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雲・降水 実体

水・熱 再配置

１．流体（空気）と 異なる粒子的な振る舞い

　　　粒子（液体・固体） 放射特性・重力落下

２．相変化をともなう

　　　液体⇔気体，液体⇔固体，固体⇔気体

大気循環 駆動力



雲粒･雨滴

Pruppacher, H. and Beard, K. V.: A wind tunnel investigation of the internal circulation and shape of water 
drops falling at terminal velocity in air. Q. J. Roy. Meteorol. Soc., 96, 247–256, 1970.



氷粒子 多様性

Kikuchi, K., T. Kameda, K. Higuchi, A. Yamashita, WG members for 
new classification of snow crystals, 2013: A global classification of 
snow crystals, ice crystals, and solid precipitation based on 
observations from middle latitudes to polar regions. Atmos. Res., 
132-133, 460-472. 



雲微物理過程



粒子 予報方程式

山田 (2003): 物理過程, 数値予報課報告・別冊49号, 気象庁予報部.



数値シミュレーション 特徴

同じ入力値を与えて計算すれ 、何度でも同じ結果を出力する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再現性）

計算領域 あらゆる場所 予報変数（粒子 質量や数）値を出力できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連続性）



雲・降水 粒子 集合

大気と 異なる粒子的な振る舞い・相変化が生じる

関連する物理過程を包括した方程式系

結果 再現性とデータ 連続性

雲・降水と数値シミュレーション



雲核と氷晶核

Twomey and Wojciechowski, 1969, Observations of the 
Geographical Variation of Cloud Nuclei, J. Atmos. Sci., 26, 
648-651.

Meyers et al., 1992, New Primary Ice-Nucleation 
Parameterizations in an Explicit Cloud Model, J. 
Appl. Meteor., 31, 708-721.

IN ～ 1 L-1CCN 10～100 cm-3



Thompson, G., and T. Eidhammer, 2014: A study 
of aerosol impacts on clouds and precipitation 
development in a large winter cyclone. J. Atmos. 
Sci., 71, 3636–3658 

雲に対するエーロゾル 影響



Thompson, G., and T. Eidhammer, 2014: A study of aerosol impacts on clouds and precipitation development in a large winter 
cyclone. J. Atmos. Sci., 71, 3636–3658 

地上降水に対するエーロゾル 影響



氷と水に対する水蒸気 飽和混合比

水滴と氷粒子が混在している場合 氷粒子 成長に好都合



雲粒と氷晶が混在している場合

氷晶 昇華成長

雲粒 蒸発



Hashimoto, A., and M. Murakami, 2016: Numerical Simulations of Glaciogenic Cloud Seeding with Dry Ice Pellets and 
Liquid Carbon Dioxide under Simplified Conditions. SOLA, 12, 22–26, https://doi.org/10.2151/sola.2016-005.

雲 氷化実験



雲 氷化実験

Hashimoto, A., and M. Murakami, 2016: Numerical Simulations of Glaciogenic Cloud Seeding with Dry Ice Pellets and 
Liquid Carbon Dioxide under Simplified Conditions. SOLA, 12, 22–26, https://doi.org/10.2151/sola.2016-005.



結果 再現性が保証されている

入力値 一部を変えて結果 違いを調べる感度実験が

可能。

雲・降水と数値シミュレーション



Eito, H., M. Murakami, C. Muroi, T. Kato, S. Hayashi, H. Kuroiwa, and M. Yoshizaki, 2010: The Structure and Formation Mechanism of 
Transversal Cloud Bands Associated with the Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone. J. Meteor. Soc. Japan, 88, 625-648,  
https://doi.org/10.2151/jmsj.2010-402.

日本海冬季モンスーン時 降雪雲



日本海冬季モンスーン時 降雪雲

Eito, H., M. Murakami, C. Muroi, T. Kato, S. Hayashi, H. Kuroiwa, and M. 
Yoshizaki, 2010: The Structure and Formation Mechanism of Transversal Cloud 
Bands Associated with the Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone. J. Meteor. 
Soc. Japan, 88, 625-648,  https://doi.org/10.2151/jmsj.2010-402.

Murakami, M., 2019: Inner structures of snow clouds over the 
Sea of Japan observed by instrumented aircraft: A review. J. 
Meteor. Soc. Japan, 97, 5–38, doi:10.2151/jmsj.2019-009.



Eito, H., M. Murakami, C. Muroi, T. Kato, S. Hayashi, H. Kuroiwa, and M. 
Yoshizaki, 2010: The Structure and Formation Mechanism of Transversal Cloud 
Bands Associated with the Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone. J. Meteor. 
Soc. Japan, 88, 625-648,  https://doi.org/10.2151/jmsj.2010-402.

Murakami, M., 2019: Inner structures of snow clouds over the 
Sea of Japan observed by instrumented aircraft: A review. J. 
Meteor. Soc. Japan, 97, 5–38, doi:10.2151/jmsj.2019-009.

日本海冬季モンスーン時 降雪雲



データを連続的に取得できる

雲・降水 特徴を連続的に捉えることができる

雲・降水と数値シミュレーション



雲・降水モデリング



素過程別成長量を追跡する変数を新たに導入



熊井基, 2008: 雪結晶ダイヤグラム
の比較研究 —中谷Ta-S, Mason 
Ta-S, 小林 Ta-S —. 雪氷, 70, 
514-524.

気象条件と晶癖



素過程追跡モデル



雲粒寄与率 観測値と 比較

Fig. 4. (a) Relationship between snowfall intensity and riming proportion for observations, reprinted from Harimaya and Nakai(1991). The curved 
line represents the lower limit of the riming proportion. Numerals in the upper row show the ratios (%) of snow particles with a rime mass of over 
50 % to the total snow particles  (b) Same as (a) but for simulations at the point on the upwind side of the mountain (x = 370 km). Simulated 
parameters are plotted every 10 min during 24 h from FT = 36–60 h. The broken line in (b) is the same as the solid line in (a).

Harimaya, T. and Y. Nakai, 1999: Riming growth process contributing to the formation of snowfall in orographic areas of Japan facing the Japan 
Sea. J. Meteor. Soc. Japan, 77, 101-115.
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Fig. 5. Relationship between temperature and mass content of different crystal habits in observations for (a) columnar, (b) 
dendritic and (c) planar crystals. (d), (e) and (f) are the same as (a), (b) and (c), respectively, but for the simulation 
results at the point on the upwind side of the mountain (x = 370 km). The red symbol shows the average of mass content 
in every 2 °C.

雲粒子ゾンデ観測と 比較



降雪粒子 再現実験



筋状降雪雲とJPCZ降雪雲（2018年2月5日）



筋状降雪雲とJPCZ 降雪粒子 違い（2018年2月5日）



筋状降雪雲とJPCZ 降雪粒子 違い（2018年2月5日）



筋状降雪雲とJPCZ 降雪粒子 違い（2018年2月5日）



筋状降雪雲とJPCZ 降雪粒子 違い（2018年2月5日）

JPCZ 筋状雲

降水強度 大きい 小さい

降雪粒子数濃度 大きい 小さい

降水量に対する霰
寄与率

小さい 大きい

観測結果



JMA-NHMを用いた降水再現実験

Basic version

600 grid cells
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JPCZ と 降雪分布 推移 1km-NHM Basic version 結果（2018年2月5日）

モデル
1時間降水量（mm h-1

） 解析雨量（mm h-1
）

観測

輝度温度（Himawari-8, Ch13）

解析雨量（mm h-1
）

2月5日午後から夜にかけて収

束帯が長岡付近に上陸

雲頂温度（
oC）

降雪粒子数濃度（ L-1
） 鉛直積分液水量（ mm）

棒グラフ　赤：霰 , 灰色：雪 , 青：雨

赤点：降水に対する霰寄与率

Northeastward distance from the southwest corner of domain (km)

1000km
800km

600km

Northeastward distance from the southwest corner of domain (km)

海岸線から100km以内の日本海上の領域を南西から北東方向

へ1.4km毎に区切り，各区間毎に各パラメータの平均を求め

た．

橋本 石坂, 山下, 本吉, 中井, 山口,  2020: 2018年冬季大雪事例の降雪粒子特性に関する数値実験 . 日本気象学会 2020年度春季大会 , P209.



JPCZに伴う降雪粒子 微物理特性 (1km-NHM Basic version )

1000km
800km

600km

Northeastward distance from the southwest corner of domain (km) Northeastward distance from the southwest corner of domain (km)

海岸線から100km以内の日本海上の領域を南西から北東方向

へ1.4km毎に区切り，各区間毎に各パラメータの平均を求め

た．

収束帯の内側では

　降水量大

　霰寄与率小

収束帯の外側では

　降水量小

　霰寄与率大

収束帯の内側では

　雲頂温度低い

　数濃度多い

数濃度

雲頂温度

降水強度

霰寄与率

橋本 石坂, 山下, 本吉, 中井, 山口,  2020: 2018年冬季大雪事例の降雪粒子特性に関する数値実験 . 日本気象学会 2020年度春季大会 , P209.



素過程追跡モデル



 1km-NHM Process-Tracking version を用いたシミュレーション結果

1000km
800km

600km

Northeastward distance from the southwest corner of domain (km)

数濃度

雲頂温度

降水強度

霰寄与率

観測結果

雪粒子に対する雲粒寄与率

JPCZ 筋状雲

降水強度 大きい 小さい

降雪粒子数濃度 大きい 小さい

降水量に対する
霰寄与率

小さい 大きい

 シミュレーション結果  観測
結果と定性的に一致

橋本 石坂, 山下, 本吉, 中井, 山口,  2020: 2018 年冬季  JPCZ に関連した降
雪形成機構に関する数値実験 . 日本気象学会 2020年度秋季大会 .



素過程追跡モデルを用いた解析

-10 < T < -4 ℃

-20 < T < -10 ℃

-4 < T < 0 ℃

-36 < T < -20 ℃
T < -36 ℃

Depositional growth Riming
Snow

GraupelRain

1200JST 5 February 2018

Northeastward distance from the southwest corner of domain (km)

降水強度

霰寄与率

雪粒子に対する雲粒寄与率

　 JPCZ内 降雪で 霰
寄与 小さいも , 雪粒
子に対する雲粒捕捉過程
寄与（オレンジ）が っきりと
認められた．
　低温域で 昇華成長 寄
与（黄色）も認められた．

橋本 石坂, 山下, 本吉, 中井, 山口,  2020: 2018 年冬季  JPCZ に関連した降雪形成機構に関する数値実験 . 日本気象学会 2020年度秋季大会 .



雲・降水 物理過程を包括した方程式系

結果 再現性とデータ 連続性

モデリングを通じて必要な情報を創出できる

観測と 連携による雲・降水 実態解明

ま　と　め


