
 

Instructions for use

Title エアロゾル生成率の増加が引き起こす積雲-層雲転移に関する予備的数値実験

Author(s) 島, 伸一郎; 長谷川, 晃一; 草野, 完也

Citation 低温科学, 72, 249-264

Issue Date 2014-03-31

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/55063

Type bulletin (article)

Note Ⅴ. 数値モデルで観る雲・エアロゾル相互作用

File Information LTS72_028.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


1.はじめに

エアロゾルと雲の相互作用の解明は気象・気候学的に

重要な課題であるにも関わらず,我々の理解は依然とし

て乏しい（e.g.Stevens and Feingold 2009）.エアロゾ

ルは雲が形成される際にその一部が雲核となることで雲

のふるまいに影響を及ぼす.エアロゾルが多いと雨が減

り雲の寿命が伸びるが,逆に少ないと雨が増え雲の寿命

が減るという仮説が,有名なAlbrecht（1989）の雲寿

命効果である.一方,雲もエアロゾルに影響を及ぼす.

雲が蒸発すれば雲粒に含まれていた化学成分はエアロゾ

ルとして再び大気に放出される.この時単純に雲ができ

る前の状況に元通りに戻る訳ではない.雨粒に含まれて

洋上の浅い層積雲にエアロゾルと雲の相互作用が及ぼす影響を,持続的にエアロゾルが形成される

理想化された気象システムの数値計算により調べる.雲微物理過程の数値計算には超水滴法を使い,

エアロゾル・雲粒・降水粒子のふるまいを統一的に計算する.大気流体場は準圧縮近似の下で音波

モードとそれ以外を分割して数値計算する.初期のエアロゾル数密度によらず系は数日後にある定常

状態に落ち着くこと,その定常状態はエアロゾル生成率が大きくなるに伴い積雲から層雲に転移する

ことを見る.今回のモデルでは,気相や液相での化学反応までは考慮していないためエアロゾルと雲

の相互作用が完全に表現できてはおらず,また数値計算も鉛直２次元で行うため,この結果はあくま

で予備的なものである.

Preliminary numerical study on the cumulus-stratus transition induced
 

by the increase of formation rate of aerosols
 

Shin-ichiro Shima ,Koichi Hasegawa,Kanya Kusano

The influence of aerosol-cloud interactions on the behavior of marine stratocumulus is investigated through
 

numerical simulations of an idealized meteorological system in which aerosols are formed continuously.The
 

super-droplet method is used for the simulation of cloud microphysical processes,with which the time evolution
 

of aerosol/cloud/precipitation particles is calculated in a unified manner.For the simulation of atmospheric
 

fluid dynamical processes,the quasi-compressible approximation and the sound mode splitting method are
 

applied.The system gradually evolves to reach its final steady state in a few days,which is irrelevant to the
 

initial number density of aerosols.A transition of the final steady state from cumuli to strati occurs when the
 

aerosol formation rate is increased.Because the chemical reaction in the gas phase and the liquid phase is not
 

incorporated,the model is not detailed enough to describe aerosol-cloud interactions.Further,the numerical
 

simulations are performed in two dimensions.For these reasons,the results obtained are still all preliminary.
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いるエアロゾルは雨粒と共に落下して大気中から除去さ

れる（rainout）.雨粒が落下する途中で捕獲されるエア

ロゾルもある（washout）.雲粒上で起こる液相化学反

応によりエアロゾルの化学組成は変化もする.この双方

向の影響をきちんと考慮して初めてエアロゾルと雲の相

互作用を調べたと言える.それには,信頼できる原理的

な物理法則に立ち返った精密な数値実験が有用であると

考えられるが,まだその様な研究は現状では十分には進

んでおらず,エアロゾルと雲の相互作用の理解が進んで

いない原因の１つになっていると考えられる.

本研究では,洋上の浅い層積雲のふるまいにエアロゾ

ルと雲の相互作用が及ぼす影響を,エアロゾルが持続的

に形成される理想化された気象システムの数値計算によ

り調べる.その結果,系は数日の後に初期のエアロゾル

の数密度によらないある定常状態に落ち着くこと,その

定常状態はエアロゾル生成率が大きくなるに伴い積雲か

ら層雲に転移することを見る.ただし,今回の我々のモ

デルでは,気相や液相での化学反応までは考慮していな

いためエアロゾルと雲の相互作用が十分には表現できて

はおらず,また数値計算も鉛直２次元で行うため,この

結果はあくまで予備的なものである.

本論文の構成は以下の通りである.まず２章で,今回

数値実験を行う理想化された気象システムを導入する.

Rain in Cumulus Over the Ocean(RICO)観測キャン

ペーンでは,北西大西洋の貿易風帯で冬に降水性の浅い

積雲が維持される気象場の集中観測が行われた

（Rauber et al.2007）.その結果をコンポジット解析し

て作られたのがRICO観測再現実験の気象システムで

ある（vanZanten et al.2011）.このRICO観測再現実

験の気象システムに対して,エアロゾルのダイナミクス

の追加,鉛直方向への初期プロファイルの外挿,海面水

温の変更などの改変を加え,我々のモデルを構成する.

得られる基礎方程式は,エアロゾル・雲粒・雨粒のふる

まいを表す詳細な雲微物理過程と,湿潤大気のふるまい

を表す非静力な流体力学過程とが結合する形となる.系

には外的強制力として,エアロゾルの生成や海面からの

水蒸気やエネルギーの供給などが与えられており,雲が

持続的に形成される環境となっている.３章では我々の

気象システムを数値計算する手法を説明する.雲微物理

過程の数値計算については超水滴法（Super-Droplet
 

Method,SDM）（Shima et al.2009;Shima 2008）を使

う.超水滴法はエアロゾル・雲粒・降水粒子の運動と状

態変化を,確率的な粒子法を使って統一的に計算する数

値計算手法である.従来の手法と違い,時間発展を原理

的な物理法則に基づいて高速に計算することができると

期待される.今回の数値実験の元となるRICO観測再

現実験を超水滴法で行った所,実際に観測された雲の微

視的構造がある程度再現されるなど,少しずつその有効

性の検証が進んでいる（Arabas and Shima 2013）.大

気流体力学過程については準圧縮近似の下で音波のモー

ドと他のモードを分割し,音波のモードのみを細かい時

間ステップで数値計算する.使用したプログラムは,名

古屋大学で坪木が中心となって開発を続けている雲解像

モデルCReSS(Tsuboki 2008)に超水滴法のモジュール

を追加実装したCReSS-SDMである.４章では数値実

験の結果を示し分析する.エアロゾル生成率と初期エア

ロゾル数密度の２つをコントロールパラメタとし,計６

つのケースについて調べる.雲水混合比,雨水混合比,

雲量の鉛直分布,Liquid Water Path(LWP),Rain
 

Water Path(RWP)の時間発展の様子を示す.系は数

日間である定常な状態で落ち着く.この定常状態は,初

期のエアロゾル数密度にはよらず,エアロゾルの生成率

によって決まる.そして,エアロゾルの生成率が低いと

積雲の生成消滅が維持される状態に落ち着くが,エアロ

ゾル生成率が高いと層雲が維持される状態で落ち着くと

いうことを見る.

2.我々の気象システムと基礎方程式

この章ではこれから我々が数値計算により調べる系の

詳細を明らかにする.今回我々が調べる気象システム

は,降水性の浅い積雲の生成消滅が維持されるRICO

観測再現実験用の気象システムを拡張することにより構

成したものであり,はじめにその概要を述べる.そし

て,大気を漂う粒子群と大気流体場のふるまいを記述し

た我々のモデルの基礎方程式を書き下すとともに,系に

課す外的強制力や境界条件と初期条件についても明らか

にする.

2.1 気象システムの概要

2004年12月から2005年１月にかけて行われた

RICOプロジェクトでは,北西大西洋の貿易風帯で冬に

降水性の浅い積雲が維持される気象場の集中観測が行わ

れた（Rauber et al.2007）.その結果をコンポジット解

析し作られたのがRICO観測再現実験の設定であり,

GCSS(GEWEX Cloud System Studies)の境界層ワー

キンググループが,数値モデル間の比較実験を通して数

値モデルの改良に資する知見を得るための目的で作られ

た,理想化された気象システムである（vanZanten et
 

al.2011）.

この気象システムでは外的強制力として与えられた気

圧傾度力により地衡風が維持される.海面水温は時間変

化せずに一定とする.海面からは水蒸気が系に供給さ

れ,降雨等により系から除去される.海面からは熱とし

てエネルギーも系に供給されるが,放射冷却等により散

逸する.放射過程も時間変化せずに一定と理想化されて

いる.

RICO観測再現実験の気象システムでは,最終的に水
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蒸気とエネルギーの収支がバランスし降水性の積雲の生

成消滅が維持される.しかし,エアロゾルに関しては常

に同じ量の粒子が同じ分布で大気中に存在することが暗

に仮定されている.エアロゾルと雲の相互作用を調べる

ために,エアロゾルのダイナミクスを陽に扱う形で

RICO再現実験の気象システムを拡張しよう.

本研究では試験的に,洋上の微小粒子の主成分である

硫酸アンモニウムエアロゾルが一定の生成率で大気中に

供給され,さらにそれらが凝集により成長する過程と,

降雨を通じた湿性沈着により大気からの除去される過程

をRICO観測再現実験の気象システムに追加した.簡

単のため鉛直２次元の系を考え,水平方向に x 軸を,

鉛直方向に z 軸をとる.以下,基礎方程式は３次元の

xyz 空間に対して書き下すが,y 方向に関しては系の構

造が一様であると解釈する.領域の水平方向の長さは

6.4kmで周期境界条件を課す.鉛直に関しては,元々

の設定では4.0kmとされていたが,我々のモデルでは

条件によってより高い所に雲ができることがあるため,

十分な高さをとって鉛直10.5kmとする.海面が下面

境界になっているとする.元々の設定では海面水温は

299.8Kで一定とされていたが,我々のモデルではこれ

を5K高く304.8Kとすることでより多くの水蒸気と

エネルギーが系に供給されるようにし,雲が作られやす

い環境にした.また,暖かい雲のみを扱うので氷相過程

は考えない.この様に拡張された気象システムの数値計

算を４章で行い,エアロゾルの生成率や初期分布が変

わった時に系が最終的落ち着く状態がどの様に変化する

かを調べる.

なお,今回の我々のモデルでは硫黄化合物の気相・液

相での化学反応や,硫酸ガス等の凝結によるエアロゾル

の成長が考慮されておらず,エアロゾルと雲の相互作用

を正確に調べるには不十分である.今回の研究はあくま

で試験的なものと位置づけられ,より精密な調査は今後

の課題としたい.

2.2 雲微物理過程

エアロゾル/雲粒/降水粒子をまとめて〝粒子"と呼

ぶ.時刻 t における i 番目の粒子の状態は t , t ,

R t ,M t で表される.ここで, t は粒子の位置

座標； t は粒子の速度；R t は粒子が含む水の等価

半径で,粒子は半径 R t の球と同じ体積の水を含むと

解釈する；M t は粒子に含まれる硫酸アンモニウムの

質量.どの粒子も硫酸アンモニウム水溶液になっている

とする.粒子をエアロゾル/雲粒/降水粒子に分類する必

要がある場合は R t の大きさで判別すれば良い.ただ

し,R t はあくまで水の量を表す変数であるため,雲

粒や雨粒に関してはほぼその半径に等しいが,エアロゾ

ルに関しては実際の大きさとはずれがある.

簡便のため,位置 x 以外の状態変数 ,R ,M を

粒子の属性変数と呼び, と略記する.時刻 t におけ

る粒子の総数を N t とすると,全粒子の状態 t ,

t i＝1,2,…,N t により雲微物理系の時刻 t

における状態が定まる.以下その時間発展方程式を書き

下す.

2.2.1 粒子の移流と重力落下

粒子は重力と大気流体場からの粘性抵抗により大気中

を移流する.緩和が十分に早く,粒子はいつでも終端速

度で動いていると仮定すると,粒子 i の運動方程式が以

下のとおり導かれる.

t ＝ － R,T ,P ,d
dt
＝ . (1)

ここで, ,T ,P はそれぞれ粒子の位置 t に

おける大気流体場の風速,気温,気圧である.また,

R,T ,P は鉛直方向の終端速度である.今回 v は

Beard（1976）による半経験的な公式を使う.R が40

μm程度より大きくなると終端速度が急激に大きくなる

ため降水が起こる.この際,雨粒に含まれている硫酸ア

ンモニウムも一緒に海面に落ちて大気中から除去され

る.これはrainoutと呼ばれるエアロゾルの湿性沈着過

程の一種である.

なお,今回の我々のモデルでは v は等価水滴半径 R

にしか依存しておらずエアロゾルの沈降速度が正確に表

現されてはいないが,いずれにしてもその速さは非常に

小さいため,今回の数値実験の結果に影響は及ぼさない.

また,今回粒子は常に終端速度で動いていると仮定し

たが,これは粒子の慣性の効果を無視すると言う近似で

ある.流体乱流中で,慣性のある粒子は非一様な空間分

布（クラスタ）を形成する事が知られている（e.g.,

Chen et al.2006）.こういった理由により,終端速度で

近似せずに粒子の運動方程式を陽に扱う場合は,例えば

Clift et al.（1978）の抵抗則を使えば良い.

2.2.2 水蒸気の凝結/蒸発による粒径の変化

粒子 i の等価水滴半径 R は水蒸気の凝結や蒸発によ

り時間変化する.単純には,周囲の水蒸気が過飽和だと

粒子に水蒸気が凝結し R は大きくなり,未飽和だと粒

子から水蒸気が蒸発し R は小さくなるのだが,水滴の

表面張力の効果や硫酸アンモニウムの溶解効果で実効的

な飽和水蒸気圧が変化するので話は少し複雑になる.

Kohler理論に基づきこれらの効果を考慮に入れると,

R の時間発展方程式は以下の様になる（Kohler 1936;

Rogers and Yau 1989）.

R
dR
dt
＝ 1
F T ＋F T

S －
e′R,M,T
e T

.(2)

ただし,
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e′R ,M,T
e T

＝1＋ a T
R

－ b M
R

,

F T ＝ L
R T

－1 Lρ
KT

,F T ＝ρ R T
De T

.(3)

S は粒子の位置 における水蒸気の飽和度；T は

粒子の位置における気温；F は熱伝導に関する項；F

は水蒸気の拡散に関する項；e′/e は実効的な飽和蒸気

圧と,平らな表面を持つ純水の対する飽和水蒸気圧の

比；a/R は水滴の曲率に応じ実効的な飽和水蒸気圧が

増加する効果を表した項；b/R は硫酸アンモニウムが

溶ける事によって実効的な飽和水蒸気圧が減少する効果

を表した項.近似的に,a 3.3×10 cm K/T ,b

4.3cm iM/m が成立する.ここで,添字でない i はイ

オン解離度で,硫酸アンモニウムや塩化ナトリウムでは

２とするのが良い近似である（Low,1969）.m は硫酸

アンモニウムの分子量で132.14.R ＝R/m は水蒸気の

比気体定数で461.5Jkg K ,K は空気の熱伝導率で,

100kPa,20℃の時2.55×10 Jm sK .D は水蒸

気の分子拡散係数で,100kPa,20℃の時2.52×10

ms.L は水の蒸発潜熱で,20℃の時,2.453×10

Jkg .ρ は液体の水の密度で,20℃の時998.203

kgm .簡単のため L,K,D は定数とする.e T に

は,e T ＝ 0.6112kPaexp17.67T－273.15K/

T－29.65K で表されるBolton（1980）の経験式を

用いた.これは－30℃＜T＜30℃の間では誤差が0.1％

に収まり良い近似となる.

この方程式により次のことが表現される：未飽和な大

気中でエアロゾルがどれくらいの量の水を含むか；過飽

和となったときどのエアロゾルが雲凝結核として活性化

されるか；雲の中でどのように雲粒が凝結成長していく

か；蒸発して雲が消滅するときにどのようなエアロゾル

が大気中に残されるか.

2.2.3 粒子の衝突併合

衝突した結果２つの粒子がくっつき１つの粒子になる

事を衝突併合という.大気流体場の乱流や粒子の

Brown運動により粒子群は十分乱雑に混ざっているた

め（well-mixedの仮定）,衝突併合過程は確率的に扱う

ことができる.

十分小さい体積ΔV の領域を考えよう.この領域内

に存在する粒子群の任意の対 j,k は,十分短い時間間

隔 t,t＋Δt の間に,次の形で定まる確率で衝突併合す

る.

P ＝K , , Δt
ΔV
. (4)

ここで, と は粒子の属性, はΔV の領域に

おける大気流体場の状態である.関数 K は衝突併合

カーネルと呼ばれ,その具体的な形は衝突併合のメカニ

ズムにより決まる.今回は重力落下による衝突併合と

Brown運動によるものの２種類を考える.

大きい水滴は落下速度が速いため落ちていく際に小さ

い水滴を捕捉する.このプロセスが重力落下による衝突

併合であり,その衝突併合カーネル K は,

K ＝E R ,R πR ＋R － . (5)

粒子対が直進するならば確率は幾何学的に掃過される

体積に比例するが,実際には小さい粒子が流体場の流れ

に引きずられて相手粒子を避けるように回りこむこと

や,衝突したとしても併合せずに跳ね返ることがあるた

め,衝突効率 E R,R をかけて補正されている.色々

な E R ,R が提案されているが,minR,R 30μm

にはDavis（1972）とJonas（1972）の理論が,min

R,R ＞30μmにはHall（1980）の理論が正確な値と

してしばしば使われる.これにより,水蒸気の凝結によ

りある程度大きくなった雲粒が互いに衝突併合を繰り返

すことで大きくなり雨粒ができる過程が表現される.

一方,サブミクロン以下の小さい粒子の衝突併合に関

してはこの重力落下のメカニズムはほとんど寄与しな

い.その代わり,小さい粒子ほど激しくブラウン運動す

るため,そのことに起因する衝突併合が支配的になる.

その衝突併合カーネルK はFuchsの公式（Fuchs,

1964）により与えられる.

ブラウン運動による衝突併合を考慮することによっ

て,エアロゾルが関わる衝突併合（エアロゾル同士の凝

集による成長,雲粒や雨粒にエアロゾルが取り込まれる

プロセス）が表現される.雨粒に取り込まれたエアロゾ

ルは降雨とともに大気中から除去されることになるが,

これはwashoutと呼ばれるプロセスである.

以上の２種類のメカニズムにもとづく衝突併合を本モ

デルでは考慮し,衝突併合カーネルは K＝K ＋K と

する.

2.2.4 境界条件

粒子の境界条件として,領域側面には周期境界条件を

課す.領域下面の海面に落ちた粒子や上面を超えた粒子

は系から除去する.現実には海面から海塩エアロゾル粒

子が放出されるが,今回はそのようなプロセスは考えな

い.上面からの粒子の流入もないものとする.

2.2.5 初期条件

今回の数値実験ではエアロゾルの初期分布として大気

がきれいな場合と汚れている場合を考える.(表４では

〝Cln yyy",〝Dty yyy"）なお,どちらの初期状態から

スタートしたとしても,エアロゾルと雲の相互作用によ

り時間とともに系の状態が少しずつ調整され,今回の

ケースでは数日後に同一の定常状態に落ち着くことが４

章で確認される.

大気がきれいな場合の粒子の初期分布としては,

RICO観測再現実験の設定を使う.これはRICOの観測
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結果に基づくもので,硫酸アンモニウムエアロゾルの乾

燥半径の分布が２モードの対数正規分布で表される.

dN
d logr

＝∑ 1
2π

n
logσ exp

－ logr－logr
2logσ

,(6)

rはエアロゾルの乾燥半径,N rは空間単位空間あ

たりの分布関数であり,単位体積あたりに含まれる乾燥

半径がr以下の粒子の総数を表す.各パラメタは表１

で与える.この分布が領域内で一様になりたつとし,初

期に存在する粒子数 N ,位置 ,粒子に含まれる硫

酸アンモニウムの質量 M を,この分布に従うように

決める.ただし,質量 M はエアロゾルの乾燥半径rか

ら球を仮定して計算する：M＝ρ 4/3πr,ただ

しρ ＝1.769g cm は硫酸アンモニウムの密度.

2.3.3節で定める様に,初期に水蒸気は未飽和である.

この時凝結成長方程式(2)は１つだけ安定な不動点を持

つので,これを初期の R とする. は(1)により終端

速度を与える.

一方,大気が汚い場合の初期分布は,きれいな場合に

比べ粒子数が100倍多い状況を考える.つまり,(7)の

n を100倍とする以外はきれいな場合と同様とする.

（表２）

2.2.6 エアロゾルの生成

硫酸アンモニウムエアロゾルが大気中で生成されるメ

カニズムについて詳しいことはまだ分かっていない.海

面からは,海藻や植物プランクトンが生成した硫化ジメ

チル（CHSCH,DMS）などの硫黄化合物のガスが大

気に放出されている.これらが酸化することで二酸化硫

黄（SO）ガスとなり,これがさらに酸化することで硫

酸（HSO）ガスが生成される.硫酸ガスが核生成する

ことによりnm程度の大きさの硫酸水溶液から成る硫酸

エアロゾルが生成される.境界層で実際に核生成されて

いる硫酸エアロゾルの数を説明するには,硫酸ガスと水

蒸気だけでなく,アンモニア（NH）,有機ガスや,銀

河宇宙線により作られたイオンの寄与についても考慮し

なければいけないことが示唆されているが,はっきりし

たことはまだ良くわかっていない（Kirkby et al.

2011）.核生成によりできたnmサイズの硫酸エアロゾ

ルは,ガスの凝縮と液相化学反応やエアロゾル同士の凝

集により,数時間程度で10-100nmサイズの硫酸アン

モニウムエアロゾルとなる.核生成後に硫酸アンモニウ

ムエアロゾルが成長するこのメカニズムについてもはっ

きりしたことはまだ良く分かっておらず,有機ガスの寄

与や（Boy et al.2005;Wang et al.2010）,銀河宇宙線

により作られるイオンの寄与（Svensmark et al.2013）

についても考慮しなければいけないことが示唆されてい

る.

今回我々のモデルでは簡便のため,30nm程度の乾燥

半径の硫酸アンモニウムエアロゾルが,時間的・空間的

に一定のレートで生成され続けるとする.この生成率を

コントロールパラメタとし,生成率が変わった時に系の

定常状態がどのように変化するか調べる.

エアロゾル生成の具体的な表式は次の通りである.

N
t logr

＝ 1
2π
n
logσexp

－ logr－logr
2logσ

,(7)

ただし … は分布関数 N の時間発展に対するエア

ロゾル生成の寄与分を表す.半径と分散に関しては初期

条件(6)の第１モードと同じ値を使い,r＝30nm＝0.03

μm,σ＝1.28とする.生成率 n としては10

cm s,10 cm s,10 cm s の３パターンを考

える.（表4ではそれぞれ〝xxx Low",〝xxx Mid",

〝xxx Hi")生成される粒子の等価水滴半径 R には,生

成された位置の水蒸気が未飽和ならば2.2.5節で初期条

件を決めた時と同様に凝結成長方程式⑵の安定不動点

を,過飽和ならば1μmを与える. は(1)により終端

速度を与える.

2.2.7 補足

雲粒や雨粒の上での液相化学反応は雲がエアロゾルに

与える影響を考える上で重要であるが今回考慮しなかっ

た.大きい雨粒が割れるといった粒子の分裂過程につい

表1：初期状態がきれいな大気のエアロゾル初期分布のパラ
メタ.表４における〝Cln yyy"のケースに対応する.乾燥
半径を２モードの対数正規分布で与えるため,そのパラメタ
を定めている.a＝1,2がそれぞれのモードに対応し,n
が数密度,logrが平均,logσが標準偏差である.この値
はRICOの実際の観測に基づくものである（vanZanten et

 
al.2011）.
Table1：Parameters of the initial aerosol distribution used

 
for the initially clean atmosphere cases,which are re-
presented by“Cln yyy”in Table 4.The distribution is

 
expressed by a two-mode log-normal distribution of the

 
dry radius,and these 6 parameters determine the distribu-
tion.a＝1,2denotes the index of the mode.n ,logr,and

 
logσ represent the number density,the average,and the

 
standard deviation,respectively.These values are deter-
mined based on the RICO observation(vanZanten et al.
2011).

a  n［cm ］ r［μm］ σ

1 90 0.03 1.28

2 15 0.14 1.75

表2：初期状態が汚い大気のエアロゾル初期分布のパラメ
タ.表１に比べ数密度が100倍になっている.表４における
〝Dty yyy"のケースに対応する.
Table2：Parameters of the initial aerosol distribution used

 
for the initially dirty atmosphere cases,which are re-
presented by“Dty yyy”in Table 4.Both n ’s are 100 times

 
larger than those in Table 1.

a  n［cm ］ r［μm］ σ

1 9000 0.03 1.28

2 1500 0.14 1.75
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ても今回考慮していない.洋上のエアロゾルとしては海

面から放出される海塩エアロゾルも重要であるが,

RICO観測再現実験の設定では記述がなかったというこ

ともあり,今回は考慮しなかった.

2.3 湿潤大気の流体力学過程

2.3.1 湿潤大気の圧縮性オイラー方程式

本モデルでは大気流体場は乾燥大気と水蒸気から成る

とし,二酸化硫黄等の微量気体の移流や化学反応は考え

ないことにする.乾燥大気と水蒸気をあわせて湿潤大気

と呼ぶ.

乾燥大気の密度をρ,水蒸気の密度をρとすると,

湿潤大気の密度はρ＝ρ＋ρとなる.水蒸気の密度と

乾燥大気の密度の比 q ＝ρ/ρを混合比と呼ぶ.q は

典型的に0.01程度以下の小さい値になる.以下,湿潤

大気の圧縮性オイラー方程式を q が小さいという近似

のもとで書き下す.

湿潤大気は理想気体であるとするとその状態方程式

は,

P＝ρR T . (8)

ここで,P は湿潤大気の気圧,R ＝287J/kg/Kは乾

燥大気の比気体定数,T T 1＋0.6q は仮温度.

運動量の保存則により以下が成立する.

ρD
Dt
＝－∇P－ ρ＋ρ －2ρ × － , (9)

ρ ,t：＝∑m t δ － t . (10)

ここで, ＝ U,V,W は風速,D/Dt：＝ / t＋

∇は物質微分, は重力定数,ρ は粒子の密度（大

気単位体積あたりの質量）,m は i 番目の粒子の質量.

ρ の項は粒子群が大気流体場から受け取った運動量の

反作用を簡易に表現したものであるが,不正確である.

(9)の最後の項はコリオリ力であり, ＝Ω0,cosψ,

sinψ,Ω＝7.292×10 rad s は地球の自転速度,ψ

は計算領域の緯度でRICO観測再現実験の設定に合わ

せて北緯18.0度とする.U の項は改めて2.3.4で説明

するが,外的強制力としての気圧傾度力を表す.

エネルギーの保存則により以下が成立する.

Dθ
Dt
＝－ L

c ΠS
－W θ

z
＋ θ

t
, (11)

S ,t：＝
－1
ρ ,t

∑ dm t
dt

δ － t . (12)

ここで,θ：＝T P /P は温位.ただし,P ＝1000

hPa,k＝ c －c /c ,c は乾燥大気の定圧比熱,c は

乾燥大気の定積比熱.また,右辺の第一項は水蒸気が粒

子に凝結/蒸発する時に放出する潜熱を表す.L は水の

蒸発潜熱,ρS は単位時間あたりに粒子群から蒸発した

水の量.(11)の右辺第２項と第３項は外的強制力であり

改めて2.3.4で説明する.

質量の保存則により以下が成立する.

Dρ
Dt
＝－ρ∇ , (13)

Dq
Dt
＝S －W

q
z
＋ q

t
. (14)

(12)で定義されたS の項により粒子群との水蒸気の

やりとりが表現されている.(14)の右辺第２項と第３項

は外的強制力であり改めて2.3.4で説明する.

2.3.2 境界条件

側面には周期境界条件を課す.上面においては,風速

の z 成分 W は０,他の変数は z 方向の微分が０とす

る.また,上面境界の影響が系に及ばないように9000

m以上の高さにはスポンジ層を置いた.

下面境界は海面になっており,W＝0, ρ/z＝0と

する.他の変数に関してはRICO観測再現実験の設定

に従い以下のバルク式により海面からの熱や水蒸気のフ

ラックスと摩擦抵抗を与える：

′θ′＝－C U θ －θ , (15)

′q′＝－C U q －q , (16)

U′ ′＝－C U U , (17)

V′ ′＝－C U V , (18)

′θ′, ′q′,U′ ′,V′ ′はそれぞれ,温位,混

合比,水平方向の風速 U と V に関する鉛直フラック

ス；θ ,q ,U ,V は z＝5mにおける値； U

＝ U ＋V ；θ は海面における温位；q は海

面における飽和混合比；C ＝0.001405,C ＝

0.001455,C ＝0.001578.なお,高度 z＝5mの大気

の状態でフラックスを評価しているのは,3.2で示すよ

うに z 方向のグリッド間隔を10mとして数値計算する

からである.また,RICO観測再現実験の元々の設定で

は海面水温は299.8Kで一定と指定されているが,

我々のモデルでは304.8Kとこれより5K高温で固定

する.これにより系により沢山の水蒸気と熱が供給され

る様になり,結果として定常状態に達するまでの遷移時

間が短かくなった.

2.3.3 初期条件

水平方向に一様な初期鉛直プロファイルを与えた上

で,温位θと混合比 q に微小な初期擾乱を加えること

で大気流体場の初期状態とする.

RICO観測再現実験ではラジオゾンデによる観測結果

に基づき高度4000mまでの鉛直プロファイルが区分線

形な形で与えられている.我々はこれを外挿する形で高

度10400mまでの鉛直プロファイル作成した.詳細は

次の通りである：

U z ＝
－9.9ms＋ 2.0×10s z,if4000m z＞0m;
－1.9ms, ifz＞4000m.

(19)

V z ＝－3.8ms,W z ＝0.0ms. (20)
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q z ＝

16.0g kg － 2.2g kg /740m z,

if740m z＞0m;
13.8g kg － 11.4g kg /2520m z－740m ,

if3260m z＞740m;
max0gkg ,2.4gkg － 0.6gkg /740m z－3260m ,

ifz＞3260m.

(21)

θ z ＝
297.9K, if740m z＞0m;
297.9K＋ 19.1K/3260m z,ifz＞740m.

(22)

海面での気圧は1015.4hPa,初期は静水圧平衡が成立

つとする.

また,一様ランダムな初期擾乱をθに対しては －0.1

K,0.1Kの範囲で,q に対しては －2.5×10 g kg ,

2.5×10 g kg の範囲で与える.ただし,q が負に

なった場合は0とする.

2.3.4 外的強制力

より広い領域をRICO観測の全期間にわたりハイン

ドキャストした結果に基づき,RICO観測再現実験では

系に外的強制力が課されている.RICO再現実験では高

度4000mまでを対象としているのに対し,我々の実験

では高度10400mまでを対象しているので,4000m以

上についてもこれを外挿する形で外的強制力を与える.

詳細は次の通りである.

θとq には大規模場の下降流に伴う外的強制力が働

いている.これを(11)と(14)の右辺第２項で表し,W

を次で与える.

W＝
－ 0.005ms/2260m z,if2260m z＞0m;
－0.005ms, ifz＞2260m.

(23)

放射冷却と領域外との混合によりθを減少させる強

制力が働いている.これを,(11)の右辺第３項で表し,

以下で与える.

θ
t
＝－2.5K/86400s. (24)

領域外との混合により混合比 q を下層で減少,上層

では増加させる強制力が働いている.これを,(14)の右

辺第３項で表し,以下で与える.ただし,高度4000m

以上では外挿せずに０とした.

q
t
＝

－1.0g kg ＋ 1.3456g kg /2980m z
86400s

,

if2980m z＞0m;
4.0×10 g kg s,

if4000m z＞2980m;
0, ifz＞4000m.

(25)

(19)と(20)で表される初期の風速場は地衡風として維

持される.そのため外的強制力として気圧傾度力を系に

加え,これを(9)の の項で表現する.

3.数値計算の方法

(1)－(25)が我々の気象システムの基礎方程式である.

粒子群と大気流体場の間には相互作用があるため,その

ふるまいを正確に再現するには両方の過程を同時に数値

計算する必要がある.雲微物理過程については超水滴法

（Shima et al.2009;Shima 2008）により数値計算を行

う.大気流体力学過程については準圧縮近似の下で音波

のモードと他のモードを分割して数値計算を行う.使用

したプログラムは,名古屋大学で坪木が中心となって開

発を続けている雲解像モデルCReSS(Tsuboki 2008)に

超水滴法のモジュールを追加実装したCReSS-SDMで

ある.表３に数値計算方法の概要をまとめたが,以下で

はこれを少し詳しく説明する.

表3：数値計算の方法の概略
Table3：Summary of the numerical simulation scheme

計算領域（２次元） 6400m（水平）×10500m（鉛直)

計算期間 ３日間

側面境界条件 周期境界条件

使用プログラム CReSS-SDM Ver.3.3.0 1.7.1

雲微物理過程の数値解法 超水滴法

超水滴法の時間ステップ
移流・重力落下過程：Δt ＝0.2s

水蒸気の凝結・蒸発過程：Δt ＝0.02s
衝突併合過程：Δt ＝1.0s

超水滴の下面境界/上面境界 10m/7000m

初期の超水滴の数濃度 24個/25×25×10m

超水滴の発生速度 Δt ＝300.0s毎に 1/18個/25×25×10m

大気流体力学過程の
数値解法

準圧縮近似,スタッガード格子,並進座標系,
音波以外の項：セミラグランジュ法,音波項：HE-VI

乱流モデル Smagorinsky-Lilly

空間分解能
水平：25m

鉛直：10m＜4000m,10～30m＜9000m,30m＜10500m

流体計算の時間ステップ 音波以外の項Δt＝0.2s,音波の項Δτ＝0.025s
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3.1 雲微物理過程の数値計算方法

3.1.1 超水滴法の概要

超水滴法はエアロゾル・雲粒・降水粒子の運動と状態

変化を,確率的な粒子法を使って統一的に計算する雲微

物理過程の数値計算手法である.従来の手法と違い,時

間発展を原理的な物理法則に基づいて高速に計算するこ

とができると期待される（Shima et al.2009;Shima
 

2008）.超水滴法を使ってRICO観測再現実験を行った

ところ,実際に観測された雲の微視的構造がある程度再

現されることなどが確認されており少しずつその有効性

が検証されつつある（Arabas and Shima 2013）.

3.1.2 超水滴の定義

原理的には全粒子の状態 t , t i＝1,2,...,N

t の時間発展を調べることで,エアロゾル・雲・雨の

ふるまいを正確に知る事ができる.しかし系に存在する

粒子の数 N t は膨大なのでそれを実行することは事実

上不可能である.そこで,実際の粒子群を粗視化した仮

想粒子として超水滴を導入する.

i 番目の超水滴は実粒子と同様に位置と属性 t ,

t を持つ.この超水滴は１つで複数の同一の実粒子

t , t を表現しているとみなし,その個数を多重度

ξ t で表す.系に存在する超水滴の総数を N t とする

と, ξ t , t , t i＝1,2,...,N t により超水滴

群の状態が定まる.この超水滴群により全粒子の状態

t , t i＝1,2,...,N t を近似できるように超水

滴の初期値と時間発展を与える.

この考え方は次のように言い換えられる.時刻 t,位

置 ,属性 における粒子の数密度関数を n ,,t と

すると,その定義から

n ,,t ＝╱
╲∑δ － t δ － t

╲
╱,(27)

が成立する.ただし, …>は期待値,δ は d 次元

のデルタ関数である.この時,多重度の重みをつけた超

水滴の位置と属性の分布が,期待値として実粒子の分布

を再現するように,超水滴の初期値と時間発展を与える

ということである.p ξ,,,t を任意のある超水滴が

時刻 t に位置 ,属性 ,多重度ξの状態である確率

密度関数とすると,この要請により p ξ,,,t と n

,,t の間に次式が成立する.

n ,,t ＝╱
╲∑ξ t δ － t δ － t

╲
╱

＝∑∑ p ξ,,,t ξδ － δ － d a d x (26)

＝N ∑ξp ξ,,,t .

3.1.3 超水滴の境界条件

領域の側面では粒子と同様に周期境界条件を課す.超

水滴の上面境界は系の上面境界より低く7000mにと

る.今回のケースでは層積雲ができるのは5000m以下

の高度であり,7000m以上の高さでの雲微物理過程は

層積雲のふるまいに影響を与えないため,計算コスト削

減のため上面境界を低くした.上面境界を超えた超水滴

は系から除去し,上面境界からの超水滴の流入も無いと

する.また,超水滴の下面境界は海面より少し高く,流

体計算格子の第１層目の高さにあわせて10mとする.

これは,流体の最下層の雲微物理過程のふるまいは系に

重要でないことと,プログラムの実装が容易になること

が理由である.下面境界を超えた超水滴は降雨とみなし

系から除去し,下面境界からの超水滴の流入も無いとす

る.

3.1.4 超水滴の初期化

(27)が成立つように超水滴群の初期状態を与えるのだ

が,位置と属性 , に加え多重度ξを指定するた

め,その決め方には任意性がある.初期多重度が全ての

超水滴で一定になる様な初期化も考えられるが,この場

合サンプリングエラーにより超水滴の数を増やした時の

数値計算の収束性が悪くなるケースがShima et al.

（2009）で報告されている.その後,超水滴の属性を対

数一様分布に従って抽出するとサンプリングエラーの問

題が大幅に改善されることが確認されたため,今回はこ

の方式を採用する.以下その詳細である.

超水滴が存在しうる領域の体積を V とする.前節で

示した通り今回これは系全体の体積より小さく設定され

ている.初期に N 個の超水滴をこの領域中に一様ラン

ダムに配置しよう.これにより が定まる.次に各超

水滴に含まれる硫酸アンモニウムの質量 M を定めよ

う.これは各超水滴の乾燥半径rをまず与えた後,

M＝ρ 4/3πrの関係式により与えよう.実粒子

の乾燥半径は初期には(6)で与えられる数密度関数に従

う.これを n logr＝dN/d logrと書こう.超水滴の

乾燥半径は初期に p logrの確率密度に従って独立にラ

ンダム抽出することにしよう.この時,多重度ξを

ξ＝
n logr

N /V p logr
(28)

と与えることで(27)が満たされる.実際

1
V

╱
╲∑ξδlogr－logr

╲
╱

＝ 1
V
∑ p logr

n logr
N /V p logr

δlogr－logrd logr (29)

＝n logr.

つまり,p logrの取り方に応じて(28)に従い多重度

を決めれば,(27)が満たされるということである.

Shima et al.（2009）では,p logr∝n logrと数密

度関数に比例する様に取ることで,多重度が全ての超水

滴で一定となる多重度一定方式を採用していた.
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ξ＝N
/V

N /V
, (30)

ただし,N は初期に存在する実粒子の数,V は領

域の大きさ.しかし,この方法だと n logrが小さく

なるrが抽出されにくいためサンプリングエラーが起

こりやすい.

今回はこの問題を抑制できる,対数一様分布方式を採

用する.これは,p logrを区間 logr ,logr の一

様分布で与え,これに従って多重度は

ξ＝
n logrlogr /r

N /V
, (31)

で与える方式である.これにより区間 logr ,logr

の超水滴がより確実に抽出されるようになる.これによ

りどの程度サンプリングエラーの問題が解消されるかと

いうことは改めてどこかで報告したい.

このようにして超水滴の乾燥半径rを求めた後,硫

酸アンモニウムの質量 M に変換する.その後,等価水

滴半径 R と速度 を実粒子と同様にして定める.

今回の計算では超水滴を初期に24個/25×25×10

m 与えた.また,乾燥半径はr ＝0.01μm,r ＝5.0

μmの間で対数一様ランダムに与えた.

3.1.5 超水滴の個別運動

超水滴も実粒子と同様に,(1)と(2)に従って移流・凝

結成長する.今回(1)はΔt ＝0.2sの時間ステップで陽

的オイラー法により解く.(2)はΔt ＝0.02sの時間ス

テップでニュートン法を使った陰的オイラー法により解

く.この時,各時間ステップ毎に超水滴群が大気流体場

から奪った水蒸気の収支(12)を計算し,(11)と(14)の

S の項を介して大気流体場に熱と水蒸気のフィード

バックを行う.今回凝結成長方程式自体は陰的に解いて

いるが,粒子の凝結成長に伴う大気流体場の時間変化は

陽的に解いているため,Δt の大きさは粒子の凝結成長

に伴う大気流体場の変化の時間スケールより小さく取る

必要がある.今回の実験ではケースによってエアロゾル

数密度が大きくなる状況があるが,その際には過飽和状

態がすぐに解消されるためこの時間スケールが短くな

る.そこで今回はΔt を実験ケースによらず小さい値で

固定した.

また,計算の際に各超水滴の位置における大気流体場

の状態を参照する必要がある.今回スタッガード格子を

使って大気流体場の計算を行うため,スカラー量に関し

てはその格子における値を,風速に関しては各点で線形

補間を行った値を使用する.

なお,(1)と(2)は各粒子に関する常微分方程式になっ

ている.適当な関数のベクトル を導入することで,

一般にこれらはまとめて

d /dt＝ (32)

と表記できる.化学反応や硫酸ガスの凝結は考慮しな

かったため,粒子に含まれる硫酸アンモニウムの質量

M は衝突併合の際を除き変化しない.これを明記する

と dM/dt＝0であるが,これも(32)に含められる.(32)

は他の粒子の影響は直接的には入っていない各粒子単独

のダイナミクスであることから,粒子の個別運動と呼ば

れる.

3.1.6 超水滴の衝突併合

実粒子群は(4)で定められる確率に従って衝突併合を

繰り返す.超水滴群も適切に設計された確率過程に従っ

て衝突併合するとし,期待値として実粒子群の衝突併合

過程を再現するようにする.そしてその確率過程の実現

値を独自のモンテカルロ法によって数値的に計算する.

数値計算の際は,流体計算で使う各格子内で超水滴の衝

突併合候補対を作り,実際に衝突併合するかしないかを

擬似乱数の値により判定する.この判定作業を時間ス

テップΔt 毎に行う.

詳しくは原論文Shima et al,（2009）に任せるとし

て,その特徴は主に次の３つである：1)衝突併合の前

後で超水滴数がほぼ保存するように設計されており,実

粒子群の重み付き標本とみなせる超水滴を十分な数確保

しやすい；2)候補対を減らす代わりに確率を大きくす

ることで,計算コストが O N と超水滴の数 N に比例

する；3)１つの衝突併合候補対が一度に複数回ぶつか

ることを許すことでΔt を大きく取っても計算結果に影

響が及びにくい.

なお,3)に関しては改良方法が提案されており

（Arabas et al.2013）,大きいΔt に対する数値計算の

ロバスト性が向上する可能性がある.

今回のシミュレーションではΔt ＝1.0sとした.

3.1.7 エアロゾルの生成

大気中で30nm程度の乾燥半径の硫酸アンモニウム

エロゾルが生成されるプロセスを表現するため,Δt ＝

300.0s毎に 1/18個/25×25×10m の割合で一様ラン

ダムに超水滴を系に生成する.新しい超水滴の属性と多

重度は初期化の際と同様に行う.この時使う数密度関数

は(7)にΔt を乗じた

N
t logr Δt ＝

1
2π
n Δt
logσ exp

－ logr－logr
2logσ

,(33)

である.また,r ＝0.01μm,r ＝0.1μmとした.

なお,今回超水滴の生成レートをこの値にしたのは,こ

の系では経験的にこれぐらいで超水滴数の収支がバラン

スするからである.

3.1.8 他の計算手法との違い

超水滴法と他の雲微物理過程の計算手法との違いにつ

いて整理しておく.時刻 t,位置 ,属性 における粒

子の数密度関数を n ,,t とすると,その時間発展方
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程式は一般に次の形の微積分方程式になる：

n ,,t
t

＋∇ n ＋∇ n

＝12 d a′n ′n ″K ′,″

－n d a′n ′K ,′＋ n
t

,

(34)

ただし, は粒子の速度で,左辺第２項は実空間におけ

る粒子の移流を表す；左辺第３項は属性空間方向の移流

を表す. は(32)で導入した粒子の属性 の個別運

動による時間発展を定める関数である；右辺の第１項と

第２項は衝突併合過程を表す.d は属性 の独立な成

分の数である.今回 は５成分のベクトルであるが,

を常に終端速度で評価することにしたため, は R の

関数となる.よって独立な属性の数は d＝2となる.ま

た, ″は ′と衝突併合の結果 になるような粒子を

表すとする.なお,この部分を導出するにはある種の無

相関を仮定する必要があるがこれは正しいとされている

（e.g.,Gillespie 1972）；右辺の第３項はエアロゾルの生

成による粒子のソース項である.

(34)はStochastic Calescence Equation(SCE)と呼ば

れる.これを高精度に解くことができれば粒子群の状

態,つまりエアロゾルや雲の状態が正確に予言できる.

しかし,より詳細な雲微物理過程を扱う場合には属性の

数 d が増えるため,SCE(34)の数値計算は難しくなる.

特に右辺の衝突併合に起因する d－重積分の項の計算コ

ストが高い.

バルク法では,SCE(34)を数密度 n ,,t の属性

に関する低次のモーメントについて閉じた形に簡約化し

て数値計算を行う.計算コストは低いが,現状ではこの

簡約化は半経験的で理論的な裏付けに乏しいため,予測

能力には限界がある.

ビン法は,属性 と空間 を格子に差分化してSCE

(34)を直接解く方法である.十分な格子数をとれば正確

な予測ができるが,属性の数 d が増えると急激に計算

コストが高くなってしまう.また,格子を切ることで移

流の際に数値拡散が起こりやすいという難点もある.

粒子法は,なんらかの意味で数密度 n ,,t の標本

集団になるような計算粒子を導入し,計算粒子の時間発

展を通してSCE(34)を解く手法であり,ラグランジュ

法とも呼ばれる.超水滴法もその一種である.近年様々

な粒子法に基づく雲微物理モデルが提案されている

（Andrejczuk et al.2008,2010;Riechelmann et al.

2012).その主要な違いは衝突併合過程の計算方法であ

る.Andrejczuk et al.（2010）では決定論的に粒子の衝

突併合を計算する.Riechelmann et al.（2012）ではあ

る種の平均場近似を使って決定論的に解く.超水滴法の

計算コストが計算粒子数に比例するのに対して,どちら

の手法も計算粒子数の２乗の計算コストがかかる.噴霧

燃焼への適用を意識して開発されたSchmidt and Rut-

land（2000）の手法は,確率的に衝突散乱する多体粒子

系の数値解法であるno-time-counter(NTC)法（Bird,

1994）を衝突併合過程に拡張して作られた.NTC法の

特徴である計算粒子数に比例する計算コストが実現され

ている.エアロゾルの凝集過程を意識して開発された

Weighted Flow Algorithm (DeVille et al.2011)も,

NTC法と同様の技法が適用されている様に見受けら

れ,おそらく計算粒子数に比例する計算コストが実現さ

れている.この通り色々な手法が提案されているが,ど

の手法がどの様な条件で効率が良いのか,詳細な性能比

較はまだなされていない.

3.2 大気流体力学過程の数値計算方法

(8)-(25)を準圧縮近似の下で音波項とそれ以外を分割

し数値計算する.音波項に関しては鉛直方向のみ陰解法

で解くHE-VI法を使い短い時間ステップΔτ＝0.025s

で解く.それ以外の項に関してはセミラグランジュ法を

使って長い時間ステップΔt＝0.2sで解く.格子系は水

平にはArakawaCタイプ,鉛直にはLorenzタイプの

スタッガード格子を用いる.水平方向の格子幅は25m

とした.鉛直方向の格子幅は,高度4000mまでは10

m,高度9000mより上は30m,高度4000mから9000

mの間は10mから30mの間で線形に格子幅を引き伸

ばした.数値拡散を減らすため,水平方向に －6.0

ms,－4.0ms で並進する座標系で計算を行った.

また,解像できない渦に関しては代表的なLESモデル

であるSmagorinsky-Lillyモデル（Smagorinsky 1963;

Lilly 1962）により乱流拡散を評価する.これらの計算

は雲解像モデルCReSSに実装されている機能を使って

行われた.詳しくはTsuboki（2008）を参照.

4.数値計算結果と積雲-層雲転移

4.1 数値実験の計画

本研究の目的は,エアロゾルの生成率や初期濃度の変

化が,エアロゾルと雲の相互作用を通してどのように洋

上の浅い層積雲のふるまいに影響を及ぼすのか調べるこ

とである.そのために２章で導入した理想的な気象シス

テムの数値実験を３章の方法に従って行う.今回はエア

ロゾル生成率と初期エアロゾル数密度をコントロールパ

ラメタとした比較実験を行う.エアロゾル生成率は

10 個cm s(Low）,10 個cm s(Mid）,10 個

cm s(Hi）の３パターンを調べた.初期エアロゾル

数密度は,RICOの観測に基づいた105個cm (Cln）

のきれいな場合と,10500個cm (Dty）の汚い場合の

２パターンを調べた.これらの組み合わせで計６ケース

の比較実験を行う.表４に各実験の計算条件の違いをま

とめた.
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4.2 数値実験の結果と考察

まずは,初期のエアロゾル数が少なく生成率も小さい

場合である〝Cln Low"実験における系の振る舞いを見

てみよう.RICO観測再現実験の設定に習って水滴の半

径 R＝40μmを雲粒と雨粒の境目とみなし,雲水混合

比 q と雨水混合比 q の時間発展を図１に示した.積雲

が形成され降水とともにすぐに消滅する状況が計算開始

後すぐに始まる.そしてそのまま３日間積雲の生成消滅

のサイクルが維持される.海面温度は違うもののこれは

実際にRICOで観測された状況とよく似た結果である

といえる.

それでは,初期のエアロゾル分布は変えずに,エアロ

ゾル生成率だけを大幅に増やした〝Cln Hi"実験の場

合にはどうなるであろうか,その結果を図２に示す.６

表4：各数値実験の設定.初期状態はエアロゾルが少ない場
合と多い場合の２パターンを,エアロゾル生成率は小中大の
３パターンを考え,計６パターンの数値実験を行う.
Table4：Case specification of our numerical experiments.
There are 2 choices for the initial aerosol distribution:
clean and dirty.There are 3 choices for the aerosol forma-
tion rate:low,middle,and high.In total we have 6 cases

 
for our numerical experiments.

実験名
初期エアロゾル分布の
数密度(合計)

エアロゾルの生成率

n cm s

Cln Low 105個cm (表１) 10

Cln Mid 105個cm (表１) 10

Cln Hi 105個cm (表１) 10

Dty Low 10500個cm (表２) 10

Dty Mid 10500個cm (表２) 10

Dty Hi 10500個cm (表２) 10
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図1：〝Cln Low"実験における計算開始６時間後から72時間後まで６時間おきの雲水混合比
q と雨水混合比 q の様子.最後まで低い降水性の積雲の生成消滅が維持されているのが見て
取れる.なお,赤い線は超水滴の上面境界を表す
Figure1：Snapshots of Cln Low experiment.Cloud water mixing ratio q and rain water

 
mixing ratio q are displayed in every 6 hours from 6 to 72 hours.We can see that the birth

 
and death process of low,precipitating cumuli is sustained throughout the period.The red

 
line represents the upper boundary of super-droplets.



時間後にはまだ積雲が支配的であるが,系の状態は次第

に遷移し,18時間後に層雲が形成されると,そのまま

層雲が維持され続けていることが見て取れる.つまり,

エアロゾル生成率が大きくなることで多量のエアロゾル

が系に供給されるようになると,系の定常状態が積雲か

ら層雲に転移した様に見える.

このことをもっと詳しく調べるため,雲量（Cloud
 

Cover,CC）の時間発展の様子を,全６ケースの数値実

験で比べよう.雲水混合比 q が QC ＝0.01gkg を

超えている点は雲の中であると定義し,高度 z におけ

る雲量 CC z を次式で定義する：

CC z ＝
高度 z において q ＞QC を満たす格子数

高度 z における格子の総数
×100％.(35)

雲量の時間発展を図３に示した.初期のエアロゾルが

少なく大気がきれいな場合はいずれの生成率においても

系は積雲が生成消滅を繰り返す状態からスタートする
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図2：〝Cln Hi"実験における計算開始６時間後から72時間後まで６時間おきの雲水混合比と雨水混合比の様子.初
めは〝Cln Low"の時と同様に積雲ができているが,18時間後に層雲が形成されると最後までそれが維持されてい
るのが見て取れる.
Figure2：Snapshots of Cln Hi experiment.Cloud water mixing ratio q and rain water mixing ratio q are

 
displayed in every 6 hours from 6 to 72 h.Initially cumuli cycle is sustained for a while,just like the Cln Low case.
However,once a stratus deck is created at 18 h,it never disappears until the end of the experiment.



（左列）.逆に,初期にエアロゾルが多く大気が汚れてい

る場合は,いずれの生成率においても系は層雲が維持さ

れる状態からスタートする（右列）.その後,どのケー

スもしばらくの間は系の状態が少しずつ変化していき,

数日程度の後に定常な状態に落ち着く.そしてこの定常

状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよらず,エアロ

ゾルの生成率によって決まる様である.エアロゾル生成

率が10 個cm s(Low）や10 個cm s(Mid）と

小さい場合は積雲が維持される状態で落ち着く（下段と

中段）.しかし,生成率が10 個cm s(Hi）と大きく

なると,層雲が維持される状態に定常状態が移行する

（上段）.

全６ケースの数値実験におけるLWPとRWPの時間

発展を図４に示した.LWPは系に存在する液体の水の

総量を領域の底面積で割ったものであり,RWPは雨水

の総量を底面積で割ったものである.ここでもやはり,

エアロゾル生成率が大きくなることで,系の定常状態が

積雲から層雲に遷移することが確認できる.また,層雲

が維持される状況では,系により沢山の水が蓄えられる

ことも見て取れる.

今回図は割愛するが,エアロゾルの粒径分布も定常状

態に落ち着くことを確認している.エアロゾル生成率が

261エアロゾル生成と積雲-層雲転移

図3：高度毎の雲量 CC の時間発展を各実験で比較.横軸は時間,縦軸は高度.系が最終的に
落ち着く定常状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよらず,エアロゾルの生成率が大きくな
るに伴い積雲から層雲に転移することが見て取れる.
Figure3：Comparison of the time evolution of the cloud cover CC z defined on each height

 
between all the 6 experiments.The graph shows the height on the vertical axis and the time

 
on the horizontal axis.The system gradually evolves to reach its final steady state,which

 
is not affected by the initial number density of aerosols.A transition of the final steady state

 
from cumulus to stratus occurs when the aerosol formation rate is increased.



10 個cm s(Low）の時の定常状態におけるエアロ

ゾル数密度は約10個cm ,10 個cm s(Mid）の時

は約1000個cm ,10 個 cm s(Low）の時は約

10000個cm であった.RICOで実際に観測されたエ

アロゾル数密度は105個cm (表１）であったことか

ら,我々の系ではエアロゾル生成率が10 個cm s

(Low）と10 個cm s(Mid）の間の時に定常状態の

エアロゾル数密度がRICO観測と同程度になると推定

される.

この積雲-層雲転移のメカニズムは次のように解釈で

きる.エアロゾルは生成を通して常に大気中に供給され

ている.その一部は核となって雲を形成するが,その雲

からの降雨を通じたrainoutやwashoutによりエアロ

ゾルは大気中から除去される.一方,水蒸気に関しても

海面からの供給と降雨等による流出がある.さらに,エ

ネルギーに関しても海面から供給と放射冷却等による散

逸がある.このエアロゾル・水蒸気・エネルギーの流入

と流出は,雲を介して調整がなされる.そして,数日程

度の時間の後に収支がバランスする状態にたどり着く

と,これが系の最終的な定常状態となる.エアロゾル生

成率が小さいと,結果として系に蓄えられるエアロゾル

も少なくなり,雨になりやすく寿命の短い積雲が生成消

滅する状態が定常となる.エアロゾル生成率が大きい

と,結果として系に蓄えられるエアロゾルも多くなり,

雨になりにくく寿命の長い層雲が維持される状態が定常

となる.このシステムの場合,積雲になるか層雲になる

かが変わるエアロゾル生成率の境目は10 個cm s

(Mid）と10 個cm s(Hi）の間である.
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図4：各実験におけるLWP（赤線）とRWP（青線）の時系列図の比較.縦軸はwater path,
横軸は時間を表す.層雲の時のほうが系は多くの水を蓄えていることが分かる.
Figure4：Comparison of the time evolution of LWP(red)and RWP(blue)between all the 6

 
experiments.The graph shows the water path on the vertical axis and the time on the

 
horizontal axis.Stratus states store more liquid water in the system.



5.終わりに

洋上の浅い層積雲のふるまいにエアロゾルと雲の相互

作用が及ぼす影響を,エアロゾルが持続的に形成される

理想化されたた気象システムの詳細な数値実験により調

べた.今回のケースでは,系が数日かけて最終的に落ち

着く定常状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよら

ず,エアロゾルの生成率が大きくなるに伴い積雲から層

雲に転移することが分かった.今回調べた気象システム

は,RICO観測再現実験用に提案されたものに対して,

エアロゾルのダイナミクスの追加,鉛直方向への初期プ

ロファイルの外挿,海面水温の変更などの改変を加えて

構成したものである.数値計算は,雲微物理過程につい

ては超水滴法を使って,大気流体力学過程については準

圧縮近系を音波項とそれ以外に分割して行った.使用し

たプログラムはCReSS-SDMである.数値実験では,

エアロゾル生成率と初期エアロゾル数密度の２つをコン

トロールパラメタとし,計６つのケースについて調べ

た.エアロゾル生成率は10 個cm s(Low）,10 個

cm s(Mid）,10 個cm s(Hi）の３パターンを調

べた.初期エアロゾル数密度は,RICOの観測に基づい

た105個cm (Cln）のきれいな場合と,10500個cm

(Dty）の汚い場合の２パターンを調べた.エアロゾル

の 生 成 率 が 10 個 cm s (Low）,10 個 cm s

(Mid）と小さい場合,系は最終的に積雲の生成消滅が

維持される状態に落ち着くが,エアロゾル生成率が

10 個cm s(Hi）と高い場合は層雲が維持される状

態で落ち着くことを見た.どのような定常状態に落ち着

くかは,今回のケースではエアロゾルの生成率によって

のみ決まり,初期のエアロゾル数密度にはよらないとい

うことも確認された.

数値計算の収束状況について今回は触れなかったが,

使用する超水滴の数や水平方向の領域の広さを倍にした

数値計算を行っても結果が大きくは変わらないことは確

認している.今回海面水温を元々の設定より5K高い

304.8Kに設定したが,これは系が終状態に落ち着くの

が早くなり計算コストが節約できるからである.現在

元々指定されている299.8Kでも実験を行っているが,

定常状態に落ち着く時間は６日間と倍程かかってしまい

そうではあるものの,今回とほぼ同様に層雲から積雲へ

の転移が見られそうである.やはり簡便のため今回は鉛

直２次元で数値計算を行ったが,現実性を追求する立場

からは３次元の実験も行いたい.３次元の方が層雲は形

成されにくいため,もしかすると今回見られた転移は３

次元では現れないかもしれない.それでも気象条件を変

えれば同様のことが起こることは期待できるだろう.

今回の我々のモデルでは,ある程度はエアロゾルと雲

の相互作用が表現されているが,まだ十分ではない.特

に,気相や液相での化学反応過程に関しては何らかの形

で確実に組み込む必要がある.また,格子スケール以下

の解像できない乱流が系に及ぼす影響は,大気流体場の

拡散に対してはSmagorinsky-Lillyモデルを通して表

現されている.しかし,解像できない乱流の影響はこれ

だけでは済まない.粒子の運動に対する乱流拡散の影響

や,乱流により粒子の衝突併合が促進される効果

（Ayala et al.2008）,乱流による格子内での水蒸気濃度

のゆらぎ（Lanotte et al.2009）についても考慮が必要

である.

今回調べた気象システムでは,エアロゾル生成率の増

加に伴い積雲から層雲への遷移が見られたものの,調べ

た限りにおいては終状態は初期エアロゾル数密度によら

ず１つであった.しかし,収支がバランスする終状態が

２つあって,どちらが選ばれるかは初期数密度によって

決まるということも気象条件によってはあり得るだろ

う.例えばOpen-cellとClosed-cellが同一の領域に共

存する現象が知られているが（e.g.,Wang and Fein-

gold 2009）,これはその様な双安定性の現れである可能

性がある.もし今回の気象システムでその様な双安定性

が起こるとするならば,エアロゾル生成率が10 個

cm s(Mid）と10 個cm s(Hi）の間の狭い区間

である.

今回,エアロゾルの初期分布によらず系が同一の定常

状態に落ち着いたのは,エアロゾル・エネルギー・水蒸

気の流入と流出がバランスする様に,雲を介して系の状

態が調整されたからである.これは,系の取りうる状態

に一定の制約があるということを意味し,気象現象のこ

の様な性質をうまく利用すれば,信頼性の高い簡略化雲

微物理モデルを構築することができるかもしれない.そ

の様な可能性を探るためにも,しばらくは原理的な物理

法則に立ち返った詳細なシミュレーションを行うことが

有用であろう.
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