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北海道大学地球物理学研究報告

Geophysical Bulletin of Hokkaido University， Sapporo， japan 

Vol. 39. january， 1981， p. 1ー 18.

北海道オロフレ山系南東斜面の降雨特性， ( 1 ) 

ー降雨量分布一

近 野 好 文 ・ 菊 地勝弘

北海道大学理学部地球物理学教室

(昭和 55年 8月7日受理)

Properties of Local Heavy Rainfall on the Southeast Slope 

of Orofure Mountain Range in the Iburi District， 
Hokl凶 ido，Japan， (1) 

- Distribution Patterns of Rainfall Amount-

By Takafumi KONNO and Katsuhiro KIKUCHI 

Department of Geophysics， Faculty of Science， Hokkaido University 

(Recei ved August 7， 1980) 

Observations of amount of rainfalI using a special mesoscale raingauge network set up by 

the present workers were carried out from June to October， 1978 and 1979 on the southeast 

slope of Orofure Mountain Range in the Iburi District， Hokkaido Japan. As a result， it was 

clarified that the distribution patterns of rainfall amount were mainly influenced by the wind 

direction in the lower layers. Especially， the distribution patterns Were influenced by the 

orographic effects in the case of southerIy winds. On the other hand， the orographic effects 

did not have favorable influences upon the distribution patterns in the case of northerly winds， 

and the patterns were controlled by large disturbances in a situation of synoptic scale. 

There were five distribution patterns in the rainfall amount ;“Orographic rainfall" in which 

the maximum peak of rainfall amount was situated on the southeastern slope of the 

mountainous region in the Orofure Mountain Range as compared to the seaside of the P昌cific

Ocean， "Seaside rainfall" in which the maximum peak of rainfall amount was situated on the 

seaside reg!On;代Homogeneousrainfall" in which the maximum peak was not clear in both 

regions and had a too spacious distribution， "Northwest slope rainfall" in which the maximum 

peak was situated on the northwest slope of mountainous region in the Orofure Mountain 

Range and "Other rainfall type" in which the maximum peak was not classified. 

Furthermore， the orographic rainfaIl was classified as a "Continuous type rainfall" and 

"Convective type rainfall" by the time sequences of their rainfall intensity in the rainfall period 

when the wind direction of the lower layer was southeasterly. The continuous type of oro 

graphic rainfall was a type of rainfall which condensed and precipitated when a humid air mass 

upglides on the southeast slope of Orofure Mountain Range by a southeasterIy wind in the lower 

layer. The convective type of orographic rainfall， on the other hand， was a type of rainfalI 

which was influenced by a large disturbance in the synoptic scale to the continuous type rainfalI 
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described above. Genera11y， the large disturbances move from southwest to northeast under 

the synoptic situations. The ratios of rainfa11 amount of the mountainous region to the seaside 

region were approximately 2.5 in the case of convective type and 5.0 in the case of continuous 

type of orographic rainfa11， respectively. Furthermore， the rainfa11 intensity (mm/day) in the 

mountainous region showed a good correlation with the surface wind velocity at Tomakomai 

Weather Station located to 20 km northeast along the coast. 

The relation between orographic rainfa11 amount and the altitude of raingauge stations was 

studied along Shiraoi-line (S) and Takeura-line (T)， respectively. As a result， rainfa11 amounts 

were proportional to the logarithm of topographic gradient at both lines， in both types of 

convective and continuous orographic rainfa11s， respectively. Rainfa11 amounts along Shiraoi-

line， however， were larger than that along Takeura-line at the same topographic gradient in a11 

cases 

A fundamefital model of orographic rainfa11 as shown in Fig. 15 was made based on the 

properties of convective and continuous type rainfa11s clarified by case studies. The model 

was checked by a numerical experiment. As a result， a cloud physical interaction between rain 

drops precipitating from upper clouds as a part of a large disturbance of synoptic scale and rain 

drops precipitating from lower clouds formed by upglide motion showed an increase of rainfa11 

amount on the seaside region and no effects on the rainfa11 amount in the mountainous r巴gion.

1.はじめに

北海道では，全般的にみると本州方面に比べて年間降水量は少なし大雨もあまり発生しない

が，室蘭から苫小牧にかけての胆振地方オロフレ山系の南東斜面では，年間降雨量も比較的多く，

大雨も時々発生することが，菊地・武田(1978)，武田・菊地 (1978，1979)によって明らかになっ

た.また胆振地方の大雨は最近予報の立場からも註目きれてきており，現地気象台関係者により

研究がなされてきた(佐藤(1968)，山本(1973)). 

太平洋に面した南東斜面における大雨は日本の各地で発生しており(武田・二宮 (1977))，そ

のうち特に尾鷲における大雨については藤原他 (1974)，柳沢他(1974)，Takeda et al. (1976)に

より研究が行われ，雲物理学的過程の重要性が指摘されてきている.山間部で降悶量が多くなる，

いわゆる山面性降雨に対する雲物理学的過程の重要性は，はじめに Bergeron(1965)によって指

摘された.イギリスにおいては， Browning et al. (1974)によって雲の二層構造，およびそれらの

雲物理学的相互作用が指摘された。

そこで最近注目されはじめてきたオロフレ山系の南東斜面を中心にした雨量観測を行い，この

附近の降雨量分布の特徴と，特に山岳性降雨のメカニズムについて調べた.また，山岳性降雨に

対する雲物理学的過程が地上降悶量におよぽす影響を調べるために数値実験を行った.

11. 降雨量の観測

オロフレ山系附近には，すでに気象庁の AMeDAS(Fig. 1， 0印)，北海道庁や営林署 (Fig.1， 

O印)の雨量観測点がある。しかし， これらの観測点は主に海抜高度の低い所ばかりであり，山
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問問棚十

?1pkm 

日g.1. Raingaug巴 observationpoints.φSupported by Hokkaido University， 0: 

Supported by J. M. A. (AMeDAS)， rQJ: Supported by Hokkaido Government and 

Hokkaido Regional Forestry Office. B-71 Tomakomai Weath巴rStation， B-77 : 

Muroran Local Meteorological Observatory 

間部にはほとんどない.そこでLLJ

間部を中心に独自に雨量計を設置

して，雨量観測を行った (Fig.l，

φ正IJ)‘ 1978年には二つの沢(s 
(白老) ライン， T (竹浦)

ライン)を中心に 6台の雨量計を

設置しさらに 1979年にはこつの

沢の中間間近 (H(萩野)ーライ

ン)をも含め合計 16台の雨量計を

設置した (Table1，轡印).その結

果，海岸から山間部にかけての方

向ーおよび、それに直角な方向の雨

Fig.2. An example of raingauge observation pomt 

supported by Hokkaido University 
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085. P. H目。刊恥骨

s国 11 7 
5 -12 60 
5 -13 150 
5 -14 380 
5 -15 540 
H -21 5 

H -22 140 
H -23 1 90 
H -24 500 
H -25 670 
T -31 5 
T -32 40 
T -33 220 
T -34 280 
T -35 510 
T -36 710 
A-51 340 
A-52 560 
A -53 390 
A -54 240 
A -55 920 
A -56 579 

A -57 158 
A -58 300 
B -71 7 

B -72 280 

B -73 130 
8 -74 281 
8 -75 84 
B -76 92 
B -77 43 
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Table 1. Raingauge observation points and 
th巴irheight above sea level.・:Sup-
ported by Hokkaido LJniversity， 0 
Supported by J. M. A. (AMeDAS)， @: 

Supported by Hokkaido Government 
and Hokkaido Regional Forestry Office. 

量の変化をみられるようにした (Fig.2). 

観測は 1978年と 1979年のそれぞ、れ 6月中旬か

ら10月中旬まで行なった.使用した雨量計は 100

日巻の転倒ます型長期自記雨量計 (CMOLRT55 

型)である.時計のチェックは約一ヶ月に一回行っ

た.このことで時刻の精度は::1:10分程度が確保で

きた.

1978年は全国的に少雨傾向てあり，オロフレ山

系附近も降雨量は少なし観測期間中の降雨量は

平年値の 45%，特に 9月に限っては平年値の 30%

しか降らなかった.また，年間 3回程度は発生す

る100mm以上の大雨(菊地・武田(1978)，武

田・菊地(1978))も一回も発生しなかった.1979 

年も 8月中旬までは前年と同じく少雨傾向で，降

雨量は平年値の 70%であったが， 8月後半からは

平年並みの降雨量になり， 100mm以上の大雨も

一回発生した.

Hし降雨特性

オロフレ山系附近の降雨特性を調べるため，各

降雨毎にその特徴を調べた.雨量観測期間である

1978， 79年の 7，8， 9月のそれぞれ三ヶ月間に，

Fig.1の悶量観測点中 10地点以上でlOmm/day

以上の降雨量を記録した例を選んだ (Table2，3). 

ここで，降雨量分布のパターンとして， Fig.3の

ように山間部に降雨量のピークがあり，海岸部に

行くほど少なくなっている“山岳性降雨"(Table 

2，3では Patternの欄にMで示している)， Fig. 4 
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Table 2. Characteristics of rainfall at Orofure Mountain Range in 1978. 

Date Pattern Rainfall Wind D. S鈍 Fog5-14/5-11 
(Shiraoi) 

7. 1-7. 2 s 5E O 
7.3-7. 4 s 5E O 
7. 7 H NNW 

7.14-7.15 s E5E O 
7.18 s E5E O 
7.25 o 5E 

8.1句 8.2 M 5t 5E O 5.8 

8.4 M Cu ESE 2.7 

8.10 M Cu 55E 2.3 

8.14 s SE O 
8.17 H N 

8.19 M Cu SE 3.0 

8.21 O 55W 

9.3 M Cu 55E 5.8 

9.6 O NW 

9.9-9.10 H NNE 

9.14-9.15 M 5t SE ∞ 
9.16-9.17 O NNW 

9.19 M St 55E 4.4 

9.26 O WNW 

のように山間部よりも海岸部で降雨量の多い“海岸性降雨"(Table2，3では Sで示している)， Fig. 

5のように山間部と海岸部の降雨量にはっきりした違いのない“均一降雨"(Table 2，3ではHで示

している)， Fig.6のようにどちらかというとオロフレ山系の北西側で降雨量の多い“北西斜面型

降悶"(Table 2，3では NWで示している)，そして全く分類できないものを“その他"(Table 2，3 

ではOで示している)として五つに分類した.また山岳性降雨を雨の降り方から二つに分類し，

降雨強度が断続的に変化する場合 (Fig.7，上)を対流性降雨 (Cu)，降悶強度が時間的にあまり

変化しない場合 (Fig.7，下)を地雨性降雨(St) として， Table 2，3の Rainfallの欄に記入して

ある.ただしこの分類はあくまでも降雨強度の時間変化から分類したものであり，対流性，地

雨性にそれぞれ対流雲や層状雲を想定したものではない.

Table 2，3の風向は白老の AMeDASの記録から降同期間中の主風向で代表した。さらに，降雨

のあった日に，苫小牧から室蘭にかけての海埠附近で海霧の出現が報告きれていた場合を Table
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Table 3. Characteristics of rainfall at Orofure Mountain Range in 1979. 

Date Pattern Rainfall Wind D. 5ea Fog 5-1415-11 
(Shi国oi)

7.2-7.3 s N 

7.4-7.5 H N 

7.24-7.28 s 55W O 
7.29-7.30 s N 

7.30-7.31 NW w 
8.1-8. 2 NW 5W 

8.4 -8.5 H E 

8.6-8.8 O NNW 

8.15-8.18 M 5t E5E O 11.3 
8.26-8.28 O s 
9.2 M 。』 5E 2.2 

9.5 s N 

9.14-9.15 NW 5W 

9.18-9.19 H NNW 

9.22-923 O NNW 

9.27-928 H NNW 

9.30...10.1 H N 
一一

4
十

A<唱10，1978

o 10Km 
l...-...LーーJ

日g.3. A typical example of the distrト
bution of rainfall amount by "Oro-
graphic rainfall" . 

θ
 
。

十
Pacific 0白釦

Sozpt.5，1979 

t-」0蜘

日g.4. A typical example of the distri-

bution of rainfall amount by "Seaside 
rainfall" . 
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L..ームーー」

Pacif同 Occan

北海道オロアレ山系南東斜面の降雨特性(1)ー降雨量分布一

P回 fic0四釦

釦g.17，1978

o 10附n
Lーーιーー」

、
:。，
J 。

d 
" ，〆。A 。

戸¥ 。@。一。

Fig.6. A typical example of the distri-

bution of rainfali amount by "Northwest 

slope rainfall" . 

Fig.5. A typical example of the distri. 

bution of rainfali amount by "Homo. 

geneous rainfall" 

二j

2，3のSeaFogの欄にO印で記した。海霧の出現

は苫小牧測候所，室蘭地方気象台の気象月表の天

ニー「三ご-17三 で -

-lコ ¥f1 二 >-.J -:二
(;:::師併ザ島j 詩01ロゆ 剖 I&~I

山間部と海岸部の降雨量の比気概況欄によった.

はS-14地点(白老の滝)と S-ll地点(白老)

Fig.7. Typical examples of records of 

rainfall intensity. Upper Convective 

type rainfall， Low巴r: Continuous type 
rainfall. 

で代表した.

まず， 1978年 (Table2)の場合をみると，山岳

の比 (S-14/S-11)

性降雨 (M)は7例とも全て地上風向が南東寄り

の時に起っていることがわかる.海岸性降雨 (S)

同時に必ず海霧の出現が報告されていた.霧の場合にも 5例全て地上風向は南東寄りであるが，

後藤・三浦(1976)によっても報告されが出現している場合に海埠附近の降雨量が多いことは，

また苫小牧から室蘭にかけての海岸附近では，他地域に比べて降雨を伴なう海霧の多いており，

海岸性降雨における海岸部の降このことから，ことが増沢(1963)によっても報告されている.

一方，均一降雨の場合には地上風向は北雨量には海霧が影響を及ほしていることが推測される.

寄りであった.

山間部と海津部との降雨量の比 (S-14/また山昔性降悶を対流性と地雨性で比較してみると，

この比の値は対流性の場合に約 2.5，地雨性の場合に約 5であり，地雨性S-ll)に違いがあり，

の場合の方が山間部と海岸部の降雨量のコントラストが強いことがわかる.

1979年 (Table3)の場合にも， 1978年と同じく，山岳性降雨の場合には地上風向は南東寄りで

オロフレ山系の北西あり，均一降雨の場合には北寄りであった.下層風向が南西寄りの時には，

側で降雨量が多くなる北西斜面型降雨が発生した.一方，海岸性降雨は 1978年の場合のように海

海霧が出現していない時にも発

生していた.海霧が出現する海岸性降雨の場合の降雨量は海岸部で 20mm程度であるのに対し，

白老の地上風向が北寄りで，霧が出現している時ばかりでなく，
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海霧が出現していない時の海岸性降雨の場合の降雨量は 100mm近くにも達する場合があるこ

とから，この二種類の海埠性降悶は全く別のメカニズムによるものと思われる.さらに，海霧が

出現していない時の海岸性降雨の場合の北海道全体の降悶量分布が，オロフレ山系の海岸附近で

多くなっているのは，地形の効果ではなく，大きな擾乱に原因があることがわかる.均一降問の

場合と，海霧が出現していない時の海岸性降雨の場合はどちらも地上風向が北寄りであることか

ら，この二つの降悶量分布は，どちらも地形の影響ではなし大きな擾乱により，均一降雨や海

岸性降悶の分類に属する降悶量分布になるのであろう.

1979年には，山岳性降悶は対流性と地同性がそれぞれ 1回ずつしか発生しなかったが， 1978年

の場合と同じく，地雨性の場合の方が山間部と海岸部の降雨量の比がかなり大きくなっていた.

Table 2，3では主に降雨量分布のパターンを中心に調べてきた.次に，山岳性降悶の場合の地上

の南東風の強さと山間部での降雨強度との関係を，山岳性降雨が数多く発生した 1978年について

調べてみた (Fig.8).地上風速として，風速計が地上 47.7mにあり，風向風速ともに比較的安定

した値を示す苫小牧測候所 (Fig.1， B-71)の日平均風速を用いた.山岳性降雨の場合の風向は

ほぼ南東寄りであることから， 日平均風速をそのまま用いた.降悶強度としては，各降悶毎に山

間部の S-14地点での総降悶量を降雨の継続時間で割り，それを 24倍した値(日降雨量に相当す

る)を用いた.

Fig.8より， i也上風速と山間部の降雨強度との聞には，かなり強い相関があり，次式で表わされ

fこ.

P=13.1 W-14.7 

戸:白老の滝 (S-14地点)での日降雨量 (mm/day)

W:苫小牧 (B-71地点)の日平均風速

(m/s) 

このことは，山岳性降雨においては，下層の

湿った南東風がオロフレ山系の南東斜面を滑

昇し，凝結することによって山間部での降間

強度が強くなることを示しているように思わ

れる.降雨強度は，地上風速が強くなるにつ

れて山昔の斜面による強制上昇流の強さも強

くなることから，地上風速とよい相関がある

ものであろう.

N.降雨量と地形

山昔性降雨が，海岸から山間部に向かうに

つれて降雨量がどのように増加するかを， 19 

78年の記録から S-11 ， 12， 13 ， 14， 15地点を

(1) 

。

R=0.75 。

〔

h
a
m
芝
E
E

。

IQ. 0， 

50 

p= 13.1 W -14.7 

。
。

od 5 10 
W(m/s) 

15 

Fig.8. Relation between rainfall intensity 
at S.14 raingauge observation point and 
surface wind speed at Tomakomai 
Weather Station (B-71). 
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結ぶ白老ラインと，T-31，33，35， A-55 

地点を結ぶ竹浦ラインについて調べてみ

た

Fig.9，上は対流性の山岳性降雨である

1978年 8月 10日の例， Fig. 9，下は地雨性

の山岳性降雨である 1978年 9月 19日の例

である.

それぞれ横軸に総降雨量，縦軸には海岸

からの水平距離と海抜高度から求めた地形

勾配を対数でとってある.

これらの図から，両ラインについて，対

流性の場合でも地雨性の場合でも，総降雨

量は地形勾配の対数に比例して増加してい

ることがわかる.

また，白老ラインと竹浦ラインで比較し

てみると，この両ラインは水平距離で僅か

10kmほどしか離れていないにもかかわら

ず，同じ地形勾配の値に対して，白老ライ

ンの降雨量の方が，竹浦ラインのそれより

もかなり多くなっている.この降雨量の違

いの原因は両ラインに沿っての地形の違い

0.10 

0.05 

ト
，
回
目
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4
g
o
側

鵬
u
-
z
a
d
z
o
o
a
O」

F

。∞10

0.10 

E 
'" 0.05 

色!:l
l。

崎;

9 

20 40 60 
RAINFALL(mm) 

ω 

60 

Fig. 9. Relation between rainfall amount 
and topographic gradient along Shiraoi 
and Takeura lines， respectively. 
Upper : Convecti ve type rainfall， Lower 
Continuous type rainfalL 

によるものと思われる.この附近の地形 (Fig.1)をよくみると，竹浦ラインに沿つての沢は小さ

〈し'途中で

に沿つては沢が大き〈発達しており尾根まで達していることカか込ら'下層の南東風は単に強制上昇

するだけではなし周囲からの水平的な収束をも期待できる.そこで，このような地形の違いに

よって白老ラインと竹浦ラインの降雨量に大きな違いを生じたものであろう.

このような総降悶量と地形勾配との関係，および両ラインの降雨量の違いは， 1978年に観測さ

れた山岳性降雨 7例全てに認められた.一方 1979年にはきらに悶量計を増設し沢に沿ってs-
11，12，13，14，15地点を結ぶ白老ライン， T-31，32，33，34，35，36:t也点を結ぶ竹浦ラインと，この

両ラインの中間に位置した尾根にあたる H-21 ，22，23，24，25地点を結ぶ萩野ラインの三つのラ

インを設けたが，山岳性降雨は 2例しかなし全体的傾向としては 1978年の場合と同じであった

が，小さな変動が多く， 1978年の場合のようなはっきりした特徴は見出せなかった.
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v.対流性山岳性降雨 (1978年8月 10日)と地雨性

山岳性降雨 (1978年9月19日)との比較

これまでの解析から，同じ山岳性降雨でも，対流性の場合と地雨性の場合では，降間強度の時

間変化や，山間部と海培部の降悶量の違いに異った性質を示すことがわかった.

そこで，この二種類の山岳性降雨のメカニズムの違いを調べるために，ケーススタディを行なっ

た.対流性の例として 1978年 8月10日の降雨 (Figs.10， 12， 14)，地雨性の例として 1978年 9月

19日の降雨(Figs.11， 13， 15)を選んだ.この二つの例は間量観測期間中でそれぞれ最も降雨量の

多かった例である.

まず，北海道内の気象官署・地域気象観測所の記録による総降雨量を比較してみると 8月10

日の場合 (Fig.10)には降雨量のピークは北海道北部にあり，南部ではほぼ一様な降問量を示す

中でオロフレ山系附近で降雨量が多くなっている.これに対し， 9月19日の場合 (Fig.11)には

北海道の大部分の地域では降雨が記録されておらず，オロフレ山系の山間部のみで大雨となって

いるのがわかる.

独自に雨量計を設置した観測点 (Fig.1，・印)の記録によると，降悶量のピークは， 8月10日

の対流性の場合には S-15地点で 73mm，9月 19日の地雨性の場合には同じく S-15地点で 93

mmであった.このことから，対流性の山面性降雨は大きな擾乱に伴った降雨系からの降雨が山

Fig.l0. Distribution of rainfall amount by convective type orographic rainfall on 
August 10， 1978. 
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G 

Sept.19・20，1978

Fig.11. Distribution of rainfal1 amount by continuous type orographic rainfall on Sep 
tember 19， 1978. 

。。

11 

もs
?po 2100..l5T匂pt.19;柏市

町g.12. Radar echo sketch by Sapporo and 

Hakodate radars by convective type 
orographic rainfall on August 10， 1978. 

Fig.13. Radar echo sketch by Sapporo and 
Hakodate radars by continuous type 
orographic rainfall on September 19， 

1978. 
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昔によって増巾されたものであると考えられるのに対し地雨性の山岳性降雨は局地的な現象で

あり，山岳によって降雨系自体が発生きせられたものであると考えることができる.

次に，札幌管区気象台と函館海洋気象台のレーターエコー合成図を比較してみると， 8月10日

の場合(Fig.12)にはオロフレ山系附近は大きな降水雲(大部分が 4mm/hr以下，部分的に 4-16 

mm/hr)に覆われているのに対し， 9月 19日の場合(Fig.13)には降水雲はみられなかった Figs

12， 13はそれぞれ地上での降雨強度が最も強かった時刻に近い時刻のレーダーエコーのスケッチ

の合成図であるが，他の時刻においても状況は全く同じであった.札幌と函館のレーダーでは，

オロフレ山系附近は，地形の影響で高度 5，000m以下の現象は捉えられないことを考慮すると，

対流性の山岳性降雨は擾乱に伴った降水雲からの降雨が関与しているのに対し，地雨性の山岳性

降雨は局地的な現象であるはカゐりでなく，垂直的にも下層のみの現象であり，山昔と降雨系が密

接に関わっていることが推測される.

最後に，山間部の尾根に沿って南西から北東方向に並べられた四ヶ所の観測地点 (A-55，T-

35， S -14， A -51)での 20分間雨量の時間変化 (Figs.14， 15)を比較してみる.20分間間量を

用いたのは，観測に用いた雨量計は 20分間間量であれば十分な時間的信頼性があることと，狭い

地域での降雨系の移動をみるためにできるだけ短い時間間隔の雨量記録が必要であるというこつ

の条件からである. 8月10日の場合(対流性)にはいくつかのピークが存在しており，このピー

クは南西から北東方向 (A-55地点からA-51地点)へ移動しているのが認められる.この移動

方向は， Fig. 12のレーターエコーの存在する高さの一般流の風向にほほ、一致している.一方 9

月 19日の場合(地問性)には，降悶量の小さな変動が数多くあるが，これらは悶量計の分解能が

1mm単位のため生じたものであり 8月 10日の場合のようなピークの存在は認めることがで

きなかった.

このように対流性山岳性降雨と地雨性山岳性降雨はいろいろな面でその性質を異にすることが

わかった.

VI.山岳性降雨のモデル

降雨特性の解析の結果，および対流

性と地雨性降雨の比較から，次のよう

な山昔性降雨の基本的モデルを考える

ことができる (Fig.16).

まず，地雨性の山岳性降悶は下層の

湿った南東風がオロフレ山系の南東斜

面をi骨昇することによって生じた山岳

に固有な下層雲によってもたらされる

降雨であると考えられる.これに対し，

対流性の山岳性降雨は同様にして発生

u
 

T
↓
恥 I

b
 

正=宇品
R(Z)=隔世0・恥』

Fig.16. Schematic c10ud model of oro 
graphic rainfall， 
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した下層雲からの降雨に，南西から北東方向へ進んでくる大きな擾乱に伴った上空の降水雲から

の降雨が加わった場合であると考えられる.この上空の降水雲はオロフレ山系にほぼ平行に移動

することから，地形の影響をあまり受けないものと思われる.

ここで，下層雲からの降悶量は，山の斜面によって引き起きれる上昇流の大きさに比例し，ま

た上昇流の大きさを支配する地形勾配はほぼ地形の海抜高度Zに比例していることから， Rst (z) 

で表わし上空の降水雲からの降雨量は，降水雲が地形の影響をあまり受けないであろうと思わ

れることから， Rcuで表わす.従って，地上で観測される降雨量 R(z)は次のように表わすこと

ができる.

地雨性の場合 R(z)= Rst(z) (2) 

対流性の場合 R(z)=Rst(z)+Rcu (3) 

もしここで下層雲が山間部で 5mm，海岸部で 1mmの降雨量 Rst(z)をもたらすものとする

と，この下層雲からの降間のみの場合は地問性降雨に対応し，山間部と海岸部の降雨量の比は 5: 

1となる.この下層雲からの降雨に上空からの降同 Rcuとして一様に 3mmが加わると仮定す

ると，地上での降雨量は山間部で8mm，海岸部で 4mmとなり，山間部と海岸部の降悶量の比

は2: 1となり，この場合は対流性降雨に対応している.このように考えると，地雨性の場合の

方が対流性の場合に比べて山間部と海岸部の降雨量のコントラストが強いという観測結果

(Table 2，3)を説明することができる.

四. Kesslerのパラメタリゼーションによる数値実験

前述の山岳性降雨のモデルにおいては，上空の降水雲からの降雨量と下層雲からの降悶量が単

に加え合わせられると仮定した.しかし実際には両者の聞には悶滴による雲粒の捕捉などの雲

物理学的な相E作用が考えられる.そこで上空からの降悶が下層雲にどのような影響を及ぼし，

その結果，上空からの降雨があった場合と，なかった場合で地上での降雨量がどのように変化す

るかをみるために、数値実験を行った.

計算は，海岸部から山間部へ向う方向を x軸，垂直方向を z軸とし，二次元で行った.各格子点

での温度，風速は時間的に不変とし，その中て凶の水蒸気量 q(g/m3
)，雲水量 m (g/m3

)，雨水量

M (g/m3
) の変化を計算し，定常解を求め，その値を地上での降雨量に換算した.用いた方程式

系は次の通りである.

雨水量変化の式

。1M sM ， TT. ..d sM 
ーーニ -u一一一(v+w)一一+P1+P2st ~ sx 

雲水量変化の式

θm sm TTTsm 
一一=-u一一-w一一一P1一九+P3st .. sx "sz ~ 1 ~"' ~ • 

(4) 

(5) 
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水蒸気量変化の式

。Iq_ _ 8q TTT 8q 
一一一-u一一一W一一一p，8t "" 8x .. 8z • 0 

15 

(6) 

ここでム Uは水平風速 wは上昇流の大きさ，v，土問j商の平均落下速度を表わす.まず水蒸気量

は移流によって変化し，各格子点上で水蒸気量が飽和水蒸気量を越えた場合には，その差が凝結

して雲水に変化する (P3). 未飽和の場合には雲水が蒸発して減少し，(Cの分，水蒸気量が増加す

る.雲水量は移流および水蒸気の凝結，蒸発によって変化するほか，雲粒同志のオートコンパー

ジョン (P1) によって悶水に変化することで減少する.また，悶滴による雲粒の捕捉 (P2)によっ

ても減少する.逆に雨水量は移流によって変化し，オートコンパージョン，雨滴による雲粒の捕

捉によって増加する.これらのオートコンパージョン，雨滴による雲粒の捕捉，悶滴の平均落下

速度は，悶j商の粒度分布として Marshall-Palmer分布を仮定した Kessler( 1969)のパラメタリゼー

ションによって計算した.

P1=K1(m-α) 

P1=0 

(m>α)) 

(m三二α)J

P2=6. 96X 10-4・E'NJ/8・m'M7
/
8・exp(Kz /2) 

v= -38.3x N;;1/8'M1/8・exp(Kz/Z)

W=u'l7z 

R=138xNo-1/8・M9/8

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

オートコンノ〈ージョンは雲水量がある値 αを越えた時にのみ起り，その割合は Klに比例する.こ

こでKlは雲物理学的な効率を表わすものと考えられる.ここでは αの値として 0_5g/m3，Klの

値として1O-3sec-1を用いた.Eは雨滴による雲粒の捕捉率で1-0とした.また Noとしては

107m-4
を与えた.( 8)， (9)における exp(Kz/2)は高度による補正項で， Kの値として1O-4m-1

を用いた.上昇流の強きは山の斜面による強制上昇流の強きとし，地形勾配¥lZと水平風速 Uより

求めた.さらに，このようにして計算きれた雨水量は(ll)式により地上での降雨強度 R(mml 

hr)に変換した.

格子点間隔は水平 1.000m，垂直 100mとし，時間間隔は 10秒とした.計算は移流項に対して

は upstreamforward difference scheme，その他に対しては centreddifference scheme，時間差

分には， forward difference schemeを用いた.

境界条件は，風上側は常に一定とし，風下側は一つ風土の格子点上の値と閉じ値をもつものと

した.このような条件下が下層雲を発生させ，上空からの降悶は，計算領域の上端に雨水量を与

えることで再現した.

計算に用いた温度，風速の垂直ブロフィル (Fig.17)は，地雨性の山岳性降雨が発生した 1978

年 9月 19日21時の札幌の高層観測のデーターから与えた.ここで，風速としては観測された風

速の南東成分を求めて与えた.温度フcロフィルをみると， 1.700 m附近から逆転層があり，また

1.900 m附近で風速が零になっていることがわかる.このことから，下層雲はほぼこの高度以下で発
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生するものと考えられるこ

計算領域の上端をとから，

1日lO1.900 m として計算を行っ

海上以外での風速また，た

の垂直ブロフィルは， Fig.17 

附E
}
L
F
Z也
口
刷
工

各点のの風速ブロフィルを，

海抜高度と計算領域の上端と

の聞を縮尺することによって

与えた.

計算の結果得られた地上で

の降雨強度を Fig.18に示し

Fig.17. Vertical profiles of air temperature ("K) and wind 
speed (m/sec) at Sapporo used by numerical experiment 

290 2115 

TEM向調A1tJF司E(K)

耳栂10 

WIND sf宅印刷同

常

下図は横軸に海

縦軸にそ岸からの水平距離，

ここで，た

fSEAご二ーヶイイプ
DlSTANCE (Km) 

ii 

れぞれの地点での海抜高度を

上図におとってある.

いては下図の各点に対応する

また，

点でのI也i二降雨強度がとって

上空からの降雨がな

ある.

まず，

下層雲からの降

結果を得た.海抜 150mの地

い場合には，

雨強度は図中 Sで示すような

日g.18. R巴sultsof numerical experiment. Upper: Rainfall 

intensities versus horizontal distance from seashor巴.
S Rainfall intensity on ground by lower clouds only， 

C-1 Rainfall intensity on the ground by lower c10uds 
plus 1 mm/hr rainfall intensity from upper layer clouds， 

C-2 : Rainfall intensity on the ground by lower c10uds 
plus 2 mm/hr rainfall intensity from upper layer c10uds 
Lower Height versus horizontal distance from seashore. 

海抜 400

この結

mの地点で 3.7mm/hrの降

いた 1978年 9月19日21時

i尉友 150m以上の観測

呆は，計算:の初期値として用

雨強度となっている.

点より降雨があり、

には，

j毎点のみで降雨が記録され，

抜 380mの地点での降雨強度

が 5mm/hrであったこととほぼ一致している.

地上での降雨強度がどのように変化するかをみてみ上空からの降雨が加わった場合に，次に，

た.まず，上空から 1mm/hrの降同が加わった場合には図中 C-lの結果が得られた.また，上

これらの結果

山間部の降雨量はほぼ下層雲からの降雨量 Sと上空からの降雨量との和に等しいが，海岸

空から 2mm/hrの降雨が加わった場合には図中 C-2のような結果が得られた.

から，
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部では，下層雲からの降悶量と上空からの降雨量との和よりも多くなっている.このように海岸

附近で降雨量が増巾されるのは，雨滴にまで成長できない下層雲中の雲粒が，上空からの降雨粒

子により捕捉されるためと考えられる.一方，山間部で殆んど増巾きれないのは，海岸附近と同

じく上空からの降雨粒子により下層雲中の雲粒は捕捉されるが，この効果により下層雲自身の雲

水量が大きく減少し下層雲からの降悶量が Sより少くなり，その結果，地上での降雨強度は増

巾きれないためと考えられる.

これらの結果から， Fig.16の山岳性降悶のモデルはほぼ妥当であることが確められた.

さらに.雲物理学的相互作用は，対流性の場合には，海産附近でより多くの降悶をもたらし，

山間部と海岸部の降雨量の比をよりいっそう小きくする方向に作用することがわかった.

vm.まとめ

オロフレ山系の南東斜面を中心に配置した独自のメソスケールの悶量計のネットワークによる

降雨量観測の結果から，この附近の降悶量分布は，下層風向により大きく変化し，南寄りの風の

ときには，地形の影響を大きく受けることがわかった.また，北寄りの風の時には，地形の影響

をあまり受けることはなく，降悶量分布は一般場の大きな擾乱によって支配されていることがわ

カミっfこ.

降悶量分布は，山間部にピークがあり，海岸部に行くほど少くなっている“山岳性降悶'¥山間

部より海岸部で多い“海岸性降雨山間部と海車部にはっきりした違いのない“均一降雨オロ

フレ山系の北西側で降岡量の多い“北西斜面型降悶"と全く分類のできないものの五つに分ける

ことができた.

また，下層風向が南東寄りの時の山岳性降悶には，地雨性と対流性があり，地雨性降雨は，下

層の湿った南東風がオロフレ山系の南東斜面を滑昇することで生じた下層雲からの降雨であり，

対流性降雨は，同様にして生じた下層雲からの降雨に，上空を南西から北東方向に進んでくる大

きな擾乱に伴った降水雲からの降雨が加わった場合であると考えられた.この山岳性降悶を対流

性と地雨性で比較してみると，山間部と海津部との降悶量の比に明瞭な相違があり，対流性の場

合に約 2.5，地雨性の場合に約 5で，地雨性の場合の方が山間部と海岸部の降悶量のコントラスト

が強かった.また山間部の降悶強度は苫小牧の地上風速とよい相聞が認められた.

山岳性降悶が海抜高度とどのような関係にあるかを白老ラインと竹浦ラインについて調べた.

その結果は，対流性，地問性山岳性降雨のいずれの場合にも，降雨量は地形勾配の対数に比例し

て増加していた.しかし水平距離にして，僅かlOkmしか離れていない両ラインの閉じ地形勾

配でも，白老ラインの降悶量が竹浦ラインよりも常に多かった.このことは両ラインの地形の相

違に起因していると考えられた.

対流性山昔性降悶および地同性山岳性降悶のケーススタディから，レーダーによる雲の構造や，

降悶の時間変化など，いろいろな面でその性質を異にすることがはっきりしたので，これらをも

とにして， Fig.16に示されるような山岳性降雨の基本的なモデルが作られ，それを数値実験に
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よって確めた.問題となる上空からの降水粒子と下層雲との雲物理学的相互作用は，海岸附近で

の降雨量の増加として表わされ，山間部での降雨量には殆んど影響を及ぼさなかった.これらの

結果は，山岳性降悶を対流性と地雨性で比較した，山間部と海埠部との降悶量の比の相違をある

程度説明していると思われる.しかしこの数値実験では，雨滴の粒度分布に Marshall-Palmer分布

を仮定したり，温度，風速は任意に与え，また時間的に不変とするなどの多くの制約があった.

これらのことを確めるためには，実際の現地観測を通して，雲物理学的相互作用が地上降雨量に

及ぼす影響を調べてみる必要があると結論づけられた.
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