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させ,1年分の時系列計算を行 う。最も内側の計算

グリッドは格子間隔を 1～2km程度とする。このよ

うにして計算された 1年分の風速場に対し統計処理

を行い,地域風況を求める.地域風況には大地形や

局地循環の効果は含まれているが,1～2kmの格子

で解像できない小地形の効果は考慮されていない .

そこで小地形の影響を考慮するために著者らが開発

した非線形局所風況予測モデル MASCOTを 用い
,

地域風況を局所風況に変換する.

図 1カ学・統計的局所化の流れ

この手法は,ま ず地域気象モデルをネスティング

させ,力学的に風速場の時系列データを求める.次

に,統計解析により地域風況を求め,最後に局所風

況への変換を行 う。本研究では,こ の手法を力学・

統計的局所化手法 OSD:Dynamical Statistical

Downscaling)と 呼ぶ。

3.計算結果

本研究では地域気象モデルとして非静水圧大気力

学モデル RAMSを用い,境界条件にはヨーロッパ中

期気象予報センター(ECMW⊃による 1997年 の客

観解析値を用いた。図 2に地域気象モデルによって

計算された竜飛岬を含む津軽海峡付近での西風の時

の流れ場を示す。また図 3には,それぞれの時期に

対応する温位の鉛直分布を示し,夏季には大気は安

定成層 しているのに対して,冬季には地表面付近で

大気の状態が中立である。図 2(a)に は夏季の代表的

な風速場を示し,大気の状態が安定のため,流れが

岬を回りこむことにより,津軽海峡に風が集中し強

くなっていることが分かる.一方,図 26)に は冬季

の代表的な風速場を示し,大気の状態がほぼ中立の

ため,流れが岬を回りこむことなく,山を越えてい

る.こ のように,地域気象モデルi二 よる時系列解析

結果は風速場に大地形や大気安定質が与える影響を

正しく反映していることがわかる.逹域気象モデル

により得られた地域風況を局所風況に変換する手法

については,その 2で詳 しく述べる.

4。 まとめ

本研究では観測によらない新 しい風況精査手法 ,

すなわち力学・統計的局所化手法を提案し,以下の

結論を得た。

1)地域気象モデルを用いることにより,大地形や

大気の安定度の影響を反映 した地域風況の予測

に成功した。

2)本研究で提案 した手法により風観演」によらず全

国任意地点の詳細風況の予測が可能になった。

…が:響奪槻 `ご滞∵幣二魚

図 3竜飛岬での冬季と夏季の温位の鉛直分布
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図 2地域気象モデルによって計算された風速場
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