが 60◦Nでの経度高度断面．ただ
し南北風をコンターで示す．

対応していることがわかる．noANTI (noCYC)

実験の初期値で取り去られる移動性高（低）気
圧は，高周波 QGPV q′ でストームトラック域
内部かつ気圧面 pが 500 ≥ p ≥ 100 hPa内での
q′ > 0 (< 0)で定義され，それ以外の q′ = 0に
マスクされる．そして，図 2aから視覚的に，ス
トームトラック域内では移動性高（低）気圧が約
1つ消去される設定になっていることがわかる．
高周波 QGPV q′ とバランスする風場・温度

場・ジオポテンシャル高度場を求めるには，(1)

より，

ψ′ = L−1
g q′ =

[
∇2 +

f2
0

ρ0

∂

∂z

(
ρ0

N2

∂

∂z

)]−1

q′,

(2)

を数値的に解く（詳細な計算方法はTakaya and

Nakamura 2005），ここでψ′は高周波QGPVと
バランスした流線関数場である．バランス流線関
数は，準地衡の関係式を用いて図 2b, cのような
バランス風場・温度場・ジオポテンシャル場に変
換される（Andrews et al. 1987）．PV-inversion

での境界条件は，(2)において，水平方向は周期
境界条件，上下境界は ∂ψ′/∂z = 0（バランス温
度がゼロ）で与えられ，上部境界と下部境界をそ
れぞれ 0.01 hPa, −10 kmに人工的に設置する．
このように人工的に（上）下部境界を現実的な大
気境界の遠くに設置する方法は，対流圏上層の
PVアノマリーが地表面付近の循環場に与える
影響を見積るためにNakamura and Fukamachi

(2004)や Takaya and Nakamura (2005)で開発
された手法である．本研究ではこの方法を，上層
の高周波QGPVを消去することで，移動性擾乱
の発達を抑制する目的で採用した．上記の PV-

inversionで得られたバランス場が図 2b, cに示
される．一般に，移動性擾乱は対流圏上層のPV

アノマリーと地表の温位アノマリーのカップリ
ングで成長するので（e.g., Hoskins et al. 1985;

Tochimoto and Kawano 2012），この実験では
カップリングの片方を消去することで，移動性
擾乱の成長を抑制する．しかし，下層の温位ア
ノマリーは今回のPV-inversion手法では消去さ
れていないので，現実での移動性擾乱の影響は
今回の実験の結果よりも大きいかもしれない．
各実験での全 54ランについて，各ランでの予

報時間を合わせてコンポジット（key-time con-

posite）した結果を図 3に示す．以下，予報開始
から n日目の予報時刻を Day nと示す．まず，
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AFESで現実のブロッキング持続がどのくらい
表現できているかを調べる．図 3a, bを見ると，
Day 4, 6ともにブロッキングリッジの位置や振
幅をよく再現できていることがわかる．Day 7

あたりから，予報でのブロッキングの振幅が顕
著に減少するのに対し，再解析では減少しない
（図には示さない）．つまり今回の実験設定では
ブロッキング持続の予報可能日数は 6日程度で
あり，それ以内の予報はブロッキング持続の定
量的評価に利用できるとする．
次に，noANTI 実験と CTL 実験の差を見る

（図 3c, d）．これらの図は，移動性高気圧約 1つ
の影響が時間とともにどのように拡がるかを示
している．Day 3あたりからブロッキングリッジ
の西部に負 PV偏差の応答が現れはじめる，こ
れは上流の移動性高気圧起源の粒子がブロッキ
ング高気圧内部に吸収される時間スケールと整
合的である（YIA）．この負PV偏差はその後も
停滞し続け，大きさはDay 4あたりに最大の−2

PVU程度に達する（図 3c, d）．これは，ブロッ
キングリッジの振幅 4-5 PVUの 1/3-1/2程度と
なっている．残りの寄与はより低周波なRossby

波成分による強制か，あるいはブロッキング内
部に保持されている PVか，今後より詳しく調
査する必要がある．
また，Day 1, 2以降，ブロッキング西側のト
ラフ（以下，西方トラフ）上に正 PV偏差の応
答が現れ，正 PV偏差はその後も西方トラフ上
に停滞し続ける．この正 PV偏差が現れる原因
や正 PV偏差が西方トラフ上に停滞する原因に
ついては調査中である．この弱化された西方ト
ラフでは，その南側を通過する移動性高気圧を
北東のブロッキング高気圧に掃き出す効果が小
さくなるので，選択的吸収の抑制にも寄与し得
る（YIA）．
一方で noCYC実験とCTL実験の差を見ると

（図 3e, f），noANTI実験との差の場合と比べて，
ブロッキング内部の負 PV偏差の応答が見られ
ないことがわかる；これは移動性高・低気圧の
影響の非対称性を示しており，SAMと整合的で
ある．noANTI実験の場合と同じく，西方トラ
フには正 PV偏差の応答が現れている．この正
PV偏差の応答は，消去された移動性低気圧の西
方トラフ（低気圧）への吸収が抑制されている
のかもしれない（詳しくはYIA），なぜならば 2

において，低気圧性粒子が西方トラフをよく通

過しているためである．しかし，noCYC実験で
西方トラフの抑制が起こっても，移動性高気圧
の吸収はあるので，ブロッキングの振幅は大き
く減少していない．
この感度実験で得られた結果は，ロシアブロッ

キングの持続において SAMが働いていたこと
を示し，更に移動性擾乱がロシアブロッキング
持続の主要因であったことを示唆している．ま
た，移動性高気圧がロシアブロッキング西方ト
ラフを強化しているという，SAMを促進する新
たな素過程が見られた．

4 まとめと今後の課題
2010年夏に発生したロシア西部でのブロッキ

ング持続における移動性擾乱の寄与について，
YIAと YIB で提唱された選択的吸収メカニズ
ムを援用し，定量的解析を試みた．まず，移動
性高・低気圧起源の粒子を追跡する前方流跡線解
析により，移動性高気圧のみがロシアブロッキ
ング高気圧に吸収され，移動性低気圧はブロッ
キング高気圧から遠ざけられながら下流へ流さ
れていくことがわかり，SAMが働いていること
がわかった．また，ブロッキング高気圧を構成
する粒子の起源を逆追跡する後方流跡線解析で
は，ブロッキング高気圧を構成する粒子の大部
分がストームトラック域を起源としていること
がわかり，ロシアブロッキング持続の主要因が
移動性擾乱であることを示唆した．次に移動性
高・低気圧を 1つずつ取り除く条件と除かない
条件で大気大循環モデルを積分し，その影響を
調べる感度実験を行った．その結果，移動性高
気圧約 1つの吸収でロシアブロッキングの振幅
の 1/2から 1/3を説明しているという結果が得
られた．
ここで得られた結果は，冬のブロッキングと

同様に夏のブロッキングに関しても SAMが適
用可能であることと，移動性擾乱がその持続に
寄与することを示唆している．
しかしながら，3節で言及したように，更なる

調査が 2つ必要である．1つ目は，PV-inversion

を行う際の上部・下部の境界条件の選び方の影
響である．Bretherton (1966)・Schneider et al.

(2003)で地表面の温位アノマリーを大気中のPV

アノマリーの代理とできることが示されているの
で，その方法で下層の移動性高・低気圧による温
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(a)�

(b)�

(c)�

(d)�

(e)�

(f)�

Day 4�

Day 6�

図 3: (a, c, e) Day 4と (b, d, f) Day 6での 330 K面 EPVのコンポジット図．単位はいずれも PVU．(a,
b) CTL実験（カラー）と JRA25/JCDAS再解析（コンター）．(c, d) CTL実験からの noANTI実
験の差（カラー）と CTL実験（コンター）．(e, f) (c)や (d)と同じだが CTL実験からの noCYC実
験の差（カラー）．コンター間隔は全て 1 PVU毎．

位アノマリーをもPV-inversionで解いて作成さ
れた初期場を用いた実験を行う予定である．2つ
目は，移動性擾乱よりも低周波であるRossby波
からの寄与を定量的に見積ることである．Naka-

mura et al. (1997)では，冬季のブロッキング形
成に，Rossby波と移動性擾乱の両方の寄与が重
要であることを示している．本研究では，移動性
擾乱からの寄与しか見積っていないので，Rossby

波からの寄与についても定量的な調査を実施す
る必要がある．
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「ビッグデータ同化」による 
ゲリラ豪雨予測の構想	

三好　建正 
みよし　たけまさ 

理化学研究所　計算科学研究機構 
Takemasa.Miyoshi@riken.jp 

October 22, 2013, 異常気象研究集会、京大	

別所康太郎（気象衛星センター）、瀬古弘（気象研）、富田浩文（理研）、 
佐藤晋介（NICT）、牛尾知雄（大阪大学）、石川裕（東京大学） 

“ビッグデータ同化”の時代へ	
数学協働プログラム　研究集会 
「気象学におけるビッグデータ同化の数理」 
開催予定（2014年3月下旬頃）	

今後20年を考える	

高精細シミュレーション	 高精細観測	

計算機性能の向上	 観測技術の高度化	

有効利用が可能に	

大容量データ	 大容量データ	

データ量の爆発	

データ同化 

天気予報シミュレーション 観測データ 

©Vaisala 

データ同化は、シミュレーションと現実世界
を結びつけ、相乗効果を生み出す。 

データ同化 

双方の情報を最大限に抽出	

Global Observing System	

Surface station	

Weather balloon	

Aircraft	
Satellite	

Ship	

Buoy	

Radar	

気象庁で使われている観測データ	

World’s effort! (no border in the atmosphere)	

気象庁で使われている観測データ	

使えるデータを統合的に利用	
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次世代静止気象衛星	

（気象庁より）	

Full	  Disk	  

30秒毎の挟領域撮像 
スーパーラピッドスキャン	

ひまわり8号：H26打ち上げ予定 
ひまわり9号：H28打ち上げ予定 

（次世代衛星としては世界初） 

10分毎	 2.5分毎 
ラピッドスキャン	

30秒毎 
スーパーラピッドスキャン	

MTSATによる高頻度観測事例	

山口・島根県における豪雨	

2013年７月28日午前10時－13時	

可視　高解像度　５分毎	 可視　低解像度　30分毎	

（次期ひまわりの半分）	

高解像度衛星画像による豪雨の検知	

（気象庁より）	

衛星で捉えた積乱雲の短時間連続画像	

短時間間隔で取得される衛星画像を分析処理し、 
積乱雲を発生段階からレーダーよりもいち早く 
監視・検出し、集中豪雨や突風等の発生に対する 
早期警戒情報を提供する。	

積乱雲の発達の早期検知	

高度 
（km）	

12 

9 

6 

3 

：気象レーダー探知可能強雨域	

時間（分） 0	 10	 15	 20	 25	 30	

「Chisholm, A. J. and Renick, J. H. (1972)」をもとに加工	

気象レーダー： 
　既に豪雨を降らせる状態 
　になってから探知	

衛星画像：	
　雲の発生段階から 
　捕捉・監視	

衛星画像：	
　急速な発達を自動解析 
　→早期警戒情報	

フェーズドアレイレーダーによる
３次元立体観測（１０～３０秒）

パラボラアンテナによる
３次元立体観測（５～１０分）

次世代型フェーズドアレイレーダー	

（NICTより）	

～１５仰角	 １００仰角	

Ø 次世代に普及する新しいレーダー技術。 
Ø 現在日本では1基が稼働中（大阪大学吹田キャンパス）。 
Ø H25年度中に、2基設置予定。そのうち1基は神戸市に設置。	

従来のレーダー（5分毎）	 フェーズドアレイレーダー（30秒毎）	
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“ビッグデータ同化”時代を先取り	

シミュレーションの改善	

“ビッグデータ同化” 

高精細シミュレーション	

実現象の次世代高精細観測	

10年後の普及を見据えた 
次世代技術のコラボレーション	

ビッグデータ同化によるゲリラ豪雨予測	

研究のねらい：高精細シミュレーションと次世代高精細観測の 
ビッグデータ同化により、ゲリラ豪雨の30分予測に道筋を。 

研究構想	

•  30秒毎に更新する30分予報を行う画期的
な天気予報システムを実証する 
– フェーズドアレイレーダー、次期衛星ひまわり

の観測データを有効活用 
– ゲリラ豪雨の短時間予測　→　防災・減災に貢献 
–  「見えないものを見る」　→　気象学的発見へ	

本研究で利用予定のデータについて 
ü 利用は保証済み。 

ü データは原則オープンなため、共同利用等に制限はない。 
ü 個人情報保護とは無関係。	

研究構想：システムフローチャート	

①アンサンブル30秒
予測シミュレーション

2	  PFLOP

②アンサンブル
データ同化
2	  PFLOP

次期ひまわり
500MB/2.5min

シミュレーション
データ

シミュレーション
データ

アンサンブル予測
200GB

フェーズドアレイ気象
レーダー

2基で1GB/30sec

シミュレーション
データ

シミュレーション
データ

アンサンブル解析
200GB

A-‐1.	  品質管理
A-‐2.	  データ処理

B-‐1.	  品質管理
B-‐2.	  データ処理

解析データ
2GB

③30分予測
シミュレーション

1.2	  PFLOP

30分予測データ
2GB

30秒毎に繰り返し計算

タイムスケジュール（案）	

0	

時間（秒）	

10 20 30 40 

観測データ 
処理・転送	

データ同化 
計算 

（2PFLOP）	

30秒 
アンサンブル 

予測計算 
（2PFLOP）	

30分予測計算（1.2PFLOP）	

30秒 
アンサンブル 

予測計算 
（2PFLOP）	

30分予測計算（1.2PFLOP）	

データ同化 
計算 

（2PFLOP）	

-10 

観測データ 
処理・転送	

200GB	200GB	200GB	

2GB	2GB	

~2GB	

計算機性能：実効250TFLOPS 
「京」の1/4系程度相当	

200GB	データ同化 
計算 

（2PFLOP）	

~2GB	

従来のデータ同化システムとの違い	
Ø  全球データ同化では6時間毎、メソデータ同化では3時間毎にデータ同化。 

Ø  ケタ違いの高頻度 à 桁違いに高速なデータ処理が不可欠。	

ビッグデータ同化の革新技術	

•  高速I/Oに対応したデータ同化アルゴリズム 
– スパコンの200GB/sの超並列IO性能を生かすア

ルゴリズム開発 
– ハードウェアとのコデザイン 

（CRESTビッグデータ基盤の松岡チーム） 

•  観測サイトにおける高速な品質管理・データ
処理技術 
– 生データ取得から品質管理、データ処理までを10

秒以内で終えるための高速処理技術	
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高速I/Oを実現するビッグデータ同化技術	

現状：ファイルシステム経由	 提案：ジョブ間並列通信機構

Ø  ファイルシステムを介さず直接データ転送 
Ø  ファイルI/O APIを変更せず、ミドルウェアに

よってジョブ間の並列データ転送を実現 
Ø  I/O Arbitratorによるデータの集約配布 

アンサンブル
データ同化

30秒アンサンブル予測シミュ
レーション（同時100並列列）

2 GB x 100ファイル
の同時書き込み

Parallel File Server
Ex. Lustre, FEFS 2 GB x 100ファイル

の同時読み込み

2 GB x 100ファイル
の同時書き込み

2 GB x 100ファイル
の同時読み込み

30分予測
シミュレーション

2 GBデータの分散
読み込み

アンサンブル
データ同化

30秒アンサンブル予測シミュ
レーション（同時100並列列）

Parallel File Server
Ex. Lustre, FEFS

2 GB x 100ファイル
の同時書き込み

2 GB x 100ファイル
の同時読み込み

30分予測
シミュレーション

2 GBデータの分散
読み込み

観測データ

I/O Arbitrator

Ø  データ同化と予測シミュレーションの
ジョブ間データ転送がファイルシステ
ムを介する 

ファイルシステム
に多大な負荷	

今こそ、ビッグデータ同化研究を	
◆天の時 
Ø  ゲリラ豪雨予測は喫緊の社会的課題 
Ø  次世代気象レーダー、京コンピュータ

の稼働、次期ひまわりの打ち上げ 
Ø  これら次世代技術により、サイエン

ス・ビッグデータの応用が可能に 
◆地の利 
Ø  我が国には10年後の普及を見据え

た次世代技術が揃っている 
à 世界的に見ても非常に稀有なア
ドバンテージ 

Ø  神戸に2基の次世代気象レーダー 
◆人の和 
世界で活躍する各分野のエース研究者
のコラボレーション 

京コンピュータ 
Ø  H24秋から稼働 

次期衛星ひまわり 
Ø  H26打ち上げ予定 

フェーズドアレイ気象
レーダー 
Ø  H24夏から1基稼働 
Ø  H25年度中に追加設置 

世界に先立って、幅広く応用可能な革新的基盤技術を創出 
à 本研究による「ビッグデータ同化」技術が世界の研究・実利用に貢献	

研究の概要	
　データ同化は、シミュレーションと実世界のデータを融合し相乗効果をもたらす基盤技
術です。本研究では、次世代の高精細シミュレーションと新型センサによる「ビッグデー

タ」を扱うための「ビッグデータ同化」の技術革新を創出し、ゲリラ豪雨予測に応用して、
フェーズドアレイ気象レーダー、次期気象衛星ひまわり、京コンピュータという我が国が世
界に誇る次世代技術を駆使して実証実験し、防災・減災に資するとともに、気象学的ブ
レークスルーをもたらします。	

社会的・経済的・科学的課題と本研究による解決策（提案の独創性、新規性等を含む） 
　・ゲリラ豪雨の短時間予測は、防災・減災の観点で重要な社会的課題 
　・積乱雲中の空気の流れの詳細構造など「見えないものを見る」ことの気象学的意義	

　 　 　これらの課題に対し、本研究では、30秒毎に更新するリードタイム30分の天気予報
という従来では考えられない画期的なシステムを、フェーズドアレイ気象レーダー、次
期衛星ひまわり、及び京コンピュータを駆使して実証実験します。本研究で目指すビッ
グデータ時代のデータ同化におけるリアルタイム処理は、現在のデータ同化技術の延

長では到底実現し難いため、本研究では、ビッグデータを扱うデータ同化、すなわち
「ビッグデータ同化」という技術革新を創出し、既存の技術では実利用が難しい次世代
型センサによるビッグデータを有効利用することで、科学的発見を生むとともに、ビッグ

データ利用の基盤技術を確立し、広く防災・減災に貢献します。	

研究領域「科学的発見・社会的課
題解決に向けた各分野のビッグ
データ利活用促進のための次世代
アプリケーション技術の創出・高度
化」（H25-30年度) 

「ビッグデータ同化」の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証 
（H25-30年度）　　　　　	

　　三好建正　（理化学研究所　チームリーダー）	

研究成果により想定されるインパクト、将来像、イノベーション創出への寄与など	
　ゲリラ豪雨の短時間予測による防災・減災への貢献、気象学的発見へのブレークスルー、2020年代の現業天気予報に向けた提言 
　将来のエクストリーム・コンピューティング時代における幅広いシミュレーション分野で必須となるデータ同化基盤技術の創出	

有効利用が可能に

大容量データ 大容量データ

データ量の爆発

計算機性能の向上 観測技術の高度化

“ビッグデータ同化”の時代へ

フェーズドアレイ気象レーダー	 次期気象衛星ひまわり	 京コンピュータ	

Future plans	
•  Explore a 30-sec. super-rapid DA cycle thorough 

innovating the “Big Data Assimilation” technology. 
(Funded by CREST, Japanese Science & Technology Agency) 

We are hiring!	
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Dual Localization法における局所化パラメータ敏感性の調査 
近藤圭一(筑波大/理研)・三好建正(理研・計算科学)・田中博(筑波大・CCS) 

 
1. はじめに 
データ同化は，数値モデルと観測を高度に

融合させることで，より精緻な初期値・解析値を

得る手法であり，数値予報モデルの予報精度

に大きく影響を与える．大気の流れを考慮した

高度なデータ同化手法にアンサンブルカルマ

ンフィルタ (Evensen 1994) があり，さまざまな

研究が行われている．なかでも局所アンサンブ

ル変換カルマンフィルタ (LETKF; Hunt et al. 

2007) は，LEKF (Ott et al. 2004) に ETKF 

(Bishop et al. 2001) のアルゴリズムを適用し，

並列計算効率が高く，様々な数値予報モデル

に適用されている．局所化を施す際には，一般

的には Gaspari and Cohn (1999) のガウス関数

を近似した局所化関数が用いられ，局所化のス

ケールは 1 標準偏差で与えられる．Miyoshi et 

al. (2007) では T159/L48の全球モデルに 500 

kmの局所化スケール，Miyoshi et al. (2010) で

は T319/L40の全球モデルに 400 kmの局所化

スケールを適用した．領域モデルでは，Zhang 

et al. (2009) において，水平解像度 40.5 km，

13.5 km，4.5 kmのWRFにそれぞれ 340 km，

120 km，40-kmの局所化スケールを適用してい

る．さらに Yussouf and Stensrud (2010) では，

水平解像度が 1 km のモデルを使用しており，

局所化スケールはおよそ 1.1 kmである．このよ

うにモデル解像度が高くなるにつれ，局所化ス

ケールを小さくせざるをえず遠方の観測を同化

できないため，大スケールの誤差を修正できな

い恐れがある． 

この局所化問題に対処するため，Miyoshi 

and Kondo (2013), Kondo et al. (2013)では，異

なる 2 つの局所化スケールを同時に用いること

でマルチスケール構造を考慮する新手法：

Dual-Localization 法を考案した．そこで本研究

では，Miyoshi and Kondo (2013), Kondo et al. 

(2013) に基づき，Dual-Localization 法につい

て詳しく述べるとともに，その効果および局所化

パラメータ敏感性について調査を行った． 

 
2. Dual-Localization法 

Dual Localization法では，観測による修正量

である解析インクリメントを，高波数成分と低波

数成分に分けて解析を行う．高波数成分につ

いては，高解像度の摂動をそのまま用い，小さ

な局所化スケールを適用して，近傍の小スケー

ルの現象を詳細に捕捉する．低波数成分につ

いては，アンサンブル予報摂動を平滑化し，サ

ンプリング誤差を低減することで，より大きな局

 

図 1 星印においてゾンデ観測を同化した場合
のモデル 4層目Uにおける解析インクリメント．
摂動の解像度は T30、局所化スケールは 500 km． 
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所化スケールを適用し，観測の影響範囲を広

げる．両者を考慮することで，広範囲の観測を

同化しつつ，同時に観測近傍の詳細な共分散

構造を維持することが可能となる．具体的には

以下の通りである． 

図 1は，小さい局所化スケール (500 km) を

用いて，高波数成分を含むすべての波数から

求まる解析インクリメントであり，観測近傍の詳

細な構造をとらえている．図 2 は図 1 と同様で

あるが，解像度 T30 から高波数成分を取り除き

T21に平滑化したアンサンブル予報摂動に，局

所化スケール 1000 kmを適用して求めた解析イ

ンクリメントである．摂動を平滑化しているため

詳細な構造を把握できていないが，摂動の平

滑化によりサンプリング誤差が抑えられているた

め，観測の影響範囲を図 1 より大きくとることが

可能である．ここで両者の平均をとると，図 1 の

詳細な構造と図 2 の広い観測の影響範囲のイ

ンクリメントが半分になってしまう．そこで，図 2

から観測近傍の除法を抜き取ることを考える．

図 3は図 2と同様に平滑化したアンサンブル予

 

図 2 星印においてゾンデ観測を同化した場合の
モデル 4 層目 U における解析インクリメント．
摂動の解像度は T21、局所化スケールは 1000 km． 

 

図 3 図 2と同様であるが、局所化スケールが
500 km． 

 

図 4 図 2から図 3を引いたもの． 

 

図 5 Dual-Localization法によるインクリメント． 
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報摂動から求めたインクリメントであるが，局所

化スケールが 500 km である．図 2 から図 3 を

引くことで，図 4 を求める．最後に図 1 と図 4 を

合算することで，詳細なインクリメントの構造を

残したまま，遠くの観測の情報を同化可能とな

る(図 5)． 

 
3. 実験設定 
本研究では，T30/L7 の簡易的な大循環モ
デル SPEEDY (Molteni 2003) を用いた完
全モデル実験を行う．予報変数は，東西風 U 
(m/s), 南北風 V (m/s), 気温 T (K), 比湿 Q 
(kg/kg), 地上気圧 Ps (hPa)である．観測分布
はラジオゾンデ観測網 (図 6) で，観測はす
べての変数で 6時間毎に同化し，同化期間は
1982年 1月 1日から 1983年 2月 1日(1年
1ヶ月)である．従来の局所化手法による実験
を CTRL，Dual-Localization 法による実験
を DLOCとする． 

 
4. 結果 
図 7は，異なる 2つの局所化スケールを変
化させたときの解析 RMSE を表し，赤色は
DLOC が CTRL より RMSE が小さいこと
を示している．2つの局所化スケールを適切
に選ぶことで，DLOCはすべての変数におい
て CTRL より解析精度が高いことが確認で
きる．この 2つの局所化スケールの選択の幅
は，ともに 400 km程度の幅を持っているた

め，数値モデルを変更した場合であっても局

所化スケールの組合せの詳細なチューニン

グはそれほど必要ないことを示している． 
以下では，2つの局所化スケールを全変数に
ついて良好な結果である 600 km (高波数成
分) と 900 km (低波数成分) に固定する． 
 図 8は，CTRLと DLOCの解析 RMSE時
系列であるが，実験期間中盤以降は DLOC
の解析 RMSEが小さい．特に Qでは CTRL
に対して大幅に解析誤差が小さいことが確

認できる．さらに改善率 (図 9) では，観測
の少ない南半球及び海洋を中心にモデル全

層にわたって改善率が高く，20%に達する領
域もある．他の変数では，海洋のみならず観

 

図 6 ラジオゾンデ観測を模した観測分布． 

 

図 7 局所化スケールを 100km 毎に変化させた
ときの解析 RMSE．赤色は CTRLに対して DLOC
の方が RMSEが小さいことを表す．(a) モデル 4
層目(～500 hPa) の U (m s-1), (b) モデル 2層目 
(～850 hPa)の T (K), (c) モデル最下層 (～925 
hPa)の Q (g/kg), (d) Ps (hPa). 
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測の多い陸地でも大幅な改善が見られる 
(図略)． 

 
5. まとめ 

Dual-Localization法は，異なる 2つの局
所化スケールを用いて，高波数成分と低波数

成分に分けて解析を行う手法である．本研究

では，2つの局所化スケールの組合せの違い
による敏感性及びDual-Localization法の効
果について調査を行った．その結果 Dual-
Localization 法により解析誤差は大幅に改
善し、局所化スケールの組合せはそれぞれ

400 km 程度の幅を持って CTRL に対して
良好な結果を示すことが確認された．これに

より数値モデルを変更した場合であっても，

本研究のような詳細なチューニングの必要

性は薄いと考えられる．今後はより現実的な

数値モデルと実際の観測を用いた調査を行

う予定である． 
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図 8 CTRL 及び DLOC の解析 RMSE 時系列．
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ベイズ推定を用いた低次元モデルによる
動的マルチモデルEnKF同化実験

大塚成徳・三好建正（理研・計算科学）

1 はじめに

数値天気予報において、予報の不確実性を表
現する方法としてアンサンブル予報が用いられ
てきた。近年では、予報モデル自体の不確実性を
扱うために、マルチモデルアンサンブル予報が
研究されている。多くの場合、異なる力学コア、
物理スキームを用いたモデルを組み合わせるこ
とにより、マルチモデルアンサンブルを構成し
ている (e.g., Stensrud et al., 2000)。マルチモデ
ルアンサンブルを用いたデータ同化についても
研究が進められている (e.g., Meng and Zhang,

2007)。
モデルアンサンブルと初期値アンサンブルを
組み合わせる場合、先行研究においては多くの
場合、各モデルのアンサンブルサイズは事前に
定められている。たいていの場合、各モデルに
同じアンサンブルメンバ数が割り当てられてい
る。しかし、全てのモデルに同じメンバ数を割
り当てることが最適とは限らない。そこで、本
研究の目的は、マルチモデルアンサンブルデー
タ同化における各モデルの最適なアンサンブル
数を動的に推定することである。

2 手法

ここではベイズの定理に従い、Nmodel個のモ
デルに割り当てるアンサンブルメンバ数を示す
離散確率分布P (Ai) (i = 1, ..., Nmodel)を、観測
に基づいて更新する（図 1）。

P (Ai|X) =
P (X|Ai)P (Ai)

P (X)
, (1)

Nmodel∑

i=1

P (Ai) = 1, (2)

ここでP (Ai|X)は更新された分布、P (X|Ai)は
観測 Xに基づく各モデルの尤度、P (X)は規格
化係数である。

事前確率 観測 事後確率

事前確率 観測 事後確率
サイクル

t = t
0

t = t
0

+ Δt

×

×ア
ン
サ
ン
ブ
ル
サ
イ
ズ

モデ
ル

1

モデ
ル

2

モデ
ル

3

モデ
ル

4

図 1: ベイズの定理に基づくモデル確率分布の
更新の概念図。

観測に基づく尤度は以下のようにして決定す
る。まず、少し前の時刻の解析アンサンブルか
ら延長予報を行う。次に、観測の得られた時刻
において、各モデル別のアンサンブル平均と観
測の距離を求め、その逆数に比例する形で尤度
を与える。その尤度を用いて、観測が得られた
時刻の解析後にモデル確率分布 P (Ai)をベイズ
更新する。図 2に尤度決定の概念図を示す。
モデルの確率分布 P (Ai)が単一の不完全モデ

ルに収束すると、成績が低下する。そのため、モ
デル確率分布 P (Ai)の膨張を行い、単一の不完
全モデルへの収束を防ぐ。

α = (∆−∆0)× β, (3)

P (Ai) ← P (Ai)× (1− α) + α/Nmodel,(4)

ここで、∆はアンサンブルカルマンフィルタの
適応膨張パラメータ、∆0は完全モデル実験で得
られるアンサンブルカルマンフィルタの適応膨
張パラメータの平均値、β はチューニングパラ
メータである。
システムの安定的な動作のため、モデル確率
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図 2: 各モデルの尤度決定方法の概念図。黒矢印
（実線・破線）は位相空間上におけるマルチモデ
ルアンサンブルの時間発展を示す。十字印は各
モデルのアンサンブル平均を示す。

分布 P (Ai)は時間方向に平滑化し、その分布を
用いてアンサンブルサイズの変更を行う。変更
の際は、アンサンブルサイズを減少させるモデ
ルの各メンバのうち、観測にもっとも近いメン
バの状態ベクトルを、アンサンブルサイズを増
加させるモデルの新しいメンバの初期状態ベク
トルとして用いる。

3 実験設定

使用するモデルは Lorenz の 40 変数モデル
(Lorenz, 1996; Lorenz and Emanuel, 1998)で
ある。時間積分は 4次の Runge-Kuttaを用い、
時間刻みは 0.01単位時間とする。
異なる F の値を用いたモデルを異なるモデル
とみなして、マルチモデル実験を行う。本実験
の目的は F の値を推定することではなく、最適
なモデル組み合わせを探すことであることに注
意されたい。以後、F = f1のモデルをFf1と表
す。実験ごとに真の F を定め、真の F を用いて
作成した時系列を真値、真値に分散 1の独立な
正規乱数を加えたものを観測とする。
同化手法としては逐次アンサンブル平方根フィ
ルタ (SEnSRF, Whitaker and Hamill, 2002) を
用いる。アンサンブルメンバー数は合計で 20と
し、これを複数のモデルに分配する。観測は 0.05

単位時間（F8の場合、6時間相当）おきに 40点

図 3: EXP1における各モデルのアンサンブルサ
イズ時系列。F6:黒、F7:赤、F8:緑、F9:青、F10:

紫。計算開始から 1年を示す。

の全てで与える。実験期間は 110年（160600同
化ステップ）である。最初の 10年はスピンアッ
プとして除外し、後半 100年を用いて統計量を
計算する。誤差共分散行列の局所化スケールは
6.0（正規分布の標準偏差を 1.0とする単位）と
した。適応共分散膨張法はMiyoshi (2011)を基
に、全点で同一の膨張率∆を用いるようにして
いる。初期値は∆ = 1.1、背景分散として 0.052

を用いている。
本手法において、延長予報の長さは 0.4単位

時間（2日相当）とした。完全モデル実験（F8、
20メンバー、観測点 40点）による適応共分散膨
張の係数は∆0 = 1.015であった。モデル確率分
布の P (Ai)膨張パラメータ βと、P (Ai)の時間
平滑化の強さは最適にチューニングした。

4 結果

4.1 EXP1：真のモデルを含む場合

まず、真の Fを 8とし、F6, F7, F8, F9, F10

でマルチモデルアンサンブルを構成した場合の
結果を示す。この場合、真のモデルF8が含まれ
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図 4: EXP2における各モデルのアンサンブル
サイズ時系列。F6:黒、F7:赤、F9:緑、F10:青。
110年分の時系列を示す。

るため、真のモデルのみに収束することが期待
される。図 3に各モデルのアンサンブルサイズ
の時系列を示す。同化サイクル開始と同時に真
のモデルF8のアンサンブルサイズが増加し、す
べてのアンサンブルメンバが F8に割り当てら
れた状態で落ち着く。すなわち、本手法は期待
通りの動作をしているといえる。解析値の root

mean square error (RMSE)は 0.188で、真のモ
デルのみで同化を行った場合とほぼ同じになる。

4.2 EXP2：真のモデルを含まない場合

次に、真の Fを 8とし、F6, F7, F9, F10で
マルチモデルアンサンブルを構成した場合の結
果を示す。この場合、真のモデルF8は含まれな
いため、複数のモデルの組み合わせに落ち着く
ことが期待される。図 4に各モデルのアンサン
ブルサイズの時系列を示す。同化サイクル開始
とともに真のモデルから離れている F6, F10が
減少し、F7と F9が残る。F7と F9の割合は平
均するとおよそ 8割強と 2割弱である。これは
手動で求めた最適なモデル組み合わせとほぼ一
致する。そのため、解析値のRMSEも最適なモ

図 5: EXP3における各モデルのアンサンブルサ
イズ時系列。F6:黒、F7:赤、F9:緑、F10:青。破
線は真の F を示す。計算開始後 10年から 12年
までの 2年を示す。

デル組み合わせの場合とほぼ同じ 0.274になる。
これは、すべてのモデルに同じメンバ数を割り
当てた場合の 0.316に比べて 1割以上RMSEを
減少させたことになる。

4.3 EXP3：真の F が時間変化する場合

最後に、真のF を 8+sin(2πt/73)とした場合
（1年周期相当の変動）に、F6, F7, F9, F10で
構成した動的マルチモデルアンサンブルが F の
時間変化に追従できるかどうかを調べる。この
実験では、各モデルに最低 1メンバを割り当て
ることで、あるモデルから別のモデルへの遷移
をなめらかに行うことができるようにする。図
5に各モデルのアンサンブルサイズの時系列を
示す。真の F が 7に近づくと F7のメンバ数が
増え、9に近づくと F9のメンバ数が増える。真
の F の位相に対して、アンサンブルサイズの位
相はやや遅れる。F6とF10は 1メンバ（最低メ
ンバ数）のまま、ほとんど変化しない。
提案手法による解析のRMSEは 0.273であり、

時間的に一定な最適モデル組み合わせにおける
0.287よりもさらに低くなる。
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5 まとめ

マルチモデルアンサンブルカルマンフィルタ
において、各モデルのアンサンブルサイズを動
的に最適化するために、離散ベイズフィルタを用
いた手法を開発した。解析アンサンブルからの
延長予報を用いて、各モデルのアンサンブル平
均と観測の距離に逆比例する形で各モデルの尤
度を決定した。また、単一の不完全モデルに収束
しないように、モデル確率分布の膨張を行った。

Lorenzの 40変数モデルを用いた実験により、
提案手法が良好に動作することを確認した。こ
こではモデル中のパラメータ F を変えたモデル
を複数用いることにより、マルチモデルアンサ
ンブルを模した実験を行った。真のモデルを含
むマルチモデルアンサンブルの場合には真のモ
デルに収束し、真のモデルを含まない場合には
複数のモデルの最適な組み合わせを得た。解析
値のRMSEは、手動で求めた最適なモデル組み
合わせの場合とほぼ同じ値を得た。
真の系が時間変動する場合には、その時間変
動に追従する形で最適な組み合わせを得た。こ
の場合、時間的に一定なモデル組み合わせにお
ける最適値と比べてさらにRMSEを減少させる
ことができた。
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ㄗᕪᢚࠊ࠾࡚࠼㐺ษ࡛ࠋ࠼⪄࠶ 
 
㸱㸬ゎᯒணሗࣝࢡࢧᐇ㦂 
 Ẽ㇟ᗇࡢ⌫ゎᯒணሗࢸࢫࢩ㸦2012 ᖺ
12 ᭶Ⅼ࡛ࡢ⌧ᴗࢸࢫࢩ┦ᙜ㸧ࠊ࠸⏝
ゎᯒணሗࣝࢡࢧᐇ㦂ࣜࣁࠋࡓࡗ⾜
㔜ࡢᬒㄗᕪඹศᩓ⫼ࡅ࠾ྠࢱ࣮ࢹࢻ
ࡣ 5.0,7.0 21   EE ࣝࣥࢧࣥࠋࡓࡋ
ᗈ⠊ࠊ࠾࡚ࡋᒁᅾࡣศᕸࡢᬒㄗᕪ⫼
ᅖ࡛ẼೃᏛⓗ࡞⫼ᬒㄗᕪᑠࡇ࡞ࡃࡉ
Ẽೃࠊࡇࡢࡇࠋ㸦ᅗ␎㸧ࡓࡗࡀ
Ꮫⓗ࡞⫼ᬒㄗᕪ⭾ᙇࢢࣥࢽ࣮ࣗࢳࡏࡉ
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ᅗ 3 ゎᯒணሗࣝࢡࢧᐇ㦂 2012 ᖺ 8 ᭶ྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࡢࡢணሗ⢭ᗘࡢᑐึᮇ್

RMSE ᙜᐇ㦂┦ࢸࢫࢩᑐ⌧ᴗࠋᕪ㸦ୗẁ㸧㸦%㸧ࡢ㛵ಀᩘ┦࣮ࣜࣀࡧ࠾ᨵၿ⋡㸦ୖẁ㸧ࡢ
ᕥࠋࡍ♧ࡇ࠸࡚ࡋᨵၿࡀணሗ⢭ᗘྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࡣ್ࡢṇࠊẚ㍑࡛ࡢ
ᾏ㠃Ẽᅽ850ࠊhPa 㠃Ẽ 500ࠊhPa 㠃㧗ᗘ850ࠊhPa 㠃㢼㏿250ࠊhPa 㠃㢼㏿ࠊࡋ♧ⲔⰍࡣ
༙⌫㸦20oN㹼90oN㸧ࠊ㉥ࡣ⇕ᖏ㸦20oS㹼20oN㸧ࠊ㟷ࡣ༡༙⌫㸦90oS㹼20oS㸧ࡣ⥳ࠊ⌫᳨ࡢド⤖ᯝ
‽᭷ពỈࡀᕪࡢணሗ⢭ᗘࡣ༳ࠋࡍ♧ 95%࡛᭷ព࡛ࠋࡍ♧ࡇ࠶ 
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ࡢ㔜ࡢᬒㄗᕪ⫼ࡣᮏᐇ㦂࡛ࠊ࠾࡚ࡋ
ࡣ 1 ࣮ࢹࢻࣜࣁࠊࡓࠋ࠸࡞࡞ࡣ
Ẽೃࡣᒁᡤࡢᬒㄗᕪඹศᩓ⫼ࡢෆྠࢱ
Ꮫⓗ࡞⫼ᬒㄗᕪᇶ࡙ࢫࣥࣛࣂࣥࡃኚᩘ
ࢫࣃࣁࡣᦤືࡢࡑࠊ࡛ୖࡓࡅ࡚ࡋᑐ
 .Clayton et alࡣ௨ୖ2Ⅼࠋࡓࡅࢱࣝࣇ
㸦ඹศ࣮ࣝࢣࢫᒁᡤࠋࡓࡋ⪄ཧ(2013)
ᩓࡢ㔜ࡀ e/1 Ỉᖹࡣ㊥㞳㸧࡞ 800kmࠊ
㖄┤ 0.8㸦ᑐᩘẼᅽ㸧ࠋࡓࡋ⌧ᴗࢸࢫࢩ
┦ᙜࡢᐇ㦂ࡌྠほ ྠࠊࡋணሗ⢭ᗘ
ẚ㍑ࠋࡓࡋᮇ㛫ࡣ 2012 ᖺ 7 ᭶ 10 ᪥ 00UTC
ึᮇ್ 2012 ᖺ 9 ᭶ 11 ᪥ 18UTC ึᮇ
್࡛ 6 㛫ࡈゎᯒࡕ࠺ࡢࡇࠊ࠸⾜
2012 ᖺ 8 ᭶ྛࡢ᪥ 12UTC ึᮇ್ 11 ᪥
ணሗィ⟬᳨࡚ࡋドࠋࡓ࠸⏝EnKF ࡚ࡋ
ࡣ LETKF (Hunt et al. 2007)ึࠊ࠸⏝
ࡢ 10 ᪥㛫ࡣᦤືࡢࣥࣆࢫࡢᙳ㡪⪃
៖4ࠊࡋD-Var ࡞ẼೃᏛⓗࡣ࡚࠸࠾ B ࡢ
ࡣணሗࣝࣥࢧࣥࠋࡓࡋ⟭ィ࡚࠸⏝
TL319L60 ࡢ 50 EnKFࠊࡋ࣮ࣂ࣓ࣥ ᒁࡢ
ᡤࡣ࣮ࣝࢣࢫỈᖹ 400kmࠊ㖄┤ 0.4㸦ᑐᩘ
Ẽᅽ㸧タᐃࠊࡋ㐺ྜᆺඹศᩓ⭾ᙇ (Miyoshi 
 ࠋࡓࡋ⏝㐺(2011
 ᅗ 3 ࡢᑐึᮇ᳨್ド RMSE ࣜࣀ
࣮┦㛵ಀᩘࠊ࡚࠸ࡘ⌧ᴗࢸࢫࢩ┦ᙜᐇ㦂
ᑐึᮇ୰ᚰ⌫༡༙ࠋࡍ♧⋠ᨵၿࡢ
್ணሗ⢭ᗘࡀᨵၿ≉ࠊ࠾࡚ࡋணሗ๓༙࡛
ᅗࠋ࠶᭷ព࡛ィⓗ⤫ࡀᕪࡢࡑࡣ 4 ࢰᑐ
ணሗࡢࢹࣥ RMSE ࠊゎᯒࠋࡍ♧⋠ᨵၿࡢ
ணሗ⯡ⓗࡢࢹࣥࢰほ ㏆࠸
ᮾࡢᖏᡂᒙᅪ⇕ࠊ≉ࠋࡀࡇ࠸࡚
す㢼ࢹࣥࢰࡣ࡚࠸ࡘほ ࡃࡁᐤ࡚ࡗ

࠸࡚ࡗῶࡃࡁࢫࣂࡢࢹࣥࢰᑐࠊ࠾
 ࠋ㸦ᅗ␎㸧
 
㸲㸬ᚋࡢㄢ㢟 
࣭ࣝࣥࢧࣥ  ὶࢱࣝࣇࣥࣝ
ᬒㄗᕪ⫼ࡢ౫Ꮡ 4 ḟඖኚศἲ࡛⪃៖ࡍ
Ẽ㇟ᗇᡭἲࡢྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࠊ
⌫ゎᯒࢸࢫࢩᐇࠊࡋ⌧ᴗ┦ᙜࡢゎᯒ
ணሗࢸࢫࢩணሗ⢭ᗘࡢẚ㍑ࠋࡓࡗ⾜ᑐ
ึᮇ್ࡢணሗ⢭ᗘࡣ༡༙⌫୰ᚰ᭷ព
ᨵၿࠊ࠾࡚ࡋᑐࡢࢹࣥࢰほ ࡛⯡ⓗ
ᨵၿഴྥࡀぢࠋࡓ 
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ࡋࢸࢫࢩྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࡣࡘ
ᬒ⫼ࠊࡤ࠼࡚ࡋ⪅๓ࠋ࠶㐺࡛᭱ࡢ࡚
ㄗᕪඹศᩓࡢᒁᡤ᪉ἲࡢኚ᭦࠼⪄ࡀ
 ほ┤㖄ࠊࡃከࡀ ほࡢ㠀ṇࠊ≉ࠋ
ሗࡢ㔜ᣢࡘ⾨㍤ᗘ ᗘほ ᑐࡍ
ࠋ࠶ࡀవᆅࡢࡋ┤ぢࠊࡣ࡚࠸ࡘᒁᡤ
ᚋ⪅ࠊࡣ࡚ࡋ⫼ᬒㄗᕪࡢ㔜 21 ,EE 㐺᭱ࡢ
ࠋ࠼⪄ࡀ࡞⫼ᬒㄗᕪࡢ㔜࠸ࡘ
ᥦࡀ᪉ἲࡍ㐺᭱ⓗື⮬ࡇࠊࡣ࡚
⏝ᚋ㐺ࠊ㸦Bishop et al. 2013㸧࠾࡚ࡉ
ࢥ⟭ィࠊࡓࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋウ᳨ᛶ⬟ྍࡢ
ィࡓ㝈ࡅࠊ㛵ಀࡢணሗ⢭ᗘࢺࢫ
࣓ࣥࡢࣝࣥࢧࣥ࡞୰࡛᭱㐺ࡢࢺࢫࢥ⟭
ࡇࡍウ᳨ࡏྜ⤌ࡢゎീᗘᩘ࣮ࣂ
 ࠋ࠶ᚲせ࡛
ࠊྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࠊࡉ 
ゎᯒㄗᕪࣝࣥࢧࣥࡓࡋᦤືᚓ
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ᅗ 4 2012 ᖺ 8 ᭶ྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࡢࡢணሗ⢭ᗘࡢᑐࢹࣥࢰ RMSE ⌧ᑐࠋᨵၿ⋡㸦%㸧ࡢ
ᴗࢸࢫࢩᐇ㦂ࡢẚ㍑࡛ࠊᶓ㍈ࡣணሗ㛫ࠊ⦪㍈ࡣẼᅽࠋࡍ♧㉥ࡣணሗ⢭ᗘࡀᨵၿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡍ♧ド⤖ᯝ᳨ࡢ⌫༡༙ࠊᖏ⇕ࠊ⌫༙ẁୖࠊᮾす㢼ࠊ㧗ᗘࠊ Ẽᕥࠋࡍ♧ࡇ

ࣥࢧࣥᦤືࡢࡇࠊࡓࡁ࡛ࡀࡇ
ࣝணሗึࡢᮇᦤື࡚ࡋ⏝ࡇࡍ⪃
ྠࢱ࣮ࢹࢻࣜࣁࠊࡣ࡛≦⌧ࠋ࠼
ึࡢᮇᦤືึࡢ⾜⌧ࡣᮇᦤືసᡂᡭἲ࡛
ࡀ⋠ᡂ㛗ࡢᦤືሙྜࡓ࠸⏝SVἲ࠶
ᑠࡀࡇ࠸ࡉㄢ㢟࡛ࠋ࠶ᚋࠊࡣSV ࡢ
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気象庁 55 年長期再解析（JRA-55）の初期評価結果について  

原田やよい・古林慎哉・太田行哉・小野田浩克・大野木和敏 

気象庁地球環境・海洋部気候情報課 

 

１．はじめに 

平成21年度に計算を開始した気象庁55年

長期再解析（JRA-55、Ebita et al. 2011）

は、気象研究所、気象衛星センターをはじめ

とする関係各所の協力および長期再解析推

進委員会委員をはじめとする学識経験者の

助言のもとに実施され、平成25年3月に完了

した。対象期間はラジオゾンデ定時観測ネッ

トワークが確立された1958年まで遡り、20

世紀後半をカバーしたものとしては、４次元

変分法が導入された世界初の長期再解析で

ある。本稿ではJRA-55の概要、JRA-25長期再

解析および気象庁気候同化サイクル（JRAｰ

25/JCDAS、Onogi et al. 2007）や衛星観測

データセットとの比較結果など、JRA-55の初

期評価結果について報告を行う。 

 

２．JRA-25/JCDAS からの変更点 

第 1 図に JRA-25/JCDAS からのシステムお

よび境界値の変更点を示す。JRA-55 では数

値予報モデルの高解像度化や長波放射スキ

ームをはじめとする物理過程の改良、４次元

変分法の採用など、JRA-25 以降の現業シス

テムの改良を反映している。またラジオゾン

デ気温観測における測器の変遷等の影響を

取 り 除 く た め 、 RAOBCORE ver.1.4

（Haimberger et al. 2008）を導入した。更

に衛星の切り替え時やバイアス特性の時間

変化への対応を容易にするために、変分法の

内部でバイアス補正係数の更新を随時行う

変分法バイアス補正(VarBC: Variational 

Bias Correction)（Dee 2005）を輝度温度観

測に対して導入した。境界値についても、6

種類の温室効果ガスの経年変化が考慮され、

オゾン 3 次元日別値を計算する化学輸送モ

デルも更新されるなど改良が施されている。 

JRA-55 では、様々な種類の観測データを

利用しており（第 2 図）、特に JRA では初め

て使用した 1970 年代以前の地上・高層観測

データには、低品質のものが多く存在するた

め、その品質管理が重要となる。衛星データ

については、気象衛星センター、宇宙航空研

究開発機構および欧州気象衛星開発機構を

はじめとする、各機関で再処理された衛星デ

ータを可能な限り利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 JRA-25/JCDASからの変更点。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 JRA-55で使用した観測データ。 

JRA-25/JCDAS JRA-55

温室効果ガス CO2 （375ppm固定）
CO2, CH4, N2O, CFC-11, 

CFC-12, HCFC-22
（年別値を日別内挿）

オゾン
日別3次元累年値

(MRI-CTM (T42L45))

月別3次元気候値*（~1978）
日別3次元累年値（1979~）

(MRI-CTM (T42L68))

エアロゾル 海陸別年平均値気候値

光学的厚さ

月別2次元気候値*
光学的特性・鉛直プロファイル

海陸別年平均値気候値

海面水温
COBE v1.2 （~2006/02）

〃 v1.5 （2006/03~）
（1度格子）

COBE v1.5
（1度格子）

JRA-25/JCDAS JRA-55

解像度 T106L40 （最上層0.4hPa） TL319L60 （最上層0.1hPa）

時間積分スキーム オイラー法 セミラグランジアン法

長波放射スキーム

線吸収

バンドモデル
水蒸気連続吸収帯

e-タイプのみ

線吸収

テーブル参照法
水蒸気連続吸収帯

e-タイプ及びP-タイプ

同化手法 3次元変分法
4次元変分法

（T106インナーモデル）

背景誤差共分散行列 一定値 非衛星時代は1.8倍の誤差分散

バイアス補正
（ラジオゾンデ気温観測）

日射補正のみ
（Andrae et al., 2004）

RAOBCORE Ver 1.4
(Haimberger, 2008)

バイアス補正
（衛星輝度温度観測）

オフライン 変分法バイアス補正

陸面解析
オフラインSiB

（6時間間隔大気強制力）
オフラインSiB

（3時間間隔大気強制力）
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３．結果 

第3図にJRA-55（赤色線）、JRA-25（黒色線）

および気象庁現業システム（灰色線）の

500hPa高度場2日予報のRMSE時系列図を示す。

北半球では、JRA-55のRMSEはJRA-25のものと

比べて期間を通じて8割ほど減少しており、

JRA-55のデータ同化システムの性能が大幅

に向上していることを示している。また現業

システムと比較して、再解析はいずれもRMSE

がなだらかに減少しており、品質が安定して

いる。一方、南半球では観測システムの変遷

に対応したスコアの変動が見られており、同

領域において性能を向上し安定させること

が今後の課題である。 

第4図には、1986年6月1日00UTCにおける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360K等温位面の渦位の分布を示す。渦位は断

熱・摩擦なしの条件下で保存量とみなされ、

大気の流れのトレーサーとなりうる物理量

である（Hoskins et al. 1985）。JRA-55にお

ける360K等温位面上の渦位分布は（第4図上）、

対流圏上層の圏界面付近における大気の流

れをよく表しており、亜熱帯ジェット沿いの

準定常ロスビー波伝播の微細構造や熱帯の

対流活動活発域における大気応答の様子が

良くとらえられている。JRA-25（第4図下）

と比較すると、大気大循環の流れの表現が大

きく改善されたことがわかる。このような改

善の要因として、一つには同化手法に4次元

変分法が導入されたこと、更に数値予報モデ

ルの移流スキームがオイラー法からセミラ

グランジュ法に改良されたことが挙げられ

る。 

 第5図にはJRAおよびERAの全球平均気温

偏差高度・時間断面図を示す。ERA-40では、

1970年代半ばに大きな不連続が見られ、こ

の年代のNOAA衛星の輝度温度観測の取り扱

いに問題があったことが原因である

（Santer et al. 2004）。また、JRA-25と

ERA-40では、80年代前半の成層圏に不連続

が見られ、NOAA衛星の切り替えに伴うTOVS

輝度温度データの品質変化による。更に

JRA-25の1998年の成層圏の大きな不連続は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRA-55
(4D-var)

JRA-25
(3D-var)

第 3 図 JRA-55（赤色線）、JRA-25（黒色線）お
よび気象庁現業システム（灰色線）の 500hPa高
度場 2日予報の RMSE時系列図。単位は gpm。 

第 4 図 1986 年 6 月 1 日
00UTCにおける 360K等温位
面の渦位の分布図。上図は
JRA-55、下図は JRA-25 のも
のをそれぞれ示す。単位は
10-6K*m2kg-1s-1 。 

 

現業システム

JRA-25

JRA-55

VTPR TOVS ATOVS

TOVS被覆率減

Year

Year

北半球

南半球

GNSSRO
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数値予報モデルの成層圏気温にバイアスが

あった状況下でNOAA衛星搭載のサウンダが

TOVSからATOVSに切り替わり、成層圏で同化

できる放射輝度温度データの質と量が、大き

く変化したことが要因である。サウンダ切り

替えの影響は、ERA-Interimでも上部成層圏

にわずかながら見られる。ERA-Interimと

JRA-55では、VarBCの導入により、ERA-40、

JRA-25に見られたジャンプが軽減されてい

る。全球平均気温偏差はこれまでのERA、JRA

長期再解析の中では、JRA-55の各層での時間

的な連続性が最も滑らかである。 

次に成層圏気温の観測データによる検証

結果を示していく。第6図左は1981年1月にお

ける全球の月平均気温の対ラジオゾンデバ

イアスである。JRA-25では（黒色線）、当時

の全球モデルに下部成層圏で顕著な低温バ

イアスが存在していた。この問題は、JRA-25

で使用された全球予報モデルで使用されて

いた当時の放射スキームがもつ顕著な系統

誤差に起因していることが判明していたが、

2004年12月に気象庁現業にこの問題点を改

善した新しい長波放射スキームが導入され

た。JRA-55では（赤色線）、この新放射スキ

ームを使用したことにより、下部成層圏の顕

著な低温バイアスが大幅に軽減している。 

第7図にはNASAの地球観測衛星AURA搭載の

マイクロ波リムサウンダ観測（MLS/AURA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Schwartz et al. 2008）による検証結果を

示す。第7図aは2008/09年北半球冬季(12～2

月)におけるMLS/AURAの全球帯状気温である。

MLS/AURAのレベル2データは成層圏の気圧レ

ベル数が多く、トップレベルは1e-5hPa（た

だし利用推奨は261～0.001hPa）と非常に高

い。第7b～dには対MLS/AURA全球帯状平均気

温バイアスの緯度-高度断面図を示す。まず

JCDASに注目する（第7図c）と、2000年代後

半では下部成層圏の低温バイアスは、前述の

通りTOVSからATOVSの切り替えにより解消さ

れた一方、3～15hPa付近の上部成層圏では、

5K以上の低温バイアスが見られていた。これ

は、JCDASで用いている高速放射伝達モデル 

(RTTOV-7) におけるマイクロ波上部成層圏

気温チャンネルの計算精度の問題と考えら

れる。JRA-55やMERRAの同領域のバイアスに

注目すると、いずれもJCDASより明らかに軽

減されており、JRA-55の成層圏気温は、長期

変化傾向、鉛直プロファイルのいずれの面か

らみても、JRA-25/JCDASから大きく品質改善

が成されたと言える。しかしながら成層圏圏

界面付近から中間圏にかけては、JRA-55や

MERRAにおいても、依然として大きなバイア

スが見られており、この点については今後実

施される長期再解析において改善されるこ

とが望まれる。 

次に、成層圏大気全般の流れの整合性の改 

(hPa)

(hPa)

(hPa)

(hPa)

(Year)

(Year)

(Year)

(Year)

JRA-55

ERA-40

JRA-25

ERA-Interim

第 5図 JRAおよび ERA の全球平均気温偏差高度・時
間断面図 [K]。それぞれの長期再解析について、各
指定気圧面の 1980～2001 年の全球平均気温を基準
として、そこからの偏差を描画している。 

高温バイアス 低温バイアス

第 6図 1981年 1月における全球の月平均気温
の対ラジオゾンデバイアス（左図）および RMSD
（右図）の鉛直分布図。実線は観測値と第一推
定値の差、破線は観測値と解析値の差を、黒色
線は JRA-25、赤色線は JRA-55の値をそれぞれ
示す。単位は K。 
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第 7 図 2008/09 年北半球冬季(12～2 月)における（a）MLS/AURA の全球帯状気温および（b-d）対
MLS/AURA 全球帯状平均気温バイアスの緯度-高度断面図。バイアスについては、解析値が MLS/AURA
よりも高い場合には正の値、低い場合には負の値を示す。単位は K。 

 

 

 

(a)AURA (b)JRA-55 - AURA

(c)JCDAS - AURA (d)MERRA - AURA

第 8図 MIM法（Iwasaki 1989）により計算した角運動量収支の時系列図（期間はいずれも 2008年
12 月 21 日～2009 年 2 月 10 日）。黒色線は解析値の帯状平均東西風加速、赤色線は移流項、コリ
オリ強制項、EPflux 収束・発散項、および摩擦項の合計値を、青色線はコリオリ強制項、EPflux
収束・発散項、および摩擦項の合計値をそれぞれ示す。単位は ms-1day-1。 

 

 

5hPa

10hPa

30hPa

2hPa

(a)JRA-55 (b)JCDAS
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善について確認する。第8図は2008年12月21

日から2009年2月10日の期間において、等温

位面上質量重み付き帯状平均（MIM法、

Iwasaki 1989、Tanaka et al. 2004を参照）

場で計算した角運動量収支を示す。解析値で

表現される大気の流れが時空間的に整合し

ていれば、帯状平均した運動方程式の左辺の

値（帯状平均東西風加速）が右辺の各項（移

流項、コリオリ強制項、EPflux収束・発散項、

および摩擦項）の合計値と常に等しい値を示

すはずである。また2009年1月は成層圏で波

数2型の大規模突然昇温（Major SSW）が発生

しており、SSW非発生時に比べて解析の整合

性を保つことがより困難と言える。まず5hPa

気圧面について見ると（第8図上から2段目）、

JCDASでは（第8図上から2段目右列）1月中旬

のSSW発生時に東西風が減速を示していたの

に対して（図中黒線）、右辺の各項合計値（図

中赤線）は加速の値を示すことが多く、角運

動量収支が整合していない。一方、JRA-55

では（第8図上から2段目左列）、SSW発生時に

も右辺の各項合計値（図中赤線）が減速を示

しており、東西風の減速とよく整合している。

この他、10hPa や30hPaにおいても（第8図下

2段）、JRA-55はJCDASと比較して角運動量収

支がより良く整合している。このような改善

の主な要因として、先に述べたように、

JRA-55で新しい長波放射スキームの導入に

より下部成層圏の低温バイアスが軽減され

たことや、4次元変分法が導入されたことに

より大気の流れの時間変化を考慮したイン

クリメントが与えられるようになったこと

などが考えられる。 

 これまで主にJRA-55の改善点を述べてき

たが、以降はJRA-55に見られた改善が望まれ

る課題とすべき点について述べていく。長期

再解析を気候研究へ利用する場合、時間均質

性に加えて、地球大気全体の熱収支や水収支

が適切に表現されていることが重要である。

Trenberth et al.(2009)は CERES(Wielicki 

et al. 1996)等の観測情報から全球エネルギ

ー収支の計算を行った。さらにTrenberth et 

al.(2011)では、各長期再解析の全球エネル

ギー収支について見積もっている。これに

JRA-55での計算値を追記した（第1表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRA-55ではJRA-25と比較して、過大な外向き

長 波 放 射 (OLR: Outgoing Long-wave 

Radiation)の緩和、過小であった地表面の下

向き長波放射の増加、大気による短波放射の

吸収の適正化など、放射スキーム改良による

放射関係要素の改善が見られる。一方、過剰

な水循環、大気上端および地表面での正味フ

ラックス量などの悪化も見られている。これ

に関連して、依然として観測値に比べて過大

傾向にあるOLRの分布を確認しておく（第9

図）。JRA-25では（第9図c）、乾燥問題が生じ

ていたアマゾン域、サハラ砂漠において過大

傾向が見られていたが、JRA-55では大幅に緩

和されたことが分かる（第9図d）。一方、熱

帯の対流活動活発域に着目すると、JRA-25、

JRA-55ともに過大傾向が見られる、これは

JRAに限らず、長期再解析共通の特徴である

（図省略）。更にJRA-55では、インド洋から

海洋大陸、西部太平洋にかけての広い範囲で

JRA-25よりも過大傾向が増大したため、大気

上端の正味フラックスが悪化した。 

第 1表 Trenberth et al.(2011)の Fig.10に示さ
れた観測と各長期期再解析のエネルギー収支の
値から抜粋し、JRA-55 の値を追記したもの。単
位は Wm-2。統計期間は長期再解析が 2002～2008
年、観測が 2000～2005年。ただし ERA-40につい
ては 1990年代の値が示されている。 

OBS JRA-55 JRA-25 ERA-40* ERA-I

↓A Incoming Solar Radiation 341.3 341.3 342 343 344
↑B Reflected Solar Radiation 101.9 99.9 95 105 100

↓C=A-B Absorbed Solar Radiation 239.4 241.4 247 238 244

↑D Outgoing Longwave
Radiation

238.5 251.4 255 245 246

C-D Top of Atmosphere Net 0.9 -10.0 -8.0 -7.0 -2.0

↓E Absorbed Longwave
Radiation by Surface

333 338 327 344 342

↑F Surface Longwave Radiation 396 400 400 398 398
↑G Evapotranspiration 80 93 91 82 83
↑H Thermals 17 20 20 16 17

↓I Absorbed Solar Radiation by
Surface

161 164 172 156 164

E-F-G-H+I Net absorbed by surface 1 -11 -12 4 8

Background values
Top of Atmosphere

Surface
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次に、水収支についてもエネルギー収支と

同様に、Trenberth et al.(2011)のFig.9の

水収支の値の抜粋に、JRA-55の値を追記した

ものを示す（第2表）。JRA-55についてみると、

海洋上の降水量・蒸発量はいずれも観測値や

他の再解析と比べて過剰となっている。一方、

一番下段の全球の可降水量については再解

析中最も少ない。これらは、数値予報モデル

に対流圏中層に乾燥バイアスがあり、観測デ

ータにより水蒸気が補充されるものの、大気

中に保持出来ずに降水として除去されてし

まうことを示唆している。第10図には対流圏

における比湿インクリメント（解析値から第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一推定値を引いたもの）の経年変化を示す。

JRA-55では、 JRA-25で見られた SSM/Iや

AMUS-B導入時のインクリメントの不連続は

改善されているものの、データ同化時に、

850hPaより上層での水蒸気量の増加が期間

を通して見られる。またVTPR導入時に850～

700hPa付近に比湿インクリメントの増加が

見られるほか、対流圏中・上層では、2000

年以降に比湿インクリメントの増加が見ら

れ、衛星観測システムの発展と伴い，最近の

年代でより顕著となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)NOAA

(b)JRA-55

(c)JRA-25

(d)JRA-55 － JRA-25

第 9図 2002～2008年平均の外向き長波放射。（a）
は NOAA 衛星による観測値、（b）および（c）は
JRA-55、JRA-25の値を、（d）は JRA-55から JRA-25
の値を引いたものをそれぞれ表す。単位は Wm-2。 

第 2 表 Trenberth et al.(2011)の Fig.9
に示された観測と各長期期再解析の水収
支の値から抜粋し、JRA-55の値を追記した
もの。単位は 103km3year-1。統計期間は長
期再解析が 2002～2008 年、観測が 2000～
2005 年。ただし ERA-40 については 1990
年代の値が示されている。 

[103km3/year]

OBS JRA-55 JRA-25 ERA-40* ERA-I

A Evaporation 426 523 515 449 456
B Precipitation 386 493 474 487 412

A-B  40 30 41 -38 44

C Precipitation 114 122 105 112 119
D Evaporation,transpiration 74 75 72 79 82

C-D 　 40 47 33 33 37

Precipitable water 12.7 12.2 12.4 12.9 12.5

Background values
Ocean

Land

Atmosphere

VTPR TOVS AMSU-BSSM/I

AMSU-BSSM/I

GNSSRO

(a)JRA-55

(b)JRA-25

第 10 図 全球平均した比湿インクリメント
（解析値－第一推定値）の時間－高度断面図。
（a）、（b）は JRA-55、JRA-25 の値をそれぞれ
表す。単位は kgkg-1day-1。 
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 これまで述べたように、海洋上の水循環は

過剰傾向が明瞭ではあるものの、降水量の空

間分布ついては大きな改善が見られたので

最後に述べておく。第11図は熱帯域（22°

S-22°N）における各再解析データ日別降水

量と対TRMM3B42空間相関係数の出現頻度分

布 で あ る 。 JRA-55 は 、 JRA-25/JCDAS や

ERA-Interimと比較して、空間相関係数の出

現頻度分布がより高い領域に全体的にシフ

トしており、日別スケールの降水現象の再現

性は、JRA-25/JCDASやERA- Interimと比較し

て優れていると言える。この傾向は、特に北

半球の暖候期で明瞭になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．まとめ 
JRA-55 の性能に対する初期評価を行った

結果、2 日予報成績では期間中一貫して

JRA-25 を上回り、JRA-25 よりも安定して高

性能であることが分かった。また成層圏につ

いては、JRA-25 で見られた下部成層圏の低

温バイアスはほぼ解消し、時間方向に不自然

なギャップの少ない気温プロファイルを実

現することが出来た。更に下部成層圏を中心

とする角運動量収支の改善が見られ、大気の

流れの整合性が増していることが確認され

た。 

 一方、熱帯の対流活動活発域で外向き長波

放射の正バイアスが増加し、水収支では海上

の水循環が JRA-25 よりも過剰となるなど、

今後に向けた課題も見つかっている。ただし、

水循環は過剰でありながらも日々の降水量

の空間分布再現性については、JRA-25/JCDAS

や ERA-Interim を上回る性能を示している。 

最後に JRA-55 のサブプロダクトとして、

気象研究所気候研究部で実施中の JRA-55C

と JRA-55AMIP を簡単に紹介する。JRA-55C 

は JRA-55 と同じデータ同化システムを使い

ながら、衛星データを使用せず、従来型観測

データのみを同化する手法で計算を実施し

ている。JRA-55 と JRA-55C を比較すること

により、衛星データの変動の影響を特定して

評価できることが期待される。また、

JRA-55AMIP は、その名の通り、JRA-55 のデ

ータ同化システムで観測データを全く同化

しない AMIP タイプランであり、モデルの気

候特性を確認することが可能となる。これら

のデータは、平成 26年度中に計算を完了し、

公開される予定となっている。JRA-55 のデ

ータとあわせて、国内外の調査・研究に大い

に活用されることを期待している。 
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