ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘ

ᆅ⌫⎔ቃຊᏛศ㔝
ඹྠ◊✲ᡂᯝሗ࿌

ࡔ࠰߅ࠃ߮㔕⸃ࠬࠤ࡞ߩᄢ᳇Ⴚ⇇ጀࡕ࠺ࡦࠣߣ᷹ⷰ⊛⎇ⓥ
ᾢᧄ⋵┙ᄢቇⅣႺ↢ቇㇱ

ᒛઍᵮ

⋡⊛㧦
ᄢ᳇Ⴚ⇇ጀߦ߅ߌࠆ‛⾰(᳓⫳᳇㒠᳓߽)ᓴⅣㆊ⒟ߩࡕ࠺ࡦࠣߣߘࠇߦ㑐ㅪߒߚ
ᢔᴉ⌕ㆊ⒟ߩࡄࡔ࠲࡚ࠪࡦߦะߌߚᢙ୯ታ㛎߅ࠃ᷹߮ⷰࠍⴕ߁㧚
߹ߕߪ㧘ᶏᵗਛⷙᮨᡓੂ߇ᶏᵗᄢ᳇Ⴚ⇇ጀߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߦߟߡࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇ਥ
⋡⊛ߩ৻ߟߢࠆ㧚ᶏᵗࡕ࠺࡞࠺࠲หൻ SST ࠍ㧘ೋߡ㔕⸃ࡕ࠺࡞߳ㆡ↪ߒ㧘⽕㔐ἴ
ኂߦᔕ↪ߒߚὐ߇․╩ߔߴ߈ὐߢࠆ㧚
߹ߚ㧘ᄤ⨲ඨፉߦ߅ߌࠆ᳇⽎߅ࠃ߮ᄢ᳇ᳪᨴ‛⾰ߩᄢ᳇Ⴚ⇇ጀ᭴ㅧࠍଥ⇐᳇ߢ᷹ⷰߒ
ߡ㧘ᄢ᳇Ⴚ⇇ጀౝ߿⥄↱ኻᵹߩᢔߣᴉ⌕ߩ LES ࡕ࠺࡞߿㔕⸃ࡕ࠺࡞߳ߩㆡ↪ߦะߌ
ߚ࠺࠲㓸ࠍߔࠆߎߣߢࠆ㧚ᄤ⨲ඨፉߪ㧘ᄢ㒽߆ࠄߩᓇ㗀߇ᣧᲑ㓏ߢ㆐ߔࠆ႐ᚲ
ߢ㧘ℂ⊛ߦ߽ᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲߦㄭߊ㧘ኒធߦㅪ៤ߒߚ⎇ⓥ߇ㅴࠄࠇࠆ㧚

⎇ⓥᣇᴺ㧦
ᶏᵗਛⷙᮨᡓੂ߇ᶏᵗᄢ᳇Ⴚ⇇ጀߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߩ⎇ⓥߪ㧘ᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲߩᣣᧄᶏᶏᵗ
࠺࠲หൻࠪࠬ࠹ࡓ߆ࠄᓧࠄࠇߚ᷵⸃ SST ࠍ↪ߡ㧘ฬฎደᄢቇߢ㐿⊒ߐࠇߚ㔕⸃ࡕ
࠺࡞ CReSS ߦࠃࠆᢙ୯⸘▚ࠍⴕ߁㧚ᶏᴫ߇ᄢ᳇ᷙวጀߦ߅ࠃ߷ߔᓇ㗀ߦ⌕⋡ߒߚ⸃ᨆࠍⴕ
߁㧚
ᄤ⨲ඨፉߩଥ⇐᳇᷹ⷰߢᓧࠄࠇࠆ࠺࠲ࠍ㓸⸃ᨆߒ㧘Ⴚ⇇ጀ߅ࠃ߮⥄↱ኻᵹߩ
᳇⽎⁁ᴫߩᄌൻߣߘࠇߦ߁ฦ㜞ᐲߩᶋㆆ☸ሶߩ☸ᓘಽᏓ߿ᕈ⁁ߦߟߡ⺞ߴ㧘ࡕ࠺࡞߳
ߩᔕ↪߿ᬌ⸽ߦ↪ࠆ㧚

⚿ᨐ㧦
೨ᐕᐲߦᒁ߈⛯߈㧘⽕㔐ἴኂࠍ߽ߚࠄߒߚ 2005 ᐕ 12  21㧙30 ᣣߩߦߟߡ㧘ฬฎ
ደᄢቇߢ㐿⊒ߐࠇߚ㔕⸃᳇⽎ࡕ࠺࡞ Cloud Resolving Storm Simulator (CReSS, Tsuboki
and Sakakibara 2001; 2002㧘Ohigashi and Tsuboki 2007) ࠍ↪ߚᢙ୯ታ㛎ࠍⴕߞߚ㧚
ᣣᧄᶏၞࠍ 3 km ᳓ᐔᩰሶߢಽഀߒ㧘߆ࠄ 14814 m ࠍ 60 ጀߢಽഀߒߚࡕ࠺࡞ߢ㧘ೋᦼ
୯ߣႺ⇇୯ߪ᳇⽎ᐡ RSM ࠍ↪ߚ㧚ᶏ㕙᷷ᐲߪ㧘ᄢᔕജ⎇ᣣᧄᶏ࠺࠲หൻࠪࠬ࠹ࡓ㧔ኻ
㚍ᶏጽ ADCP ᵹ㊂߿ⴡᤊ࠺࠲ࠍ⚿วߒߚ RIAMOM㧕߆ࠄᓧࠄࠇߚ㜞⸃ᐲ(1/12q) ࠺࠲ห
ൻ SST (ታ㛎 R)ߣ᳇⽎ᐡߩᦨㆡౝᝌ SST(ታ㛎 J)ߩ㧞ߟࠍ↪ߚ㧚ᓸ‛ℂㆊ⒟ߪ㧢ࠞ࠹ࠧ
(vapor, cloud, ice, rain, snow and graupel)ߩࡃ࡞ࠢࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ㧚turbulent
kinetic energy ࠍ੍ႎߔࠆ 1.5 ᰴߩࠢࡠࠫࡖࠃߞߡ㧘ᷙวㆊ⒟ߪࡄࡔ࠲ࠗ࠭ߐࠇ
ߡࠆ㧚

−

−

ർߩቄ▵㘑߇ථߔࠆ⁁ᴫਅߢᶏᵗਛⷙᮨᡓੂߦኻߔࠆᄢ᳇Ⴚ⇇ጀߩᔕ╵ࠍߒߊ⺞
ߴߚ㧚ᄢၸߩർߩᥦ᳓ၞߢߪ㧘᷵⸃ᶏᵗ࠺࠲หൻߢ↢ߓࠆᱜߩ SST anomaly㧔ታ㛎 R
㧙ታ㛎 J㧕ߪ㧘ᾲ᳓⫳᳇ࡈ࠶ࠢࠬࠍߒߡ㧘ੂᵹᷙว㧘㘑ㅦ㧘᷷㧘᳓⫳᳇㊂㧘㔕᳓
㊂㧘㔐᳓㊂ࠍჇᄢߐߖࠆ㧚ㅒߦ㧘ᦺ㞲ඨፉߩ᧲ᴪጯߩ಄᳓ၞߢߪ㧘⽶ߩ SST anomaly ߇㧘
ੂᵹᷙว㧘㘑ㅦ㧘᷷㧘᳓⫳᳇㊂㧘㔕᳓㊂㧘㔐᳓㊂ࠍᷫࠄߔ㧚ઁᣇ㧘ᷰᴒߩ಄᳓⥠ߢߪ㧘
SST anomaly ߦኻߔࠆᔕ╵߇ⶄ㔀ߢࠆ㧚ੂᵹᷙวߣ㘑ㅦߪዪᚲ⊛ߥ SST ߩᓇ㗀ࠍ⚛ᣧߊ
ฃߌࠆ߇㧘᷷ᐲ߿᳓⫳᳇㔕᳓㊂ߪർቄ▵㘑ߩ⒖ᵹࠍߒߡᵹߩ SST anomaly ߩᓇ
㗀߇ᄢ߈㧚ߎߩࠃ߁ߦ㧘ᶏᵗਛⷙᮨᡓੂߩ SST ߩߺߥࠄߕ㧘ᵹߩᶏᴫߣᄢ᳇ߩ⋧
↪ߦߟߡߒߊ⺞ᩏߔࠆᔅⷐᕈ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚
᳇⽎ⷐ⚛ߩ 10 ᣣᐔဋ㊂ߦ㑐ߒߡ SST anomaly ߩᓇ㗀ߪߚߒߡᄢ߈ߊߥ߇㧘10 ᣣⓍ
▚㒠᳓㊂ߢߪ㗼⪺ߥᓇ㗀߇ࠇࠆ㧚ታ㛎 R ߣታ㛎 J ߩ㑆ߢ㒠᳓㊂Ꮕߪ 10㧑ߦ߽㆐ߒ㧘SST
ࡊࡠ࠳ࠢ࠻ߩᏅ⇣ߦኻߒߡᢅᗵߢࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧚⽕㔐ἴኂߢߪ㒠㔐ߩⓍ▚㊂߇㗴
ߦߥࠆߎߣ߆ࠄ㧘SST ߇Ⓧ▚㒠㔐㊂ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߪ᳇⽎ቇߩߺߥࠄߕἴኂ੍᷹ߣ߁ὐߢ
߽㊀ⷐߢࠆ㧚
ᧄ⎇ⓥߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦ߆ࠄ㧘ᶏᵗਛⷙᮨᡓੂߪᢙ⊖ km ࠍ߃ࠆࠬࠤ࡞ߩ᳇⽎
⽎ߩߺߥࠄߕ㧘ࡔ࠰ ȕ ߿ Ȗ ࠬࠤ࡞ߩ᳇⽎⽎ߦ߅ߡ߽㊀ⷐߢࠆ㧚ട߃ߡ㧘ᶏᵗਛⷙ
ᮨᡓੂߪኼ߇㐳ߩߢ㧘ߘߩᶏᵗᡓੂߩᓇ㗀ߪ㒠㔐㊂ߩࠃ߁ߥⓍ▚㊂ߢ㗼⪺ߦࠇࠆߎ
ߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚
ᄤ⨲ඨፉߩଥ⇐᳇᷹ⷰߩࡕ࠺࡞߳ߩᔕ↪߿ᬌ⸽ߦ㑐ߒߡߪ㧘᷷ᐲ㧘Ḩᐲ㧘᳇㧘GPS
㜞ᐲ㧘ࠛࠕࡠ࠱࡞☸ᓘߩỚᐲ㧘ࡉ࠶ࠢࠞࡏࡦ(BC)ߩỚᐲ㧘㔚ሶ㗼ᓸ㏜ಽᨆ↪ߩࠛࠕ
ࡠ࠱࡞ࠨࡦࡊ࡞ࠍណ㓸ߒߚ࠺࠲߿߅ࠃ߮Ⴚ⇇ጀ᷹ⷰ࠺࠲ߩᢛℂ╬ࠍⴕ㧘CReSS
߳ߩᔕ↪ߦะߌߚᬌ⸛ࠍⴕߞߚ㧚

⊒⺰ᢥ㧦
M. Yamamoto, T. Ohigashi, K. Tsuboki, and N. Hirose, Cloud-Resolving Simulation of
Heavy Snowfalls in Japan for Late December 2005: Application of Ocean Data
Assimilation to a Snow Disaster. Natural Hazards Earth System Science, 11, 2555̄2565,
2011.
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ᾢᧄ⋵┙ᄢቇⅣႺ↢ቇㇱ
ฬฎደᄢቇ᳓ᓴⅣ⎇ⓥࡦ࠲
ฬฎደᄢቇ᳓ᓴⅣ⎇ⓥࡦ࠲
Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ
Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ

−

ࠨࡉ࠹ࡑઍ⠪᷹ⷰ
⎇ⓥදജ⠪᳇⽎ࡕ࠺ࡦࠣ
⎇ⓥදജ⠪᳇⽎ࡕ࠺ࡦࠣ
⎇ⓥදജ⠪ᶏᵗࡕ࠺ࡦࠣ
ᚲౝੱ᳇⽎ࡕ࠺࡞ࡦࠣ

−

ẼᏛ࣭࢚ࣟࢰࣝẼೃࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ᳨ド
ྡྂᒇᏛᏛ㝔⎔ቃᏛ◊✲⛉ 㡲⸨ ᝅ
1

┠ⓗ
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊẼᏛࣔࢹࣝ CHASER ࢚ࣟࢰࣝࣔࢹࣝ SPRINTARS ࡢ⤖ྜࡼࡾࠊẼᏛ࣭࢚
ࣟࢰࣝ⤖ྜẼೃࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ᳨ドࡍࡿࠋ≉ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࣔࢹ࡛ࣝࡢᢅ࠸ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠊẼᏛ㐣⛬㛵㐃ࡢ῝࠸࢚ࣟࢰࣝࡢ⾲⌧ࠊ࠾ࡼࡧ࢚ࣟࢰࣝࡢ
ᚤ≀⌮㐣⛬ࡢ⾲⌧᪉ἲࡢᨵⰋࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ィ⟬ࢫ࣮࣒࢟ࡢᑟධࢆ᳨ウ࣭ᐇࡍࡿࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖
ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᕞᏛ࣭ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ࣭Ẽ⎔ቃࣔࢹࣜࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ SPRINTARS ࣔࢹࣝ
ࡸ㡿ᇦࢫࢣ࣮ࣝẼ㉁ࣔࢹࣝ CMAQ ࡞ࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢホ౯᪉ἲ‽ࡌࡓ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ
Ẽởᰁ≀
㉁ศᕸࡸ࢚ࣟࢰࣝ⃰ᗘ࣭ගᏛࣃ࣓࣮ࣛࢱࡘ࠸࡚ࠊྛ✀ほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ヲ⣽ホ౯ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ
Ẽ⤌ᡂ࣭ẼởᰁࡢẼೃࡢᙳ㡪ࡢ⌮ゎ࣭ホ౯࠾ࡅࡿ☜ᐃᛶࡢపῶࢆᅗࡾࠊẼೃኚືண ࡢ⢭⦓࠾
ࡼࡧ⢭ᗘྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
2

◊✲᪉ἲ
ྡྂᒇᏛ࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿẼᏛࣔࢹࣝ CHASER ᕞᏛ࣭ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚
ࣟࢰࣝࣔࢹࣝ SPRINTARS ࢆ⤖ྜࡋࠊẼೃࣔࢹࣝ୰࡛ࡢẼᏛ㐣⛬࢚ࣟࢰࣝ㐣⛬ࡢྠィ⟬ࢆྍ⬟ࡍ
ࡿࠋࡇࡢ㝿ࠊẼᏛ㛵㐃ࡢ῝࠸◲㓟ሷ࣭◪㓟ሷࡸ᭷ᶵ࢚ࣟࢰࣝࡢ⏕ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊಶูࡢᏛᛂࢫ
࣮࣒࢟ࢆ㏣ຍ࣭ᑟධࡋ⾲⌧ࡍࡿࠋࡲࡓ⌧≧ SPRINTARS ࡛༑ศᛮࢃࢀࡿ࢚ࣟࢰࣝࡢෆ㒊ΰྜࡸ⢏ᚄศᕸ
ࡢ⾲⌧᪉ἲ࡞ࡢᚤ≀⌮ⓗྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶࠊᨵⰋసᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋH23 ᖺᗘ࡛ࡣࠊࢲࢫࢺࡢኚ㉁㐣⛬╔
┠ࡋࠊࢲࢫࢺ⾲㠃ୖ࡛ࡢᆒ୍ᛂࡼࡿ㓟◲㯤㸦SO2㸧ࡢ◲㓟㸦SO42-㸧ࡢኚ㐣⛬࡞ࢆࣔࢹࣝᑟ
ධࡋࠊࢲࢫࢺࡀ࠾ࡼࡰࡍ◲㓟ሷ࢚ࣟࢰࣝࡢ⌫ศᕸᑐࡍࡿᙳ㡪ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗᏛ࣭࢚ࣟࢰ
ࣝ⤖ྜࣔࢹࣝࡢᴫ␎ࠊᮏᖺᗘ⾜ࡗࡓ◊✲ࡢసᴗ᪉ἲ࣭ᡭ㡰ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
(1) Ꮫࣔࢹ࢚ࣝࣟࢰࣝࣔࢹࣝࡢᴫ␎
CHASER ࣔࢹࣝ࠾ࡼࡧ SPRINTARS ࣔࢹࣝࡣࠊࡶᮾ࣭Ẽೃࢭࣥࢱ࣮㸦CCSR㸧
ࠊᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ㸦NIES㸧
ࠊ
࠾ࡼࡧᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ࣭ᆅ⌫⎔ቃኚື㡿ᇦ㸦JAMSTEC/RIGC:ᪧ FRCGC㸧࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿ CCSR/NIES/FRCGC
Ẽೃࣔࢹࣝ㸦MIROC㸧ࢆᅵྎࡋ࡚࠸ࡿࠋCHASER ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊᏛᛂຍ࠼ࠊつᶍ⛣ὶ㍺㏦ࠊ✚㞼ᑐὶ
ࡼࡿ㖄┤㍺㏦ࠊேⅭ࣭⮬↛㉳※ᆅ⾲ emissionࠊ㞾ࡼࡿ NOx ⏕ᡂࠊ‵ᛶ/ᛶỿ╔ࡀ⪃៖ࡉࢀࠊගᏛ㐣
⛬࡛ࡣᑐὶᅪගᏛࡢᇶᮏࢧࢡࣝ(O3-NOx-HOx-CO-CH4) 㠀࣓ࢱࣥⅣỈ⣲(NMHCs)ࡢ㓟ᛂࠊ࠾ࡼࡧ
ᆒ୍ᛂࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCHASER ࣔࢹ࡛ࣝィ⟬ࡉࢀࡓ࢜ࢰࣥࡸྛ࢜ࢰࣥ๓㥑Ẽయࡢศᕸࡣྛほ ್ᩚྜ
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ࢜ࢰࣥ⏕ᡂ࣭ᾘ⁛㐣⛬ࡢ⾲⌧ࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Sudo et al., 2002,2007)ࠋ୍᪉ࠊ
SPRINTARS ࡛ࡣ◲㓟ሷ㸦SO42-㸧
ࠊ㯮ⰍⅣ⣲࣭᭷ᶵⅣ⣲㸦BC࣭OC㸧
ࠊᅵተࢲࢫࢺࠊᾏሷࡢྛ✀࢚ࣟࢰࣝࡢ⌫
ศᕸࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡋࠊࡇࢀࡽࡢẼᨺᑕࠊ㞼࣭㝆Ỉ㐣⛬ࡢᙳ㡪ࢆィ⟬ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢస
ᴗࡼࡾࠊCHASER  SPRINTARS ࡢ୧ࣔࢹࣝࡀ⤖ྜࡉࢀࠊ࢚ࣟࢰࣝ࢜ࢰࣥᏛࡢྠィ⟬ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊḟ᭷ᶵ࢚ࣟࢰࣝࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࡢィ⟬ࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦H22 ᖺᗘ◊✲㸧
ࠋ
(2) ᅵተࢲࢫࢺ◲㯤ᡂศࡢ┦స⏝ࡢᑟධ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୖ㏙ࡢ⌫Ꮫ࣭࢚ࣟࢰࣝẼೃࣔࢹࣝ CHASER-SPRINTARS ࢆ⏝࠸࡚ࠊ◲㓟ሷ࢚ࣟࢰࣝࡢ
⌫ศᕸᑐࡍࡿࢲࢫࢺࡢᙳ㡪ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊࢲࢫࢺ⾲㠃࡛ࡢ SO2 ࡢᆒ୍ᛂࡼࡿ◲㓟ሷࡢ⏕ᡂࠊ
࠾ࡼࡧ◲㓟ሷ⢏Ꮚࡢࢲࢫࢺ⾲㠃ࡢจ㞟㐣⛬ࢆࣔࢹࣝᑟධࡋࠊ◲㓟ᡂศࡀࢲࢫࢺ⾲㠃ࢆ⿕そࡍࡿࡇࡼ
ࡿᙳ㡪ࢆᩘ್ᐇ㦂ࡼࡾ᳨ウࡋࡓ㸦ᐇ㦂 1㸧
ࠋḟࠊ㞼Ỉ㸦ᾮ┦㸧୰࡛ࡢ◲㓟 CaCO3 ࡢ୰ᛂ㸦H2SO4 + CaCO3
Ѝ CaSO4 + CO2 + H2O㸧ࡸࢲࢫࢺ୰ࡢ㝧࢜ࣥᡂศࡼࡿ୰ࢆ⪃៖ࡋࠊᾮ┦㐣⛬࠾࠸࡚ࢲࢫࢺࡀ◲㓟ሷࡢ
⏕ᡂ࣭ศᕸ࠼ࡿᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗホ౯ࡋࡓ㸦ᐇ㦂 2㸧
ࠋ

−

−

3
⤖ᯝ࣭⪃ᐹ
(1) ࢲࢫࢺ⾲㠃ୖࡢᆒ୍ᛂࡢᙳ㡪
ࢲࢫࢺ⾲㠃࡛ࡢ㐣⛬╔┠ࡋࡓᐇ㦂 1 ࡛ࡣࠊࢲࢫࢺୖࡢ SO2 ࡢᆒ୍ᛂࡢᑟධࡼࡾࠊࢪᇦ࠾࠸࡚
ࢲࢫࢺࡢ㍺㏦⤒㊰࠶ࡓࡿ㡑ᅜࡸ᪥ᮏࡢ᪥ᮏᾏഃࡢほ ࢧࢺࡢከࡃ࡛ SO2 ࡢࣔࢹ್ࣝほ ್ࡢ┦㛵ࡀ
ྥୖࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᆒ୍ᛂࡢྲྀࡾ㎸ࡳಀᩘȚ ࢆ 0.01 ࡋࡓᐇ㦂࡛ࡣࠊSO2 ࡢࢲࢫࢺ⾲㠃ୖࡢ
ᛂࡼࡿᐃᩘࡣࠊࣇࣜ࢝㒊ࡽすࢪ࡛ JJA ᭱࡞ࡾࠊᆅ⾲࡛㸯㹼2 㛫ࠊ㧗ᗘ 3km ࡛ࡣᩘ
㛫㹼༙᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࢲࢫࢺ⾲㠃ୖ⿕そࡉࢀ࡚࠸ࡿ◲㓟ᒙࡢཌࡳࡣࠊᖺᖹᆒ࡛ࡣᮾࢪ࡛᭱ࢆࡾࠊ⢏
ᚄ 0.13ȣm ࡢࢲࢫࢺ࠾࠸࡚ࡣࠊࢲࢫࢺ༙ᚄࡢ 80㹼120㸣⛬ᗘࡢཌࡉࡀ◲㓟そࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢲࢫࢺ
ࡢ⢏ᚄᑐࡋ࡚そࡗ࡚࠸ࡿ◲㓟ᒙࡢཌࡳࡢẚ㸦core/shell ẚ㸧ࡣࠊ⢏ᚄࡀᑠࡉ࠸ࢲࢫࢺࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢲࢫࢺ⾲㠃ୖᏑᅾࡍࡿ◲㓟ሷ⃰ᗘ◲㓟⃰ᗘࡢẚࡣࠊᴟᇦ࡛≉ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ(90%௨
ୖ)ࠊSON ࡛᭱࡞ࡗࡓࠋᆒ୍ᛂࡣࠊࢲࢫࢺ⾲㠃ࡢ SO2 ࡢᆒ୍ᛂࡢȚ ࡀ 0.001 ࠾ࡼࡧ 0.01 ࡢࡁࠊ
እ㒊ΰྜࡢ◲㓟ሷ࢚ࣟࢰࣝ⥲㔞ࢆࡑࢀࡒࢀ 0.02 TgS㸦2.4%㸧
ࠊ0.15 TgS㸦18.1%㸧 ῶᑡࡉࡏࡿຠᯝࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡇࡢእ㒊ΰྜࡢ◲㓟ሷ࢚ࣟࢰࣝࡢῶᑡࡣࠊȚ = 0.01 ࡢࡁࠊ┤᥋ຠᯝཬࡧ㛫᥋ຠᯝࡢᨺᑕᙉไຊ
ࢆࡑࢀࡒࢀ 0.083(0.038㹼0.174)ࠊ0.127(0.054㹼0.327)W/m2 ῶᑡࡉࡏࡿࡇ┦ᙜࡍࡿࠋࢲࢫࢺ⾲㠃ୖ࡛ࡢ
ᆒ୍ᛂࡼࡿ◲㓟ሷ⏕ᡂ㔞ࡣ 12 TgS/year ࡛࠶ࡾ㸦Ț 㸻0.01㸧
ࠊࡇࢀࡣ OH ࡼࡿẼ┦ᛂࡢ◲㓟ሷ⏕ᡂ
㔞༉ᩛࡍࡿࠋࡲࡓࠊȚ = 0.01 ࡢࡁࢲࢫࢺ⾲㠃ୖࡢ◲㓟ሷཬࡧእ㒊ΰྜࡢ◲㓟ሷࡢ‵ᛶỿ╔/ᛶỿ╔ࡢ
ẚࡣࠊ0.22ࠊ7.6 ࡞ࡾࠊࢲࢫࢺ⾲㠃ୖࡢ◲㓟ሷࡣ‵ᛶỿ╔ࡼࡾ㝖ཤࡉࢀࡃ࠸≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
(2) ᾮ┦㐣⛬ࡢᙳ㡪
ᐇ㦂 2 ࠾࠸࡚ࡣࠊᾮ┦୰࡛ࡢ◲㓟 CaCO3 ࡢ୰ᛂࡸࢲࢫࢺ୰ࡢ㝧࢜ࣥࡼࡿ㓟ᛶᗘࡢ୰ࢆ⪃
៖ࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ほ ࡉࢀࡓ◲㓟ᡂศࡢ‵ᛶỿ╔㔞ࡸ㝆Ỉ pH ࡢᏘ⠇ኚືࢆࡼࡾṇ☜⌧࡛ࡁࡿࡇࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࡃࡘࡢឤᗘᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊᮾࢪ࠾ࡅࡿᾮ┦୰࡛ࡢ◲㓟⏕ᡂ㏿ᗘࡢᙳ㡪ࢆᐃ㔞ࡋࡓࠋ
୰ᛂࡼࡾࠊCaSO4 ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࡇ࡛ SO42-ࡀ㝖ཤࡉࢀࠊpH ࡀୖࡀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ୰ᅜἢᓊᇦ࡛ࡣ◲
㓟⏕ᡂ㏿ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋࢲࢫࢺࡢ୰ᛂཬࡧࢲࢫࢺࡢ㝧࢜ࣥࡢ◲㓟⏕ᡂࢆಁ㐍ࡉࡏࡿຠᯝࡢࡣࠊ
NH4+ࡢຠᯝ༉ᩛࡍࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
4
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࣭ㄅୖⓎ⾲
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2011ᖺᗘᏘࠊᅜ❧࢜ࣜࣥࣆࢵࢡグᛕ㟷ᑡᖺ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠊ2011ᖺ5᭶18᪥-21᪥ࠋ

−

−

ẼᏛ࣭Ẽ㇟⤖ྜࣔࢹࣝ⾨ᫍィ

ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࢪᇦࡢ㉺ቃẼởᰁࡢ◊✲

ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓᆅ⌫⎔ቃኚື㡿ᇦ

ᒣᆅ୍௦ࠊධỤோኈࠊ㔠㇂᭷๛ࠊᕝ㞞அ

࠙ࡣࡌࡵࠚᮾࢪᆅᇦࢆᑐ㇟ࡍࡿ㡿ᇦᏛ≀㉁㍺㏦ࣔࢹࣝࡣࠊ᪥ᮏࡢ㐲㝸ほ

ᆅࡢ࢞ࢫ≧≀

㉁㸦࠼ࡤࠊEANET ➼ࡢ O3 ࡸ SO2㸧ࡢ⃰ᗘࣞ࣋ࣝࡸᏘ⠇ኚືࢆẚ㍑ⓗⰋࡃ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸦e.g.,
㬼㔝ࡽ, 2005; Yamaji et al, 2006㸧
ࠋ୍᪉ࠊO3 ๓㥑≀㉁࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᑐὶᅪᏛ࠾࠸࡚㔜せ࡞ⓗ
࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠊ㓟❅⣲㸦NO2㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉ฟ㔞ࡀ㞟୰ࡍࡿ୰ᅜ⳹ᖹཎ࠾࠸
࡚ࠊࣔࢹࣝࡀ⾨ᫍࡼࡿᑐὶᅪ NO2 ࣒࢝ࣛ⃰ᗘࢆⴭࡋࡃ㐣ᑠホ౯ࡍࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦e.g.,
Uno et al., 2007㸧
ࠋࡉࡽࠊ⳹ᖹཎ୰ኸ⨨ࡍࡿὈᒣ࠾ࡅࡿ MAX-DOAS㸦ከ㍈ᕪศ྾ἲ㸧ࠊ
࠾ࡼࡧࠊᆅୖほ

ࣔࢹࣝࡢẚ㍑◊✲ࡼࡿࠊࣔࢹࣝࡀ㖄┤⣙ íNP ࡢ NO2 ⃰ᗘࢆⴭࡋࡃ㐣ᑠ

ホ౯ࡍࡿഴྥ࠶ࡿࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦HJ<DPDMLHWDO㸧ࠋ᪉ࠊValin ࡽ㸦㸧ࡣࠊⓎ
⏕※ᆅᇦࡢ NO2 ࣒࢝ࣛ⃰ᗘண

㛵ࡋ࡚ࠊNO2-OH Ꮫⓗ㠀⥺ᙧᛶ㉳ᅉࡍࡿࣂࢫࡢࣔࢹࣝ

✵㛫ゎീᗘࡢᙳ㡪ࢆㄪࠊ࠼ࡤࠊLA ࡛ࡣ NPࠊSan Joaquin Valley,CA ࡛ࡣ㸲NP ࡢ✵㛫ゎീᗘ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࢆ♧ࡋࡓࠋᡃࠎࡣࠊᮾࢪᆅᇦࡢẼ≀㉁⃰ᗘࡢࣔࢹࣝண

⢭ᗘࡢྥୖࢆ㐍ࡵ࡚

࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࢹࣝࡢ✵㛫ゎീᗘࡢ㐪࠸ࡼࡿࠊᮇ㸦2009 ᖺ  ᭶㸧ࡢ⳹ᖹཎ࠾ࡅࡿ
❅⣲㓟≀➼ࡢ⤌ᡂࡸ⃰ᗘࡢ᳨ドࢆᐇࡋࡓࠋ
࠙᪉ἲࠚ㹙㡿ᇦࢿࢫࢺࣔࢹࣝ㹛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㡿ᇦᏛ≀㉁㍺㏦ࣔࢹࣝ㸦CMAQ ver.4.㸧㡿ᇦẼ
㇟ࣔࢹࣝ㸦WRF ver.3.2㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋCMAQ ࡢᏛࢫ࣮࣒࢚࢟ࣟࢰࣝࢫ࣮࣒࢟ࡣࠊSAPRC-99
 AERO5 ࢆ⏝ࡋࡓࠋฟ㔞ࡣࠊREAS㸦ேⅭ㉳※㸧
ࠊRETRO
㸦ࣂ࣐࢜ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽࣥࢢ㸧
ࠊGEIA㸦᳜≀ NMVOCࠊᅵተ NOx㸧ࠊ
࠾ࡼࡧࠊᾏሷ㸦inline㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋࣔࢹࣝࡢゎീᗘࡣࠊࢪ
ᇦᑐࡋ࡚㖄┤᪉ྥ 37 ᒙ㸦᭱ୖ㒊⣙ 50hPa㸧ࠊỈᖹ᪉ྥ
NP ᱁Ꮚ㸦98×78㸧
㸦'㸧ࡋࠊ⳹ᖹཎ୰ኸ㒊ᑐࡋ࡚ࢿ
ࢫࢺ㡿ᇦ㸦20NP ᱁Ꮚ㸦×98㸧
㸦D㸰㸧ࠊNP ᱁Ꮚ㸦250×250㸧
㸦D㸱㸧
㸧ࢆタᐃࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ
㹙⾨ᫍほ

ࢹ࣮ࢱ㹛Irie et al.㸦㸧

࡚ᐇࡉࢀࡓࠊMAX-DOAS ἲࡼࡿほ
㔞ⓗ᳨ドࡉࢀࡓ⾨ᫍほ

ࢹ࣮ࢱࡼࡗ࡚ᐃ

ࢹ࣮ࢱ㸦GOME-2 ࠾ࡼࡧ OMI㸧ࢆ

ᅗ 1 ィ⟬ᑐ㇟㡿ᇦ

⏝ࡋࡓࠋ
࠙⤖ᯝࠚࣔࢹࣝࡢỈᖹศゎᗘࢆ㧗ࡵࡓ⤖ᯝࠊ้㛵ಀ࡞ࡃࠊ2009 ᖺ  ᭶࠾ࡅࡿ⳹ᖹཎࡢᑐ
ὶᅪ NO2 ࣒࢝ࣛ⃰ᗘࡢቑࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ≉ࠊᆅ⾲㏆㸦㧗ᗘ 0-0.NP㸧࡛ࡣࠊ'㸦NP㸧
-D2㸦NP㸧-D3㸦NP㸧ࡢ✵㛫ゎീᗘࡢኚక࠸ࠊOH ࡢῶᑡ NO2 ࡢቑຍࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
Valin ࡽ㸦20㸧ࡢ㧗 NO2 ୗࡢ OH-NO2 ࡢᣲືᩚྜࡍࡿࠋ᪉ࠊ㧗ᗘ -NP ࡛ࡣࠊ㏫ࠊ✵㛫
ゎീᗘࡢኚక࠸ࠊOH ࡣቑຍࡋࠊD3 ࡢ NO2 ࡣ㢧ⴭቑຍࡋࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋྛࣔࢹࣝ✵㛫ゎീᗘ
ୗ࠾ࡅࡿᑐὶᅪࡢྛ❅⣲㓟≀ࡢᏑᅾྜࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊD3 ࡛ࡣࠊNO2㸦࠾ࡼࡧࠊPAN ➼࢞
ࢫ≧㸧ࡢᏑᅾྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ㏫ࠊ◪㓟ሷࡢྜࡀపࡃ࡞ࡗࡓࠋ

−

−

ᅗ 2 2009 ᖺ  ᭶ࠊ⾨ᫍ㸦GOME-2࣭OMI㸧ࣔࢹࣝ㸦'㸦80NP㸧ࠊD2㸦20NP㸧,D3㸦NP㸧
㸧
ࡢᑐὶᅪ NO2 ࣒࢝ࣛ⃰ᗘࡢ᭶ᖹᆒ್

ᅗ㸲ྛࣔࢹࣝ✵㛫ゎീᗘ࠾ࡅࡿ❅⣲㓟≀ࡢ
ᑐὶᅪ࣒࢝ࣛ㔞ỿ╔㔞

ᅗ㸱ྛࣔࢹࣝ✵㛫ゎീᗘࡢ❅⣲㓟≀ࠊOHࠊO3
㧗ᗘู࣒࢝ࣛ⃰ᗘ

࠙◊✲ᡂᯝሗ࿌ࠚ
ᒣᆅ୍௦ࡽࠊࠕ㡿ᇦࢿࢫࢺࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ❅⣲㓟≀ࡢືែホ౯ࠖࠊ➨  ᅇẼᏛウㄽࠊ

ධỤோኈࠊK.F. Boersmaࠊᒣᆅ୍௦ࡽࠊ
ࠕᑐὶᅪ NO2 ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡢ᳨ドࡑࢀᇶ࡙ࡃ CMAQ ࣔ
ࢹࣝホ౯ࠖ
ࠊ➨  ᅇẼᏛウㄽࠊ

−

−

ࣛࢲ࣮ィ

㯤◁㍺㏦ࣔࢹࣝࢆ⤫ྜࡋࡓ㯤◁ࡢⓎ⏕࣭㍺㏦㐣⛬ࡢ◊✲
ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ
ཎ

⏤㤶㔛

┠ⓗ
2010 ᖺ 11 ᭶ 12 ᪥㸪す᪥ᮏࡽᮾ᪥ᮏࡅ࡚ 37 ᆅⅬࡶࡢẼ㇟ᐁ⨫࡛㯤◁ࡀほ

ࡉࢀࡓ㸬ᮾࢪᇦ࠾ࡅࡿ㯤◁

⌧㇟ࡣᏘ㉳ࡇࡿ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ㸪⛅Ꮨࡇࡢࡼ࠺࡞つᶍ㯤◁⌧㇟ࡀⓎ⌧ࡍࡿࡢࡣẚ㍑ⓗ⌋ࡋ࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪4 ḟඖኚ
ศἲࢆᑟධࡋࡓ㡿ᇦ㯤◁㍺㏦ࣔࢹࣝ(RC4; RAMS/CFORS-4DVAR, Yumimoto et al., 2008)ᆅୖ/⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲ࣮ࢹ࣮
ࢱ࡞ࡢほ

ࢹ࣮ࢱࢆేࡏ࡚㸪⛅Ꮨࡢつᶍ㯤◁ࡢⓎ⏕せᅉࡸ㸪ࡑࡢ㍺㏦ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽࡍࡿ㸬

ࣔࢹࣝࡢᴫせ
ᮏ◊✲࡛⏝ࡋࡓ㯤◁㍺㏦ࣔࢹࣝࡣ RAMS/CFORS (Uno et al., 2004)ࢆᇶ♏
ࡋ㸪4 ḟඖኚศἲ(Four Dimensional Data Assimilation; 4DVAR)ࢆᑟධࡋࡓࢹ
࣮ࢱྠࢩࢫࢸ࣒(RAMS/CFORS-4DVAR; RC4)࡛࠶ࡿ㸬RC4 ࡢࢹ࣮ࢱྠィ⟬
ࡣ㸪NIES ࣛࢲ࣮ほ

ࡢ೫ගゎᾘᗘࢆࡶ࢚ࣟࢰࣝᾘᩓಀᩘࢆ㠀⌫ᙧ⢏

Ꮚᡂศ(ࢲࢫࢺ)ศ㞳ࡋࡓᡂศࢆ⏝࠸ࡓ(Shimizu et al., 2004)㸬ࢹ࣮ࢱྠ⏝
ࡋࡓࣛࢲ࣮ほ

ᆅⅬࡣᅗ 1 ࡢ 11 ᆅⅬ࡛࠶ࡾ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᮇ㛫ࡣ 2010 ᖺ

11 ᭶ 5 ᪥㹼11 ᭶ 20 ᪥ࡋࡓ㸬ࣔࢹࣝࡢィ⟬㡿ᇦࡣᅗ 1 ♧ࡋࡓ㡿ᇦ(ィ⟬୰ᚰࢆ
37.5qN, 115qE)࡛࠶ࡾỈᖹゎീᗘࢆ 40km(180u100 ᱁ᏊⅬ )㸪 㖄┤ゎീᗘࡣ
140-650m ࡛ 23km ࡲ࡛ࢆ 40 ᒙ࡛ศࡋࡓ㸬RAMS ࡢẼ㇟ሙィ⟬ࡢึᮇ࣭ቃ⏺
᮲௳ࡣ NCEP/NCAR ࡢゎീᗘ 2.5qu2.5qࡢ⌫ゎᯒࢹ࣮ࢱ(6 㛫ẖ)ࢆ⏝࠸ࡓ㸬

Fig.1 Model domain and distribution of
emission intensity (tone level). Dots
represent NIES lidar network locations.
The NIES lidar sites are: 1, Beijing; 2,
Seoul; 3, Hedo; 4, Fukue; 5, Nagasaki; 6,

ࣔࢹࣝࡢヲ⣽ࡣ Yumimoto et al., (2008)ࢆཧ↷ࡢ㸬
NDVI, ᅵተỈศࢹ࣮ࢱ
Ⓨ⏕※ᇦࡢᆅ⾲㠃≧ែࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵ㸪2000㹼2010 ᖺ࠾ࡅࡿ MODIS Terra ࡼࡿ Level3 NDVI ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ
(MOD13C2.005)ࢆ⏝ࡋࡓ㸬ゎീᗘࡣ 0.05 ᗘ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅵተỈศࢹ࣮ࢱࡋ࡚ 2002㹼2010 ᖺ࠾ࡅࡿ Aqua ᦚ㍕
AMSR-E (The Advanced Microwave Radiometer – Earth Observing System)ࡢ Level 3

Daily Soil Moisture ࢹ࣮ࢱ

ࢭࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓ㸬
⤖ᯝ⪃ᐹ
2010 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ 500hPa ࠾ࡅࡿẼ

ࡀ-30qC ௨ୗపୗࡋࡓ✵Ẽሢࢆక࠺పẼᅽࡀࣔࣥࢦࣝ୰ᅜࡢᅜቃ㏆ࡃ

ࢆすࡽ༡ᮾྥࡅ࡚㏻㐣ࡋࡓ㸬SYNOP ࡼࢀࡤ୰ᅜࡢෆࣔࣥࢦࣝࡢす㒊⨨ࡍࡿ Bayan Mod ࠾࠸࡚᭱㢼㏿
17m/s ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢲࢫࢺࣉ࣮࣒ࣝࡣ 11 ᪥୰ᅜ࣭㡑ᅜࢆ㏻㐣ࡋ㸪12 ᪥(Jday316)᪥ᮏิᓥࢆୖࡍࡿ㍺㏦⤒㊰
ࢆࡗࡓ㸬ࣛࢲ࣮ࣔࢹࣝࡼࡿࢲࢫࢺᾘᩓಀᩘࡢ㛫㧗ᗘ᩿㠃ࡽ㸪ࢲࢫࢺࡢ㍺㏦㧗ᗘࡣ 2km ௨ୗపࡃ㸪Ꮨ
ࡼࡃぢࡽࢀࡿపẼᅽࡢᐮ෭㠃ࢆ㍺㏦ࡉࢀࡿ㍺㏦ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ㸬⛅Ꮨࡋ࡚ࡣ⌋ࡋࡃ㧗⃰ᗘ(0.4)ࡀほ

ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᯇ

Ụ࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱྠ๓ࡢࣔࢹࣝ⤖ᯝࡣࢲࢫࢺ⃰ᗘࢆ㐣ᑠホ౯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱྠࡼࡾᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ♧
ࡉ࡞࠸ࡀி࠾࠸࡚ࡣࣔࢹࣝࡢ㐣ホ౯ࡀゎᾘࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ 2 ࡢୗẁ♧ࡍࡼ࠺ࢹ࣮ࢱྠࡼࡗ࡚Ⓨ⏕※ࡢ
ഃ࡛⃰ᗘࡀῶᑡࡋ㸪༡ഃ࡛⃰ᗘࡀቑຍࡋࡓࡢࡀᅇࡢ࣋ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬
ᅗ 3(a) RC4 ࡽᚓࡽࢀࡓ࢚࣑ࢵࢩࣙࣥࣇࢡࢱ࣮(=ࢹ࣮ࢱྠࡼࡿࢲࢫࢺ࢚࣑ࢵࢩࣙࣥ/ࢹ࣮ࢱྠ࡞ࡋࡢࢲࢫࢺ
࢚࣑ࢵࢩࣙࣥ)ࢆ♧ࡍ㸬ᐇ⥺࡛ᅖࢇࡔ㡿ᇦࡣⓎ⏕㔞ࡢゎᯒ࡛ᐃ⩏ࡋࡓ㡿ᇦ࡛ୖࡀࢦࣅ㡿ᇦ㸪ୗࡀ㯤ᅵ㧗ཎ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ
3(b)(c)ࡣࡑࢀࡒࢀࢦࣅ㡿ᇦ㯤ᅵ㧗ཎ㡿ᇦ࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱྠ๓/ᚋࡢࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿ㸬ᅗ 3(d)ࢦࣅ㡿ᇦ
㯤ᅵ㧗ཎ㡿ᇦᖹᆒࡢᦶ᧿㏿ᗘ 10m 㢼㏿ࢆ♧ࡍ㸬ᅗ 3(d)ࡽ㸪పẼᅽࡀⓎ⏕※ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 11/10 ࠾ࡅࡿ㢼㏿ࡣࢦࣅ
㡿ᇦࡼࡾࡶ㯤ᅵ㧗ཎ㡿ᇦ࡛㧗ࡗࡓ㸬ࢹ࣮ࢱྠ࡞ࡋࡢࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࡣࢦࣅ㡿ᇦ㸪㯤ᅵ㧗ཎඹ 2.5Tg ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
ࢹ࣮ࢱྠࡼࡾ㯤ᅵ㧗ཎ࠾ࡅࡿࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࡣ 11/10  344%ࡶቑຍࡋࡓ㸬୍᪉㸪ࢦࣅ㡿ᇦ࠾ࡅࡿࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࡣ
30%ῶᑡࡋࡓ㸬

−

−

Fig. 2 (Upper) RC4 dust AOT (color and thick black contour), surface wind speed and SYNOP dust code ($). (Bottom)
AOD difference between assimilated results and first guess.

ࣔࢹࣝࡀࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࢆከศ㐣ᑠホ౯ࡋࡓཎᅉࡋ࡚㸪㢼㏿ࡢ㐣ᑠホ౯⮫⏺ᦶ᧿㏿ᗘ
ࡢ㐣タᐃࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㯤ᅵ㧗ཎ㡿ᇦ࠾࠸࡚㸪ࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࡀࡁࡃቑຍࡋࡓཎᅉࢆ
᫂ ࡽ   ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ 㸪 Ⓨ ⏕ 㔞 ࡀ ≉   ࡁ ࡃ ቑ ຍ ࡋ ࡓ 㡿 ᇦ  Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ SYNOP station
(Minqin;52681, Yulin; 53646)ࡢ㢼㏿ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪ࣔࢹࣝࡼࡿ㢼㏿ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ⓨ⏕㔞ࡢቑຍࡀ᭱ࡶࡁ࠸㡿ᇦ⨨ࡍࡿ Minqin ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣔࢹࣝࡣ 11/10 ࡢ᪥ᖹᆒ
㢼㏿ࢆ⣙ 27%,㸪
᭱㢼㏿ࢆ 1.6m/s 㐣ᑠホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
㯤ᅵ㧗ཎ⨨ࡍࡿ Yulin ࡛ࡣ 11/10
ࡢ᪥ᖹᆒ㢼㏿ࡘ࠸࡚ࡣ 4%㐣ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
᭱㢼㏿ࢆ 1.5m/s ⛬㐣ᑠホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢẚ㍑ࡽ㸪ࣔࢹࣝࡣࢺࣥࢢࣜ◁₍㯤ᅵ㧗ཎ࠾࠸࡚ᆅୖ㢼㏿ࢆ㐣ᑠホ౯ࡍࡿഴྥࡀ
࠶ࡗࡓࡇࡀ♧ࡉࢀ㸪ࣔࢹࣝࡀࢲࢫࢺⓎ⏕㔞ࢆ㐣ᑠホ౯ࡋࡓ୍ᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⥆࠸࡚㸪
2010 ᖺ 11 ᭶ࡢⓎ⏕※ᇦ࠾ࡅࡿᆅୖ㢼㏿㸪ᅵተỈศ㸪᳜⏕ࡢᖹᖺࡽࡢ೫ᕪࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡓࡵ㸪NCEP ᆅୖ㢼㏿㸪 AMSR-E ᅵተỈศࢹ࣮ࢱ㸪MODIS ࡼࡿ NDVI ࢹ࣮ࢱࢆ
⏝࠸࡚ࣀ࣐࣮ࣜゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ(ᅗ 4)㸬2000 -2010 ᖺ 11 ᭶࠾ࡅࡿ NCEP ࢹ࣮ࢱࡽస
ᡂࡋࡓ 500hPa Ẽ㇟ሙࡢࣀ࣐࣮ࣜࡽ㸪2010 ᖺࡣࣂ࢝ࣝ†ࡢすపẼᅽᛶᚠ⎔ࡀぢ
ࡽࢀ㸪≉ᐮẼࡢ༡ୗࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸⥲ほẼ㇟ሙ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡓ
ࡵ㸪ࣔࣥࢦࣝࡢす㒊ࡽࢦࣅ◁₍㸪㯤ᅵ㧗ཎࡅ≉ᙉ㢼Ⓨ⏕㢖ᗘࡀ㧗ࡗࡓ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ḟ㸪⛅Ꮨ࠾࠸࡚ᆅ⾲㠃ࡢࢲࢫࢺࡢ⯙࠸ୖࡀࡾ᫆ࡉ(⮫⏺ᦶ᧿㏿ᗘ)ࢆኚືࡉࡏࡿ
Fig.3 (a)The averaged emission
factor , Daily dust emission for
(b) Gobi region and (c) Loess
Plateau region, (d) Regional
averaged modeled wind field at
10m and uכ, and uכ,th for Gobi
and Loess Plateau region.

せᅉࡋ࡚ኟᏘ(JJA)ࡢ᳜⏕ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪JJA ᮇࡢᅵተỈศ NDVI ࡢ್᭱ࡢ
ࣀ࣐࣮ࣜࢆᅗ 4(b)(c)♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢᅗࡽ㸪2010 ᖺࡢኟᏘ࠾࠸࡚≉ࢺࣥࢢࣜ◁₍
㯤ᅵ㧗ཎ࡛ᅵተỈศࡢ㈇ࡢ೫ᕪࡀぢࡽࢀࡿ㸬NDVI ࡘ࠸࡚ࡣࢺࣥࢢࣜ◁₍࡛㈇ࡢ೫ᕪ㸪
㯤ᅵ㧗ཎ࡛ࡣṇࡢ೫ᕪࡀࡳࡽࢀࡿ㸬௨ୖࡢࡇࡽ㸪᳜⏕ࡀᖺࡼࡾᑡ࡞ࡃ⊛Ⅿ࡞ᙉ㢼ࡀ
྿ࡁⲨࢀࡓࢺࣥࢢࣜ◁₍࠾࠸࡚ࢫ࣏ࢵࢺⓗ᭱ࡶከࡃࢲࢫࢺࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓ㸬

(a) 2010 Nov. SWF anomaly

(b) 2010 JJA soil moisture Anomaly

(c) 2010 JJA NDVI Anomaly

Fig.4 Anomalies of (a) Strong Wind Frequency (SWF) derived from NCEP reanalysis data, (b) Soil moisture and (c) NDVI.

◊✲ᡂᯝሗ࿌ ཎ⏤㤶㔛㸪ᘪᮏ᱇ஓ㸪ᮡᮏఙኵ㸪㬼㔝ఀὠᚿ㸪ΎỈཌ㸪ࢹ࣮ࢱྠࢲࢫࢺ㍺㏦ࣔࢹࣝ
ࡼࡿ⛅Ꮨつᶍ㯤◁ࡢゎᯒ㸪᪥ᮏẼ㇟Ꮫ㸪ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ㸪2011 ᖺ 11 ᭶㸬
−

−
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Aoki, K., T. Hayasaka, K. Kawamoto, and T. Takemura : Spatial and Temporal Variation of Aerosol Climatology over Japan
Measured by Sky radiometer (10th AeroCom Workshop, Kasuga, Fukuoka, 2011.10)
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234-241.
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ᆅୖᆺ࠾ࡼࡧ⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࣟࢰࣝᾘᩓಀᩘࡢ㛫✵㛫ኚື≉ᛶࡢゎᯒ
(⊂)ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ⎔ቃィ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮

す⃝ᬛ᫂

┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡣࠊ⯪⯧ほ ࢆྵࡵࡓᆅୖࣛࢲ࣮ࡽᚓࡽࢀࡿ㛫ⓗ㧗ศゎ⬟࡞ほ ࢹ࣮ࢱࠊ
⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲ࣮ࡽᚓࡽࢀࡿ⌫⥙⨶ほ ࢹ࣮ࢱࢆ」ྜゎᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊ㛫࣭✵㛫ⓗໟ
ᣓࡋࡓ࢚ࣟࢰࣝගᏛ≉ᛶࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡽ࢚ࣟࢰࣝ
ࡢ࣭✵㛫ኚື㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᢳฟࡍࡿࡇࢆ᭱⤊ⓗ࡞┠ᶆᤣ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ┠ᶆ㐙⾜࠾
࠸࡚࢚ࣟࢰࣝ㍺㏦ࣔࢹࣝ➼ࡢᩘ್ࣔࢹࣝࡢ࢚ࣟࢰࣝศᕸࢹ࣮ࢱࡣ㠀ᖖ᭷⏝࡞ሗ࡞
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᩘ್ࣔࢹࣝࡢ⌧ᛶࡸࢹ࣮ࢱྠᢏ⾡ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱゎᯒᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨࡶど㔝ධࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ┠ᶆ㐙⾜ࡢࡓࡵࠊࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡽ࢚ࣟࢰࣝගᏛ≉ᛶࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵࡢࣝ
ࢦࣜࢬ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆᆅୖ࠾ࡼࡧ⾨ᫍࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱ㐺⏝ࡋࠊࡑࡢᛶ⬟ホ౯౪
᥎ᐃࡉࢀࡓ࢚ࣟࢰࣝࢹ࣮ࢱࡢ✵㛫ኚືࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ᭦ࠊ࢚ࣟࢰࣝ㍺㏦ࣔࢹࣝࡢ
⌧ᛶ᳨ドࡢࡓࡵࠊ⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲ࣮ࡢ ᐃಙྕࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㛤Ⓨࡶ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ᐇ᪉ἲ
ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤࡢ 2 Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᆅୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ⯪⯧ᦚ
㍕ 2 Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿࠋ࢚ࣟࢰࣝᾘᩓಀᩘࡢᑟฟࡣࠊࡇࢀࡲ࡛す⃝ࡽࡀ
㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ 2 Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ゎᯒ⏝ࣝࢦࣜࢬ࣒㸦௨ୗࠊ࢚ࣟࢰࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦ
ࣜࢬ࣒㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡍࡿࠋ⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲ࣮ゎᯒ࡛ࡣࠊୖグࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⾨ᫍࣛࢲ࣮
⏝ᨵⰋࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒸᮏࡽࡢ㛤Ⓨࡋࡓ㞼࣭࢚ࣟࢰ࣐ࣝࢫࢡᡭἲ㸦࣐ࢫࢡࣝࢦࣜࢬ
࣒㸧ࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ
⤖ᯝ
JAMSTEC ࡢ◊✲⯪ࡳࡽ࠸ᦚ㍕ࡋࡓ 2 Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ࡼࡾ ᐃࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࢚ࣟࢰ
ࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ࠊὒୖ࡛ࡢᾏሷ⢏Ꮚ࣭㖔≀ࢲࢫࢺ⢏Ꮚ࣭Ẽởᰁ⢏Ꮚ㸦◲
㓟ሷ࣭᭷ᶵᛶ⢏Ꮚ➼㸧ࡢ✵㛫ศᕸࢆᑟฟࡋࡓࠋ2001 ᖺ㸦᪥ᮏᾏ㸧ࠊ2004 ᖺ㸦⇕ᖏᇦᖹὒ㸧ࠊ
2006 ᖺ㸦⇕ᖏᇦᖹὒ㸧ᐇࡉࢀࡓ㸶ࣨ᭶㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡋࠊࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡋࡓࠋ
᪥ᮏᾏୖࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡛ࡣࠊቃ⏺ᒙෆᾏሷ⢏Ꮚࡀࢺࣛࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡸࠊ㖔≀ࢲࢫࢺ
Ẽởᰁ⢏Ꮚࡀΰྜࡋ࡚᪥ᮏᾏୖ㍺㏦ࡉࢀ࡚᮶ࡓᵝᏊࢆඞ᫂ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ
ྠ⯪ᦚ㍕ࡉࢀࡓࢫ࢝ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱ࣮ࡽᑟฟࡉࢀࡓ࢚ࣟࢰࣝගᏛⓗཌࡉ࢜ࣥࢢࢫࢺ
࣮࣒ࣟᣦᩘࡢẚ㍑ࡼࡾࠊᮏࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢጇᙜᛶࡶド࡛᫂ࡁࡓࠋ⇕ᖏᇦᖹὒୖ࡛ࡣࠊ㖔
≀ࢲࢫࢺࡣࡃぢࡽࢀࡎඛ⾜◊✲ྜ⮴ࡍࡿࠋቃ⏺ᒙෆᾏሷ⢏ᏊࡀᏑᅾࡍࡿ౪ࠊẼở
ᰁ⢏Ꮚࡀ㧗⃰ᗘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀぢࡽࢀ㸦᪥ᮏ—ࢽ࣮ࣗࢠࢽ㛫࠾ࡼࡧࢫ࣐ࢺࣛᓥ㏆㸧ࠊ
㝣ᇦ࡛ࡢேⅭ㉳※ࡸࣂ࣐࢜ࢫ⇞↝⏤᮶ࡢởᰁ⢏Ꮚࡢᾏୖὶฟࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
ୖグࡢ࢚ࣟࢰࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆCALIPSO⾨ᫍᦚ㍕ࡢ2Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ゎᯒ⏝
ᨵⰋࡋ࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆᐇࡋࡓࠋᮏࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㐺⏝ࡍࡿ๓ࠊ࣐ࢫࢡࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㐺⏝
ࡋ࡚࢚ࣟࢰࣝࡢࡳࡀᏑᅾࡍࡿᒙࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢᒙࡢࡳ࢚ࣟࢰࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ
㐺⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㞼ࡢࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ↓࠸ࠊࡼࡾಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸࢚ࣟࢰࣝ᥎ᐃࡀᐇ

−

−

⌧ࡉࢀࡿࠋ2007ᖺࡢ㸱᭶ࡽ㸳᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ࣨ᭶㛫ࡢ⌫ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࢧࣁࣛ◁₍㉳
※࠾ࡼࡧࢱࢡ࣐ࣛ࢝ࣥ◁₍㉳※ࡢ㖔≀ࢲࢫࢺࡢⓎ⏕ࡸ㍺㏦ࠊࡑࡋ࡚ࣇࣜ࢝㝣ࡢࣂ࣐࢜ࢫ
⇞↝⏤᮶⪃࠼ࡽࢀࡿởᰁ⢏Ꮚࡢ㧗⃰ᗘ㡿ᇦࡀ㉥㐨㏆ࡢすὒୖࡸࣥࢻࢿࢩ㏆ぢ
ࡽࢀࠊ࢚ࣟࢰࣝ✀ẖࡢ⌫ศᕸࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㧗ᗘศᕸ㸦⤒ᗘᖹᆒ㸧
㛵ࡋ࡚ࡶࠊጇᙜ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ቃ⏺ᒙࡀᙧᡂࡉࢀࡿప㧗ᗘᇦ㸦㸰km௨ୗ㸧࢚ࣟ
ࢰࣝ⃰ᗘ㸦ởᰁ⢏Ꮚࡸᾏሷ⢏Ꮚ㸧ࡀ㧗ࡃࠊࢧࣁࣛ◁₍ࡸࢱࢡ࣐ࣛ࢝ࣥ◁₍ࡀᏑᅾࡍࡿ⦋ᗘ0-30
ᗘ࡛ࡣ㧗ᗘ5km ௨ୗ㧗⃰ᗘࡢ㖔≀ࢲࢫࢺࡀ᥎ᐃࡉࢀࡓ㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ࢚ࣟࢰࣝ㍺㏦ࣔࢹࣝ㸦SPRINTARS㸧ࡢ⌧ᛶ᳨ドࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᒸᮏࡽࡼ
ࡗ࡚SPRINTARSࡢ࢚ࣟࢰࣝฟຊࢆ⏝࠸ࡓ⯪⯧ᦚ㍕ࡢ2Ἴ㛗೫ගࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢱ࣮ࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࢆᨵⰋࡋ࡚ࠊCALIPSO⾨ᫍᦚ㍕ࡢ2Ἴ㛗೫ගࣛ
ࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨࢆ⤊࠼ࠊᚋ
ᐇ ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
⪃ᐹ
⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲ࣮⏝ࡢ࢚ࣟࢰࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧᐇ ࢹ࣮ࢱࡢ㐺⏝
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࢫࢡࣝࢦࣜࢬ࣒ࡶే⏝ࡋࠊࡼࡾಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸࢚ࣟࢰࣝ᥎ᐃࢆ㐍ࡵࡓࠋ
᥎ᐃࡉࢀࡓ࢚ࣟࢰࣝ✀ẖࡢ⌫ศᕸࡣጇᙜ࡞⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥎ᐃࡉࢀࡓ࢚ࣟࢰࣝ⃰ᗘ
ࡢ᳨ドࡋ࡚⾨ᫍᦚ㍕ࡢཷືᆺࢭࣥࢧ࣮MODIS ࡼࡾ᥎ᐃࡉࢀࡓ࢚ࣟࢰࣝࡢගᏛⓗཌࡉ
ࡢẚ㍑ࢆ⌧ᅾ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋึᮇゎᯒ⤖ᯝ࡛ࡣࠊࣛࢲ࣮ࡢ㐣ᑠホ౯ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢせᅉ
ࡋ࡚ࠊࣛࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡢရ㉁㸦ࣀࢬ㸧࠾ࡼࡧ࢚ࣟࢰࣝศ㢮᥎ᐃࣝࢦࣜࢬ࣒࡛௬ᐃࡉࢀ
ࡿ࢚ࣟࢰࣝ✀ẖࡢගᏛ≉ᛶࣔࢹࣝࡢᛶࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊࣛࢲ࣮ࢹ
࣮ࢱရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢࣀࢬ㝖ཤᡭἲࡢ㛤Ⓨࠊࡑࡋ࡚⌫ゎᯒᑐᛂ࡛ࡁࡿ࢚ࣟࢰࣝගᏛࣔ
ࢹࣝࡢᵓ⠏ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
◊✲ᡂᯝሗ࿌
㯮ᮌ⩧ኴࠊᒸᮏࠊす⃝ᬛ᫂ࠊⴗཎ㞝୍㑻ࠊ⾨ᫍᦚ㍕ࣛࢲࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࣟࢰࣝ≉ᛶࡢ◊✲ࠊ2011 ᖺ
⛅ᏘẼ㇟ᏛࠊྡྂᒇᏛࠊ2011 ᖺ 11 ᭶
Sugimoto, N., T. Nishizawa, A. Shimizu, and H. Okamoto, AEROSOL CLASSIFICATION RETRIEVAL
ALGORITHMS FOR EARTHCARE/ATLID, CALIPSO/CALIOP, AND GROUND-BASED LIDARS, IGARSS
Proc.,4111-4114, 2011.
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okamoto@raim.kyushu-u.
ac.jp
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⌫Ẽೃࣔࢹࣝ⾨ᫍィ

ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ㞼̺ᨺᑕ̺ຊᏛ┦స⏝㐣⛬ࡢ◊✲

ᮾிᏛẼᾏὒ◊✲ᡤ

Ώ㒊㞞ᾈ

1. ࡣࡌࡵ
ᆅ⌫ ᬮ࡞ࡢẼೃኚண ࠾ࡅࡿ᭱ࡢ☜ᐃせᅉ࡛࠶ࡿ㞼࠾ࡼࡧ㞼ᨺᑕ࣭ຊᏛሙࡢ┦స
⏝ࡣࠊᮍゎ᫂ࡘ᭱ඛ➃ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㞼ࡢ⏕ᡂᾘ⁛㛵ࢃࡿᚠ⎔ሙࡣ✵㛫ⓗ㐃⥆࡛࠶ࡾࠊẼೃኚ
ࡢ㛫ࢫࢣ࣮ࣝࢆᩘ್ィ⟬࡛ᢅ࠺ࡓࡵࡣࠊ⌫Ẽೃࣔࢹࣝ㸦GCM㸧ࢆ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊGCM
ࡢゎീᗘࡣ O(100km)࡛࠶ࡾࠊ㞼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ┤᥋ィ⟬ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡤ
ࢀࡿ⢒どᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ㄗᕪࢆྵࡴࡓࡵࠊྛࠎ␗࡞ࡿࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝࠸ࡓ」ᩘ
ࡢ GCM ࡛ࡣ ᬮィ⟬ࡢ㞼ኚ࠾ࡼࡧࡑࡢᨺᑕࡢస⏝ࡀࡁࡃࡤࡽࡘࡃࠋࡇࡢ≧ἣࢆᡴ◚ࡍࡿ୍
ࡘࡢ᪉ྥᛶࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࢹ࣮ࢱࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿேᕤ⾨ᫍࡽࡢ㞼ࣉࣟࢲࢡࢺ࡛ GCM ࡢ㞼ࡢሙࢆ᳨ドࡍ
ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣࠊGCM ࡢᨵⰋࡶẼ୰ CO2 ⃰ᗘࡢቑຍᑐࡍࡿ㞼-ᨺᑕࣇ࣮
ࢻࣂࢵࢡࡢࡼࡾ☜࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ┠ᶆ࡞ࡿࠋ
ୖグࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࡣࠊ⾨ᫍィ ࠾ࡼࡧ㞼≀⌮㔞ᑟฟࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᑓ㛛ᐙࠊ⌫Ẽೃࣔࢹࣜࣥࢢ
ࡢᑓ㛛ᐙࡢ㛫ࡢ㐃ᦠࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊCloudSAT ࡞ࡢ㞼ࡢ㖄┤ᵓ㐀ࡢ⾨ᫍゎᯒ
࡛ୡ⏺ⓗㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᒸᮏᩍᤵࡢࢢ࣮ࣝࣉ(1-2)ࠊ᪥ᮏࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࣔࢹࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
MIROC ᭱᪂∧ࡢ㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ௦⾲⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣉ(3-5)ࡼࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋMIROC ࡣᮾி
ᏛẼᾏὒ◊✲ᡤ࣭ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ࣭ᾏὒ㛤Ⓨ◊✲ᶵᵓࡢඹྠ㛤Ⓨࡼࡿ GCM ࡛ࠊ➨ 3 ḟ࣭➨ 5 ḟ
⤖ྜࣔࢹࣝ┦ẚ㍑ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(CMIP3/CMIP5)ࢩࢼࣜ࢜ᐇ㦂ࢆࡣࡌࡵࡍࡿከࡃࡢᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆᥦ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ᱁ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ๓ẁࡋ࡚ࠊMIROC ࡢ᪂ᪧ∧࠾ࡅࡿୗᒙ㞼ࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡゎᯒ
࠾࠸࡚ࠊᒸᮏᩍᤵࡽࡀᑟฟࡋࡓ CloudSAT ࡢ㞼ᖹᆒሙࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ(4)ࠋࡑࡢᚋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᪉
ἲ࡛ࣔࢹ࣭ࣝ⾨ᫍẚ㍑ࡢࡓࡵࡢసᴗࢆࡍࡍࡵࡓࠋ
2. ࣔࢹࣝࠊࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧᡭἲ
ᮏㄢ㢟࡛⏝࠸ࡿ MIROC5 ࡣࠊCMIP5 ྥࡅ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥࠊᪧ∧ẚẼೃᖹᆒሙࡸ⮬
↛ኚືࡢ⌧ᛶࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿ(1)ࠋᶆ‽ࣔࢹࣝࡢゎീᗘࡣࠊẼࡀỈᖹ⣙ 1.4 ᗘࠊ㖄┤ 40 ᒙࠊᾏὒࡀ
⣙ 0.51 ᗘࠊ㖄┤ 51 ᒙ࡛࠶ࡿࠋ㞼࿘㎶ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾮ┦࣭ᅛ┦ࡑࢀࡒࢀࡢ㞼⢏ᩘ⃰ᗘΰྜẚࢆணሗ
ኚᩘࡋࠊ࢚ࣟࢰࣝࡸ✚㞼ࠊቃ⏺ᒙ㐣⛬⤖ྜࡋ࡚ゎࢀࡿࠋ᳨ド⏝࠸ࡿ CloudSAT ࡢࢹ࣮ࢱᮇ㛫
ࡀ▷࠸ࡓࡵࠊẼೃ್࡛ࡢẚ㍑ࡀᅔ㞴࡛ࠊࣔࢹࣝࢆึᮇ್ࡋࡓィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚▐㛫ⓗ࡞㞼ࡢሙࢆẚ㍑ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ┠ⓗࡣࠊCMIP5 ࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿ Transpose AMIP1ᐇ㦂ࡀ
㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ2008 ᖺ 10 ᭶ࡽ 2009 ᖺ 8 ᭶ࡢ Year of Tropical Convection (YOTC)㞟୰ほ ᮇࡢ
ECMWF ゎᯒ್࡛Ẽࢆึᮇࡋ࡚ࠊ64 ࡢࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ 5 ᪥㛫ࡢఝẼ㇟ணሗࢆ⾜࠺࠸࠺ᐇ㦂࡛ࠊ
ࡇࡇࡽᚓࡽࢀࡿ 3 㛫㛫㝸ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿࠋ
⾨ᫍࣉࣟࢲࢡࢺࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢไ⣙ࡢࡶ࡛ᑟฟࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࠊ┤᥋ GCM ࡢฟຊẚ㍑ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᒸᮏᩍᤵࡢ㛤Ⓨࡋࡓ⾨ᫍࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࢆࣔࢹࣝ⤖ᯝ㐺⏝ࡍࡿࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡣࠊ
ࠕ⾨ᫍࡀ௬ࣔࢹࣝෆ㒊ࢆ࿘ᅇࡋࡓࠖࡁィ ࡉࢀࡿᨺᑕ㍤ᗘࡸࣛࢲ࣮ࢩࢢࢼࣝࢆࠊ3 㛫ࡈࡢ
1

http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/tamip/index.html
−

−

CloudSAT ࡢ࿘ᅇ㌶㐨ἢࡗࡓ㖄┤᩿㠃࡛ィ⟬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾨ᫍࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡀᐃࡍࡿࣆࢡࢭࣝ
ࡣ GCM ࡢ᱁Ꮚࡼࡾࡎࡗ⣽࠸ࡓࡵࠊࣔࢹࣝ 1 ᱁ᏊࡢẼᰕࢆ 100 ศࡋࠊ㞼㔞࡞ࡣࣔࢹࣝෆࡢᨺᑕ
ࢫ࣮࣒࢟ࡀ᥇⏝ࡍࡿ maximum-random ࣮࢜ࣂ࣮ࣛࢵࣉࡢ㐣⛬ᇶ࡙࠸࡚㓄ศࡋࡓࠋ
3. ⤖ᯝᚋྥࡅ࡚
ᖺᗘࡣࠊMIROC ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱᑟධ᪉ἲࡢ᳨ウࠊTranspose AMIP ࡢィ⟬ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱᑟධࡢ
ࢸࢫࢺࠊ࠾ࡼࡧึᮇィ⟬⤖ᯝࡢẚ㍑ࡲ࡛ࢆ⤊ࡋࡓࠋMIROC ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ㐺⏝ࡣᮇᚅ㏻ࡾᐇ
ࡉࢀࠊ㌶㐨ἢࡗࡓ㞼ࡢሙࡶᴫࡡࣔࢹࣝ⾨࡛ᫍᩚྜⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᳨ド◊✲࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊఝ
࡚࠸ࡿఝ࡚࠸࡞࠸ㄽ㆟࡛⤊ࢃࡽࡏࡎࠊࣔࢹࣝࡢㄗᕪ࠾ࡼࡧࠊࡑࢀ㉳ᅉࡍࡿᨺᑕࣇࣛࢵࢡࢫࡢㄗᕪࢆ
≉ᐃࡋࠊᑐ↷ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚ㄗᕪࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊTranspose
AMIP ࡛ࣔࢹࣝࡢ⣔⤫ㄗᕪࢆ㍍ῶࡍࡿᐇ㦂ࠊ⌫ࡢᾏ㠃Ỉ ࢆୖ᪼ࡉࡏࡓఝ ᬮᐇ㦂࡞ࡶᐇࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㐺⏝ゎᯒࡣᚋࡢసᴗ࡛࠶ࡿࠋᮏㄢ㢟ࡣࠊ1 ᖺ㛫࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿෆᐜ࡛
ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊḟᖺᗘࡶఱࡽࡢᙧ࡛⥅⥆ࡋ࡚ࡺࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ⊩
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ᾏὒὶࡢほ

࠾ࡼࡧࣔࢹࣜࣥࢢ◊✲

ᮾிᏛᏛ㝔
ᕞᏛ

⌮Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ᪥ẚ㇂ ⣖அ
ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ ᩍᤵ ྜྷᕝ ⿱

ᆅ⌫ ᬮࡸᾏὒ㓟ᛶ࡞ࠊ⎔ቃኚᯝࡓࡍᾏὒࡢᙺࡣࡁ࠸ࠋࡑࡢᙺࢆṇࡋࡃ
ホ౯ࡋࠊᚋࢆ⢭ᗘࡼࡃண ࡍࡿࡓࡵࠊᾏὒࣔࢹࣝࡸẼᾏὒ⤖ྜࣔࢹࣝࡢ㧗⢭ᗘࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ༑ศ࡞ண ಙ㢗ᛶࢆᚓࡿࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᾏ㠃ቃ⏺㐣⛬ࡸΰྜ
㐣⛬ࢃࡿᾏὒὶ⌧㇟ࡀ༑ศゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࠊࡑࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊᾏὒὶࡢほ ࡸࣔࢹࣜࣥࢢ࡞ᦠࢃࡿ◊✲⪅ࡀ㞟࠸ࠊ࠸ࡢ▱㆑ࡸ
ၥⅬࢆඹ᭷ࡋࠊᾏὒὶ⌧㇟ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊᚋࡢ◊✲ࡢᒎ㛤ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ
ࢆ║ࡋ࡚ࠊ11 ᭶ 22 ᪥ࡽ 23 ᪥ࡅ࡚ࠊᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ࡛◊✲ࢆ㛤ദࡋ
ࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヲ⣽ࡣ᭱ᚋᥖ㍕ࡍࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋㅮ₇ෆᐜࡣᾏὒᚠ⎔ᐤࡍࡿᾏ
ὒ῝ᒙ࡛ࡢὶΰྜࡽࠊἢᓊᇦ࡛ࡢỈ㉁ᨵၿࢆࡶࡓࡽࡍὶΰྜࡲ࡛ࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࢃࡓ
ࡗࡓࠋ
᭱ึࡢㅮ₇࡛ࡣࠊ᪥ẚ㇂ࡼࡾᾏὒ῝ᒙᚠ⎔ᐤࡍࡿὶΰྜ㛵ࡍࡿヰ㢟ᥦ౪ࡀ࡞ࡉ
ࢀࡓࠋ⌧≧ࡢ῝ᒙᚠ⎔ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢᚲせࡉࢀࡿ㖄┤ᣑᩓಀᩘࡀほ ࡉࢀ࡞࠸࠸࠺ၥ
㢟ࡣࠊᾏὒᏛࡢၥ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㖄┤ᣑᩓಀᩘࡣࠊᾏὒෆ㒊㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣෆ㒊Ἴ
ࡢᶆ‽ࢫ࣌ࢡࢺࣝ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ GM ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡽὶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᩓ㐓⋡ࢆ᥎ᐃࡋ࡚ぢ✚
ࡶࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚ࠊほ ࢹ࣮ࢱࢆࡶ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᩓ
㐓⋡ࡢ᥎ᐃࡣ GM ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢṍࡳࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿࡇࠊࡇࡢṍࡳࡣὶࡢບ㉳㐣
⛬ࡢ㐪࠸ࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉ྂᕷࡣࠊᾏὒ⾲ᒙࡢὶΰྜ㐣⛬㛵ࡍࡿ
ᩘ್ᐇ㦂ᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ࢆ⤂ࡋࡓࠋ㏆័ᛶἼඹ㬆ࡍࡿ㢼ᛂຊࢆ࠼ࡓሙྜࡣὶΰྜ
ࡀⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࡇ࡞ࢆ♧ࡋࡓᚋࠊࡇࢀࡽࡢຠᯝࢆ㐺ษ⌧ࡍࡿΰྜᒙࢫ࣮࣒࢟ࡢ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ Mellor and Yamada ࢫ࣮࣒࢟ࠊ㏆ᖺẼቃ⏺
ᒙࡢศ㔝࡛ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ Nakanishi and Niino ࢫ࣮࣒࢟ࢆẚ㍑ࡋࠊᚋ⪅ࡀࡼࡾඃࢀ࡚࠸
ࡿࡇࠊࡉࡽࡑࢀࢆᾏὒ⏝ಟṇࡍࡿࡉࡽ⌧ᛶࡀⰋࡃ࡞ࡿࡇ࡞ࢆ♧ࡋࡓࠋNoh
ࡣࠊẼቃ⏺ᒙࡢᙉไຊ㛵ಀࡍࡿᾏ⾲㠃 ᗘ╔┠ࡋࠊࡑࡢ᪥ኚࢆ⌧ࡋ࠺ࡿΰྜᒙࢫ
࣮࣒࢟ࢆ㛤ⓎࡋࡓࠋࡉࡽࡑࡢࣔࢹࣝࢆẼࣔࢹࣝ⤖ྜࡉࡏࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝࠊẼሙࡢ⌧ᛶࡀྥୖࡋࡓࡇࢆ♧ࡋࡓࠋᡭࡣࠊ⇕ࣇࣛࢵࢡࢫࡢ᪥࿘ኚືࡢᏘ⠇ኚ
ࡀࠊほ ࡉࢀࡓ⾲ᒙ྿㏦ὶࡢᏘ⠇ኚ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊᩘ್ᐇ㦂ࠊ⥺ᙧゎᯒࠊࢹ࣮ࢱ
ゎᯒࢆ㏻ࡌ࡚♧ࡋࡓࠋ
ሐࡣ᭷᫂ᾏ࠾ࡅࡿᾏᗏ㏆ഐࡢὶΰྜࢆࠊࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ㏻ࡌ࡚ㄪࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ₻ὶ
㉳ᅉࡍࡿᙉὶΰྜᇦࡣࠊᐦᗘᡂᒙᙉࡃไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊィ ࡉࢀࡓᩓ㐓⋡ᩚྜ
ⓗ࡞ὶᛂຊࢆࠊὶ㏿ࢹ࣮ࢱࡽぢ✚ࡶࡿࡇᡂຌࡋࡓࡇ࡞ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡲࡓࠊෆ㒊
Ἴక࠺ὶΰྜࡢࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊᚑ᮶ࡢࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡣࡁࡃ␗࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ㐲⸨ࡣࠊ㸳ࣅ࣮࣒ ADCP ࢆ⏝࠸࡚ὶᛂຊࡢ┤᥋ ᐃࡢヨ
ࡳࡘ࠸࡚⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᐃࢹ࣮ࢱࡣࣀࢬࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊࡉࡽ࡞ࡿࢹ࣮ࢱฎ⌮ࡢᚲせ
ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᩘ್ᐇ㦂ࡽ♧၀ࡉࢀࡿすྥὶᮾྥὶࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ▩┪ࡋ࡞࠸⤖ᯝࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿゎᯒࠊᩘ್ᐇ㦂ࡢẚ㍑ࡀᮇᚅࡉࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋୖࡣࠊ
㉥㐨ᏳᐃἼࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍᐦᗘሙὶ㏿ሙࡢኚࡀࠊෆ㒊Ἴບ㉳ࡢኚㄪࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࢆࠊ

−

−

ヲ⣽࡞ほ ࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡛♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊὶΰྜ࣮ࣔࢻỈࡢኚ㉁㐣⛬㛵ࡍࡿ
ほ ィ⏬ࡢ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⛅ࡣࠊᾏỈࡢ≧ែ᪉⛬ᘧࡢ㠀⥺ᙧᛶࡀᑐὶཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸
࡚ㅮ₇ࡋࠊ࢟ࣕ࣋ࣜࣥࢢຠᯝࡣΰྜᒙࡢୗᑐὶࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇࠊࢧ࣮ࣔࣂࢵࣜࢡຠᯝࡣ
ᑐὶࢆࡉࡽᙉࡵࡿࡇࢆ♧ࡋࠊࡇࢀࡽࡢຠᯝࡢ᭷↓ࡼࡾᑐὶࢆ✀㢮ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋྜྷᕝࡣࠊ⇕ࣇࣛࢵࢡࢫࡢୗ࡛ࡢ྿㏦ὶࡢᵓ㐀ࡘ࠸࡚ᩘ್ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ㄪࠊ㐺ᙜ
ࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡍࢀࡤ┦ఝᙧ࡛⾲⌧࡛ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
௨ୖࡢヰ㢟ᥦ౪ࡑࡢᚋ⾜ࢃࢀࡓάⓎ࡞㉁ᛂ⟅ࡸ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㸦㸯㸧ᾏὒ୰ࡢ
ὶΰྜ⌧㇟ࡣᾏὒᚠ⎔࡞ᗈ⠊ᅖ࡞⌧㇟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡢ☜ㄆࠊ
㸦㸰㸧ᾏὒᚠ⎔ࡸ
ᾏὒᵓ㐀ࡢ㧗⢭ᗘண ࡢࡓࡵࡣ᪤Ꮡࡢࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ド࣭ᨵⰋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
ࠊ㸦㸱㸧ࡑࡢࡓࡵࡶ⌧ሙࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀ≉ᚲせ࡛࠶ࡾࠊࣔࢹࣜࣥࢢࡸࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮
ࢩࣙࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉ㐃ᦠࢆࡗ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡢᚲせᛶ࡞ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᚋࡢ◊✲ࡢ᪉
ྥᛶࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㠀ᖖ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠋᾏὒὶࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ
ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ᮶ᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚㐍ࡵࡿࡇࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
------------------------------ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ------------------------------------11 ᭶ 22 ᪥
13:30 - 14:30 ᪥ẚ㇂㸦ᮾ㸧
Assessment of fine-scale parameterization of diapycnal
diffusivity near mixing hotspots
14:30 - 15:30 ྂᕷ㸦ᮾ㸧
Large Eddy Simulation ᇶ࡙ࡃᾏὒΰྜᒙࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ド
15:30 - 16:15 NOH㸦Yonsei Univ.㸧
Prediction of diurnal variability of SST by an atmosphere-ocean
mixed layer coupled model
16:15 - 17:30 ᡭ㸦㸧
⇕ࣇࣛࢵࢡࢫࡢ▷࿘ᮇኚືࢆ⪃៖ࡋࡓ྿㏦ὶࡢᩘ್ᐇ㦂㸦LES㸧⤖ᯝ
11 ᭶ 23 ᪥
09:00 - 10:30 ሐ㸦㸧
ὶᚤ⣽ᵓ㐀ࡢほ ࡽぢࡓ᭷᫂ᾏ࠾ࡅࡿ㖄┤ΰྜ
10:30 - 11:45 㐲⸨㸦㸧
5 ࣅ࣮࣒ ADCP ࢆ⏝࠸ࡓࣞࣀࣝࢬᛂຊࡢ ᐃ
11:45 - 13:15 ୖ㸦JAMSTEC㸧
(a) Modulation of Equatorial Turbulence by Tropical Instability
Waves
(b) Understanding rolls of near- inertial waves and mesoscale
processes on formation and modification of STMW
14:15 - 15:15 ⛅㸦ி㸧
ᴟᇦὶΰྜᒙࡢᏳᐃᛶ῝ᒙᑐὶ
15:15 - 16:00 ྜྷᕝ㸦㸧
⇕ࣇࣛࢵࢡࢫୗ࡛ࡢ྿㏦ὶࡢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ๎

−

−

ᾏὒ❅⣲ᚠ⎔㛵ࡍࡿ◊✲
⚄ᡞᏛ

⮬↛⛉Ꮫ⣔ඛ➃⼥ྜ◊✲⎔

ෆᾏᇦ⎔ቃᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᯘ

⨾㭯

㸯㸬┠ⓗ
ᾏὒࡢᇶ♏⏕⏘ࡗ࡚㔜せ࡞ᰤ㣴ሷࡋ࡚❅⣲ࡸࣜࣥࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≀㉁ࡣᾏὒ୰࡛ࠊ
ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ࡞ࡢ᭷ᶵែࡸࠊ࢜ࣥ㸦◪㓟ࡸࣜࣥ㓟࡞㸧࡛↓ᶵែࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋࡉࡽ❅⣲
ࡣࣜࣥ␗࡞ࡾࠊẼయࡋ࡚ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᾏỈ୰ࡢ❅⣲ᚠ⎔㐣⛬࠾࠸࡚ࠊẼయࡋ࡚ࡢ
❅⣲ࡣ༑ศホ౯ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋẼయࡢ୰ࡣᆅ⌫ ᬮ࢞ࢫࡢ୍✀࡛࠶ࡿ୍㓟❅
⣲(N2O)ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤᾷᕝἙཱྀࡢᾏỈ୰ N2O ⃰ᗘࡣࠊᾏᗏሁ✚≀୰ࡢ⬺❅ຍ࠼ࠊᾏỈ
୰࡛ࡢ◪ࡼࡾ⏕ᡂࡉࢀ࡚ࠊእὒ῝ᒙྠ⛬ᗘ࡛㧗⃰ᗘ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀ┤᥋Ẽᨺฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋἢᓊᾏᇦࡢ㠃✚ࡣᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊᆅ⌫ ᬮࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ἢᓊᾏᇦ
ࡽࡢ ᬮ࢞ࢫᨺฟࡣ༑ศ㆟ㄽࡉࢀ࡚᮶࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸ ᬮண ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࡣࠊἢᓊᾏᇦ࡛ࡢ ᬮ࢞ࢫࡢᣲືࢆṇࡋࡃᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊẼ࣭ᾏỈ N2O
⃰ᗘࡢᾏὒ࡛ࡢ ᐃࠊᐃⅬ࡛ࡢẼ୰⃰ᗘࡢ ᐃ࡞ࢆඖࠊẼ㸫ᾏỈ㸫ᾏᗏ㛫㝽Ỉ㸫ᾏᗏᆅୗ
Ỉ㛫ࡢ࢞ࢫࢆྵࡵࡓ❅⣲࣭ᚠ⎔ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ⚄ᡞᏛᾏ⛉Ꮫ㒊ᡤᒓ⦎⩦⯪ࠕ῝Ụ࡛ࠖᐇࡋࡓほ ࡢ࠺ࡕࠊ㓟Ⅳ⣲(CO2)
ྠ ᐃࡋࡓࡢゎᯒ⤖ᯝࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ
㸰㸬᪉ἲ
ᅗ 1 ࠊほ ࢆᐇࡋࡓ 5 ⯟ᾏࡢ⯟㊧ࢆ♧ࡍࠋCO2 ⃰ᗘࡣᾏỈ୰ CO2 ศᅽ ᐃ⨨(ࡽ, 1994 ࡢ
ᨵⰋ∧)ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ N2O ⃰ᗘࡣࠊྠ⨨ࢆ N2O ⏝ᨵⰋࡋࡓࢩࢫࢸ࣒(ᒣୗࡽࠊ2008)ࢆ
⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋN2O ⃰ᗘ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓᡂࢆᅗ 2 ♧ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡢ⨨ࡶࠊᖹ⾮ჾෆࡢᾏỈ᪤
▱⃰ᗘࡢ࢟ࣕࣜ࢞ࢫࢆࣂࣈࣜࣥࢢࡋ࡚࢞ࢫࡉࡏࠊᚋࡢࢧࣥࣉࣝ࢞ࢫࢆ㉥እ⥺࢞ࢫศᯒィ
(CO2 ࡣ LICOR ♫〇 LI-6252ࠊN2O ࡣ Thermo Electron ♫〇 MODEL46C)࡛ィ ࡍࡿࠋ3 ✀㢮௨ୖࡢ࢟ࣕ
ࣜ࢞ࢫ࡛⃰ᗘ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ᳨㔞⥺ࡽᾏỈ୰⃰ᗘࢆỴᐃࡋࡓࠋࢧࣥࣉࣝᾏỈࡣ⯪ᗏ(Ỉ῝⣙ 3m)
ࡽࡢࣥࢸࢡᾏỈࢆ⏝ࡋࡓࠋCO2 ⃰ᗘ ᐃࡣࠊᖹ⾮ჾෆᾏỈࢆ⮬ືᑟධࡋ࡚ 15 ศẖ⾜ࡗࡓࠋ
N2O ⃰ᗘ ᐃࡣࠊ⣙ 1 㛫ẖ᥇ỈࡋࡓᾏỈࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㸱㸬⤖ᯝ
ᅗ 3 ⤖ᯝࡢ୍ࢆ♧ࡍࠋCO2  N2O ࡣࠊ᫂☜࡞㐃ືഴྥࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋᾏỈ୰ࡢ CO2
ศᅽࡣࠊpH ࡼࡾⅣ㓟ࡢ㛫࡛ᖹ⾮≧ែࡀኚࡍࡿࠋ୍᪉ N2O ࡣࠊᾏỈ୰ࡢ◪(ࣥࣔࢽែ❅
⣲ࡽள◪㓟ែ❅⣲ࡢ㓟)࣭⬺❅(ள◪㓟ែ❅⣲ࡽࡢ㑏ඖ)㐣⛬࡛⏕ᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢᵝᾏỈ୰ࡢ
Ꮫ㐣⛬ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ୧⪅ࡢ⃰ᗘኚືࡀ㐃ືࡍࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛㜰‴࡛ࡣࠊ‴ዟྥࡅ࡚
CO2 ࡣᛴపୗࠊN2O ࡣᛴୖ᪼ࡋࠊ㈇ࡢ㛵ಀᛶࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢᵝ࡞ኚࡢཎᅉࡣࠊCO2 ࡣගྜᡂ
ࡀάⓎ࡞ࡿࡓࡵࠊN2O ࡣ⾲ᒙ࡛ࡢ◪ᗏἾ࡛ࡢ⬺❅ࡀάⓎ࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵝ᰿ᮏཎᅉ
ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊఱࡽࡢỈ㉁ࡢኚక࠺⃰ᗘኚືࡀ୧⪅⌧ࢀࡿࠊ㐃ືࡋࡓኚࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸨ཧ⪃ᩥ⊩
࣭Yamashita et. al (1993) : JO, Vol.49, 559-596.
࣭᳃ࡽ(2005)㸸⚄ᡞᏛᾏ⛉Ꮫ㒊⣖せࠊ➨ 2 ྕࠊ115-126.
࣭ࡽ(1994)㸸ᾏࡢ◊✲ࠊVol.3, 413-418.
࣭ᒣୗࡽ(2008)㸸ᒸᒣ⌮⛉Ꮫᢏ⾡⛉Ꮫ◊✲ᡤᖺሗࠊ➨ 26 ྕࠊ29-40.
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ᐃ⤖ᯝ

ྑࡽ℩ᡞෆᾏ(ྑࡀᮾ)ࠊ㇏ᚋỈ㐨(ྑࡀ)ࠊᅄᅜ༡ᓊ(ྑࡀす)ࠊ⣖ఀỈ㐨(ྑࡀ༡)࡛ィᅇࡾࡘ࡞ࡀࡿ㓄⨨

㸲㸬◊✲ᡂᯝሗ࿌
࣭Dissolved Inorganic Nitrogen budget in the inner part of Manila Bay, Philippines, La Mer, 49, 221-228,
2011 (in press).
࣭Estimation of submarine groundwater and TP flux near the intertidal zone by the budget analysis using the
marine observation data, EMECS9
࣭Onboard Observation of Nitrous Oxide (N2O) and Estimation of N2O Emission, WESTPAC
࣭Short time variation of phytoplankton in the Yodo River estuary in Japan, WCMB
㸳㸬◊✲⤌⧊
௦⾲⪅㸸ᯘ⨾㭯
ᡤᒓ 㸸⚄ᡞᏛ
ᙺ⫋
ᢸᙜ

㸸ᩍᤵ
㸸ほ

ศᢸ⪅㸸ᒣୗᰤḟ
ᡤᒓ 㸸ᒸᒣ⌮⛉Ꮫ
ᢏ⾡⛉Ꮫ◊✲ᡤ
ᙺ⫋ 㸸ᩍᤵ
ᢸᙜ 㸸ほ
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−

ศᢸ⪅㸸ᰗဴ㞝
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ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ
ᙺ⫋ 㸸ᩍᤵ
ᢸᙜ 㸸ほ ⤖ᯝホ౯
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 หᶏ⹜㛎ࠍታᣉߒߡ߈ߚ⋚ဳ᳓ਛࠣࠗ
࠳ߩታ↪ൻߦะߌߚᡷㅧ㧔Fig.1㧕߇ᐕᐲቢᚑ੍
ቯߢࠆߚޔቢᚑᓟߩᶏ⹜㛎ߦߟߡᛂߜวࠊ
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㧞㧚⋚ဳ᳓ਛࠣࠗ࠳ߩᶏ⹜㛎ߦߟߡ
Fig. 2

Fig.1 ⋚ဳ᳓ਛࠣࠗ࠳ߩታ↪ൻߦะߌߚᡷㅧ
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㜞ᠲ⦁ᕈ⢻߇ᦼᓙߐࠇߡࠆޕ
㔚᳇ផㅴ⦁ߢߪࠆ߇ࡍࡠࡊޔ࿁ォᢙߢߪߥߊ
นᄌࡇ࠶࠴ߦࠃࠅ⦁ㅦ߇ᓮߐࠇࠆޕ
ࡊࡠࡍ࿁ォࠍนᄌߦߔࠆߣ㔚᳇࿁〝߇ⶄ㔀ߦߥ
ࠅᑪㅧࠦࠬ࠻߇㜞ߊߥࠆޕ
ࡐ࠶࠼ផㅴࠍណ↪ߔࠆߎߣߢᄢ߈ߥࠬࠤࠣ߇ᔅⷐ
ߣߥࠅ⦁የᒻ⁁ߦᎿᄦ߇ߥߐࠇߡࠆޕ
Ṫഭታ⠌ߩߺߥࠄߕߐ߹ߑ߹ߥᶏᵗ᷹ⷰ߇ല₸⊛
ߦⴕ߃ࠆࠃ߁ߦࠢࡦ߇㈩⟎ߐࠇߡࠆޕ
CTD ⸘᷹߇ല₸ࠃߊㄦㅦߦⴕ߃ࠆࠃ߁ߦ․ޔ
ᩰ⚊ቶ߇⸳⟎ߐࠇߡ߅ࠅ㧔Fig.9㧕ޔዊဳ᳓ਛࡆࠢ
࡞ߩᩰ⚊ㆇ↪႐ᚲߣߒߡ߽↪ߢ߈ߘ߁ߢࠆޕ

ή㖸㗀᳓ᮏ

Fig. 8
Fig. 6

⦗ⵝਛߩ㣮ఽፉਣ

᳓⹜㛎ᯏ

 ᦨᓟߦᶋജ᧚ߦߟߡᖱႎࠍ㓸ߒߚ⚿ᨐޔ
10000㨙⚖ᶋജ᧚ߪఝࠇߚ‛߇ࠆ߇ޔ㜞ଔߢ
ࠅޔᲧ㊀߽ 0.5 ೨ᓟߣᄢ߈ߊޔᵻᶏ↪᳓ਛࡆࠢ࡞
ߦߪㆡߐߥޕ
ᵻᶏ↪ߩᶋജ᧚ߪᲧ㊀ 0.2 ⒟ᐲߩ‛߇ࠆ߇ޔๆ
᳓₸߇Ყセ⊛ᄢ߈ޕ
ᶋജ᧚ߪಾᢿߒߚ႐ว┵ޔ㕙ಣℂࠍㆡಾߦⴕ߁ᔅ
ⷐ߇ࠆޕ
ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ

Fig. 7 ᶋജ᧚
−

Fig. 9

CTD ↪․ᩰ⚊ቶ

㧡㧚⎇ⓥ⚵❱
⎇ⓥઍ⠪
ศᶈ㧔㐳ፒᄢቇ᳓↥ቇㇱᢎ㧕
⎇ⓥදജ⠪
㕍ፉ㓉ޔጊ⣁ାඳ㧔㐳ፒᄢቇ᳓↥ቇㇱಎᢎ㧕
ᷡ᳓ஜ৻ޔౝ↰ᷕ㧔㐳ፒᄢቇ᳓↥ቇㇱഥᢎ㧕
  ਛᒾ㧔Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲಎᢎޔᚲ
ౝੱ㧕
Ⓑ↰ൎ㧔Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ ᛛⴚ⡯ຬ㧕
−

ᕞᮾ᪉ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ㏱᫂ᗘࡢᏘ⠇࣭⤒ᖺኚື≉ᛶ
ᐑᓮ┴Ỉ⏘ヨ㦂ሙ

Ώḟ

ຊ

1.◊✲ࡢ┠ⓗ
ᕷᕝࡽ(2009)ࡣ㸪ᅵబ‴ࡢᇶ♏⏕⏘ࢆ㏱᫂ᗘࢹ࣮ࢱࡽ᥎ᐃྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪㏱᫂ᗘࡀ≀⌮⎔ቃ㨶㢮㈨
※ࢆࡘ࡞ࡄせ⣲ࡋ࡚㸪㐣ཤࡢ⏕≀⏕⏘㛵ࢃࡿሗࢆᘬࡁฟࡏࡿ᭱㐺࡞ࢹ࣮ࢱࡋ࡚㔜せࡔᣦࡋ
࡚࠸ࡿࠋྛ┴࡛ࡣ㸪᭶ 1 ᅇࡢἢᓊᾏὒほ

࡚ᆅඛࡢ㏱᫂ᗘࢆࡣࡌࡵࡋࡓᾏὒ⎔ቃࢹ࣮ࢱࡀ㛗ᮇࢃ

ࡓࡾ✚࣭ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋΏḟ࣭ᯘ⏣(2009)ࡣ㸪᪥ྥℿ㏱᫂ᗘࡢ✵㛫ኚື≉ᛶࡢゎ᫂ࢆヨࡳࡓࡀ㸪
㞄᥋ࡍࡿ㇏ᚋỈ㐨ࢆྵࡵࡓᗈᇦࡢ㏱᫂ᗘࡢ㛵ಀࡀ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᕞᮾ᪉ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ㏱᫂ᗘࡢᏘ⠇࣭⤒ᖺኚື≉ᛶࡢゎ᫂ࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
2㸬ᮦᩱゎᯒ᪉ἲ
ศ┴㸪ឡ┴ཬࡧᐑᓮ┴ࡀཎ๎᭶ 1 ᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿ 1972 ᖺ 4 ᭶㹼2010 ᖺ 3 ᭶ࡲ࡛ࡢἢᓊᐃ⥺ほ
ࡼࡿ㏱᫂ᗘཬࡧᾏὒほ

グ㘓ࢆ⏝ࡋࡓࠋゎᯒ࡛⏝ࡋࡓ㏱᫂ᗘࢹ࣮ࢱࡣ㸪ẖ᭶ࡢほ

࡞ࡿࡓࡵ㸪ྛ᭶ 15 ᪥ࡢ್⥺ᙧෆᤄࡋࡓࠋᏘ⠇ኚࡢゎᯒࡣ㸪ྛ┴ࡶḞ
2009 ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛ࡢྛ᭶ࡢㄪᖹᆒ್(ᖹᖺ್ࡪ)ࡢほ

್ࡀᑡ࡞࠸ 1990 ᖺ 1 ᭶㹼

ᆅⅬࢆ⏝࠸࡚㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ (࢛࣮࢘

ࢻἲ)ࡼࡾ༊ศࡅࡉࢀࡓ 4 ᾏᇦࡢኚື≉ᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ୍᪉㸪⤒ᖺኚືࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪ほ
ⓗᏳᐃࡋ࡚ྲྀᚓࡉࢀ࡚࠸ࡿほ

᪥ࡀྛ┴࡛␗

ࢹ࣮ࢱࡀ㛗ᮇ

Ⅼࡢᖹᖺ೫ᕪ್ࢆ EOF ゎᯒࡋ㸪༟㉺ࡍࡿ✵㛫ኚືᡂศࢆᢳฟࡋ࡚㸪

ኚື≉ᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ
3㸬⤖ᯝ
3.1

㛫ᖹᆒሙ

᪥ྥℿࡢ㏱᫂ᗘࡣ㸪㒔ᓁᮾ᪉Ἀ࡛ 24m ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪୰㒊⨨ࡍࡿᾷᕝἙཱྀ㏆࡛⣙ 10m ᭱
ࡶప࠸ࠋ୍᪉㸪㇏ᚋỈ㐨࡛ࡣ㸪10㹼17m ᪥ྥℿࡼࡾపࡃ㸪ᕞഃ࡛ࡣᅄᅜഃࡼࡾࡉࡽప࠸ࠋ
3.2

Ꮨ⠇ኚື≉ᛶ

ᅗ 1 ࡢྛᾏᇦ࡛✵㛫ᖹᆒࡋࡓྛ᭶ࡢ㏱᫂ᗘࡣ㸪ϫࡽϨࡢ㡰ప࠸ࠋ
Ϩᾏᇦࡢ✵㛫ᖹᆒࡢᏘ⠇ኚࡣ㸪
7 ᭶᭱ᑠ࡞ࡾ㸪ྠᾏᇦᖹᆒࡢ 0m ᒙሷศ್ࡢᏘ⠇ኚ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪ϫᾏᇦࡢ✵㛫ᖹᆒࡢ
Ꮨ⠇ኚࡣࠊ4 ᭶᭱ᑠ್࡞ࡾ㸪㛗⏣ࡽ(1996)ࡀ♧ࡍ㯮₻ෆഃᇦࡢᏘ⠇ኚ㢮ఝࡋ㸪Ꮨࣈ࣮࣒ࣝ
⪃࠼ࡽࢀࡿ(㛗⏣࣭ᑠᕝ,1997)ࠋϩ࠾ࡼࡧϪᾏᇦᖹᆒࡢ㏱᫂ᗘࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ϩϫࡢ 2 ࡘࡢ≉ᛶࢆྜࢃ
ࡏᣢࡘᏘ⠇ኚࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
3.3

⤒ᖺኚື≉ᛶ

ᅗ 2  EOF ࡢಀᩘࡢ⤒ᖺኚື EOF ࡢᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋ㸪ᕥᅗࡀ EOF ➨ 1 ᡂศࢆྑᅗࡀ➨ 2
ᡂศࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏱᫂ᗘࡢ EOF ➨ 1 ᡂศࡢ✵㛫ኚືࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐤ⋡ 28%ࢆ༨ࡵ㸪ᅛ
᭷࣋ࢡࢺࣝࡢ✵㛫ศᕸࡣ᪥ྥℿᇦ࡛㧗࠸ṇࡢ್࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪᪥ྥℿࡢኚື≉ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ➨㸯ᡂศࡢಀᩘࡢ⤒ᖺኚືࡣ㸪ᾷᕝࡢἙᕝὶ㔞ཬࡧ᪥ᮏ༡ᓊࡢ㯮₻ὶ㔞ࡢኚືࡢ㛵ಀࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪ᐤ⋡ 23%ࢆ༨ࡵࡿ㏱᫂ᗘࡢ EOF ➨ 2 ᡂศࡢ✵㛫ኚືࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅛ᭷࣋ࢡࢺ
ࣝࡢ✵㛫ศᕸࡀ㇏ᚋỈ㐨ᇦ࡛ప࠸㈇ࡢ್ࢆ♧ࡋ㸪ᗏධࡾ₻ࡢໃຊࡢᣦᶆ࡞ࡿ㇏ᚋỈ㐨‴ཱྀ㒊ࡢᗏᒙ
Ỉ

ࡢ㛵ಀࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

−

−

ᅗ 1㸬ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸦࢛࣮࢘ࢻἲ㸧ࡼࡾᏘ⠇ኚࢆ

ᅗ 2㸬㏱᫂ᗘ EOF ࡢಀᩘࡢ⤒ᖺኚື(ୖẁ)ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࡢ✵㛫ศᕸ㸦ୗẁ㸧.

4 ศ㢮ࡋࡓ㏱᫂ᗘ㸬

ᕥᅗࡀ EOF ➨ 1 ᡂศࢆ㸪ྑᅗࡀ EOF ➨ 2 ᡂศࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ.

4㸬ᚋࡢᒎ㛤
㏱᫂ᗘࡢ EOF ➨ 1 ᡂศࡣᐑᓮ┴ἢᓊ⁺ᴗࡢᖺ㛫⁺⋓㔞㸪EOF ➨ 2 ᡂศࡘ࠸࡚ࡣࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢ
ቑῶ➼ࡢ㛵ಀࡀࡳࡽࢀࡓࡇࡽ㸪≀⌮࣭Ꮫ࣭⏕≀㐣⛬ࡢ㖄┤✚ศ್࡛࠶ࡿ㏱᫂ᗘࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࡍࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᕞᮾ᪉ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿヲ⣽࡞≀⌮࣭Ꮫ࣭⏕≀㐣⛬ࡣ㸪㏱᫂
ᗘࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡛ゎ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡇࡽ㸪ᚋࡣ㸪ᾏἣࢹ࣮ࢱࡸࢡࣟࣟࣇࣝ a 㔞ࡢ㖄┤ࣉࣟࣇࣝࢹ
࣮ࢱ➼ࢆゎᯒࡋ࡚㸪ࡑࡢኚື≉ᛶࢆ᫂ࡽࡋࡓ࠸ࠋ
5㸬ᡂᯝሗ࿌
Ώḟ

ຊ࣭⚟⏣༤ᩥ࣭ᯘ⏣⚽୍(ᐑᓮỈヨ)࣭ΎỈᏛ࣭℩⸨⪽࣭㯮⏣ᐶ(Ỉ◊ࢭ୰ኸỈ◊)࣭ᰗဴ㞝(࣭

ᛂຊ◊)㸸⁺⯪ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓ᪥ྥℿᾏἣࣔࢽࢱࣜࣥࢢ.2011 ᖺᗘ᪥ᮏᾏὒᏛ⛅Ꮨ.
Ώḟ

ຊ(ᐑᓮỈヨ㸧
࣭ᰗဴ㞝(࣭ᛂຊ◊㸧
࣭⾜ᖹ┿ஓ(ศỈ◊)࣭ᶫ⏣㍜(ឡỈ◊ࢭ)࣭ᕷᕝᛅྐ

(Ỉ◊ࢭ୰ኸỈ◊)࣭ᯘ⏣⚽୍࣭⚟⏣༤ᩥ࣭⏥ᩫྐᩥ(ᐑᓮỈヨ㸧
㸸ᕞᮾ᪉ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ㏱᫂ᗘࡢᏘ⠇࣭
⤒ᖺኚື≉ᛶ.2011 ᖺᗘỈ⏘ᾏὒᏛ.
Ώḟ

ຊ࣭⚟⏣༤ᩥ࣭ᯘ⏣⚽୍(ᐑᓮỈヨ)࣭ᰗဴ㞝(࣭ᛂຊ◊)㸸ࡲࡁ⥙⁺⯪ࡼࡿ᪥ྥℿᾏἣࣜ

ࣝࢱ࣒ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ.ᾏࡢ◊✲(ᢞ✏୰).
6㸬◊✲⤌⧊
◊✲௦⾲⪅

ᐑᓮ┴Ỉ⏘ヨ㦂ሙ

௵ᢏᖌ

Ώḟ

ᡤෆୡヰே

ᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ

ᩍᤵ

ᰗ

−

−

ဴ㞝

ຊ

ᐃᮇ᪑ᐈ⯪䛻䜘䜛ᒣཱྀ┴Ἀྜᾏᇦ䛾⾲ᒙỈ ほ
ᒣཱྀ┴Ỉ⏘◊✲䝉䞁䝍䞊 Ώ㎶ಇ㍤
┠ⓗ
ᒣཱྀ┴Ỉ⏘◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ⁺ἣணሗࢆᖺ  ᅇ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⁺ᴗࡢ⌧ሙࡽࡣࠊࡼࡾ▷
ᮇⓗ࡞ணሗࡸ┒⁺ᮇ๓ࡢணሗࡢᐇࡘ࠸࡚ࡢせᮃࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬἢࡗࡓணሗࢆ⾜࠺
ࡣࠊ▷ᮇࡢᾏἣኚືࡢᢕᥱ࠾ࡼࡧኚືᶵᵓࡢゎ᫂ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊձⴗぢᓥࢆ⤖ࡪᐃᮇ᪑ᐈ⯪ࡢ⯟㊰ୖ࡛Ỉ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ✵㛫ⓗᐦ
࡞Ỉ ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱゎᯒࡼࡗ࡚ ղᙜᾏᇦ࡛ࡢ▷ᮇⓗ࡞Ỉ ኚືࡸࡑࡢ࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
▷ᮇⓗ࡞ணሗࢆồࡵࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ㏆ᖺࠊ㛗ᮇⓗ࡞ኚືࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࡿࡇࡀከࡃ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊճ ᖺ௨ୖࡶ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯟㊰ୖࡢ࣏ࣥࢺ r̓1r̓1 ࠾
ࡅࡿほ ㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋࠊ㛗ᮇⓗ࡞ኚືഴྥࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡶ┠ⓗࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ
᪥ᮏᾏࡢᾏὒ◊✲⥲ᣓⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡘᒣཱྀ┴ἢᓊࡢᐃ⨨⥙ࢆ⏝ࡋࡓᾏἣࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ
ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ ༓ᡭᬛᬕᩍᤵཧຍࡋ࡚㡬ࡁࠊඹྠ࡛ᐇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾ᴫせ
ほ ᾏᇦ࠾ࡼࡧᐃᮇ᪑ᐈ⯪ࠕ࠾ࡼ࠺ࡎ  ࢺࣥ ࠖࡢ
⯟㊰ࢆᅗ  ♧ࡍࠋ᪑ᐈ⯪タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿỈ ィࡣࠊྂ㔝
㟁Ẽ♫〇7, ศゎ⬟Υࠊ ᐃ⢭ᗘsΥ ࡛࠶ࡿࠋ
Ỉ ࡢ㘓㛫㝸ࡣ 㹼 ⛊  ᅇࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽྲྀᚓ
ࢹ࣮ࢱࡽ⦋ᗘ  ศࡈ᪥ᖹᆒỈ ࢆ⟬ฟࡋࡓࡶࡢࢆࠊ
ゎᯒ⏝ࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡋ࡚✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋỈ ィࡣᶵ㛵
෭༷Ỉࡢྲྀ㎸ཱྀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊほ ῝ᗘࡣᾏ㠃ୗ⣙ 
㹼P ࡞ࡿࠋ
๓ᖺࡣ㢖⦾㘓⨨ࡢලྜࡀ㉳ࡇࡗࡓࡀࠊ ᖺࡣ
ᑡ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ᪑ᐈ⯪ࡢ࢚ࣥࢪࣥࢺࣛࣈ࡛ࣝࠊ ࣨ
᭶௨ୖࡢᮇ㛫㸦 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥㸧
ࠊࢻࢵࢡධࡗࡓࡓ
ࡵࠊࡑࡢᮇ㛫ࡀḞ ࡞ࡗࡓࠋ

130˚

132˚

131˚

35˚
Mishima

●

Kayoi

Hagi

34˚
130˚

131˚

132˚

ᅗ 㻝 ᾏᇦᅗ䠊▮༳䛜᪑ᐈ⯪䛾⯟㊰䜢♧䛩䠊
䕿䛿㛗ᮇ㛫䚸ほ 䛜⥅⥆䛥䜜䛶䛔䜛䝫䜲䞁䝖䠊
2011
Jul

Sep

Nov

18

M ay

24

34.6

18

24

14

34.5

200
2

14

20

Latitude

34.7

M ar
14

⤖ᯝ
㻞㻜㻝㻝 ᖺ䛾Ỉ ኚື
 ᖺ 㹼 ᭶ࡢỈ ࡢ⦋ᗘ㛫᩿㠃ࢆᅗ 
♧ࡍࠋᏘ 㹼 ᭶ ࡣࠊr1 ௨༡Ỉ
ࣇࣟࣥࢺࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋ ᭶௨㝆࡞ࡿࠊᖺ
✵㛫ⓗኚືࡀ」㞧࡞ࡿࡀࠊ ᖺࡶྠᵝࡢഴ
ྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶୰᪪ࡣ⯟㊰ࡢ୰ኸ㒊
୍࡛ᩧప ࡍࡿ⌧㇟ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ 
᭶ 㹼 ᪥ࡅ࡚す᪥ᮏ᥋㏆ࡋࡓྎ㢼  ྕ
ࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Jan

34.4

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

ᅗ 㻞 㻞㻜㻝㻝 ᖺ䛾Ỉ ⦋ᗘ㻙㛫᩿㠃ᅗ䠊

−

−

2007

2008
24

24
27
25

18

22

29

23

25

18
17

14

29 29
29

19

23

26

18

16

25

13

12

16

23

24

14

34.4

10
Jan

Apr

Jul

Oct

Apr

Jul

Oct

Jan

Apr

Jul

Oct

(c)
28

ᅗ 㻟㻔㼍㻕㻞㻜㻜㻣㻙㻞㻜㻜㻥 ⦋
34.7

ᗘ㛫᩿㠃

14

16

14

34.7

Jan

26

(b)

ᅗ㻘㻔㼎㻕ᖹᆒⓗ䛺

34.6

34.6

Ꮨ⠇ኚ㻘㻔㼏㻕㻟 䞄

27

ᖺ䛾ᖹᆒỈ 䠊

25

34.5

34.5

34.4

34.4

▮༳䛿 㻱㻻㻲 䛾
ゎᯒᮇ㛫䠊

O ct

20

Temp.(℃)
J

F M A M J J

A S O N D

4.0
3.2
2.4
1.6
0.8
0.0
-0.8
-1.6
-2.4

1985

㛗ᮇ䛾ኚື
㘓⨨ࡼࡿほ ࡣࠊጞࡲࡗ࡚᪥ࡣὸ࠸ࡀࠊᅗ  
♧ࡍ࣏ࣥࢺ࡛ࡣ  ᖺ௨ୖࡶほ ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ  ᖺ  ᖺ㛫 ࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࠊ᪪ࡈࡢ
Ỉ  ᪥ᖹᆒ್ ࢆồࡵ࡚ࠊྛ᪪ࡢ್ࢆᖹᆒ್ࡽࡢ೫
ᕪ࡛ホ౯ࡋࡓࡢࡀᅗ  ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦ᚋ༙ࡽᏘ
㧗ࡵഴྥ࡛࠶ࡿࡇࠊࡲࡓ  ᖺ௦ࡢᚋ༙ࡽࡣࠊࡉ
ࡽ㧗ࡵഴྥ࠶ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

19

1965

Jul

Month

1970

Apr

1975

Jan

1980

Latitude

20
16

25

29

24

18

29

17

15

21

24

27
29

18
20
18

15

26

16

16

Latitude

26

25

26 24

16

21

17

16

14

26 27

15

34.5

30
28

26

21

34.7

34.6

2009

14

(a)

15

㐣ཤ㻔㻞㻜㻜㻣䡚㻞㻜㻜㻥 ᖺ㻕䛾Ỉ ኚື
 ᖺ  ᭶Ỉ 㘓⨨ࢆ
ྲྀࡾࡅࠊ⣙  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋࢹ
࣮ࢱḞᦆࡢẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸  ᖺ㛫
㹼 ᖺ ࡢࢹ࣮ࢱ ᅗD ࢆ
⏝࠸ࠊⴗぢᓥ㛫ࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮨ⠇ኚ
 ᅗ E ࠾ࡼࡧ⦋ᗘูࡢ  ᖺ㛫ᖹ
ᆒỈ 㸦ᅗ F㸧ࢆㄪࡓࠋࡲࡓࠊ
ྲྀᚓ≧ἣࡢ᭱ࡶⰋዲ࡞  ᖺ 
᭶  ᪥ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࢹ࣮ࢱ
 ᪥ࡢ⛣ືᖹᆒ್ࡽࡢṧᕪᡂ
ศ ࡛ (2) ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨  ࣮ࣔ
ࢻࡣࠊᾏᇦࡍ࡚ࡀྠ┦࡛ኚື
ࡍࡿ࣮ࣔࢻ ᐤ⋡  ࠊ➨ 
࣮ࣔࢻࡣࠊ̓1 ࢆቃࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ༡ࡀ㏫┦࡛ኚືࡍࡿ࣮ࣔࢻ
ᐤ⋡  ࡛࠶ࡗࡓࠋ

-3.2

2000
2010

2005

ᡂᯝሗ࿌
⤖ᯝࡢ୍㒊ࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥ୗ㛵ᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓ᪥
ᮏᾏ⏥Ẇ㢮◊✲࠾ࡼࡧ  ᖺ  ᭶  ᪥⚟ᒸᕷ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓすᾏࣈࣟࢵࢡᾏἣሗศᯒ᳨ウ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ

1995

1990

-4.0

ᅗ 㻠 㻝㻥㻢㻠㻙㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛾᪪Ỉ 䛾
䝍䜲䝹䝥䝻䝑䝖䠊

−

−

ቯᦼᣏቴ⦁ࠍ
ቯᦼᣏቴ⦁ࠍ↪ߒߚ
↪ߒߚ⢻⊓ඨፉベፉᴒ
ߒߚ⢻⊓ඨፉベፉᴒߢߩ
⢻⊓ඨፉベፉᴒߢߩኻ㚍ᥦᵹ
ߢߩኻ㚍ᥦᵹࡕ࠾࠲ࡦࠣ
ኻ㚍ᥦᵹࡕ࠾࠲ࡦࠣ
ࡕ࠾࠲ࡦࠣ
⍹Ꮉ⋵᳓↥✚วࡦ࠲ ᄢᘮೣਯ
⋡⊛
⋡⊛
 ⢻⊓ඨፉ᧲ጯߢߪޔᴪጯߩᵹࠇ߇⓭ὼㅦߊߥࠆޟᕆầ⽎߫ߒ߫ߒޔࠅࠃߦޠቯ⟎✂Ṫౕ߇ᄢ߈ߥ
ⵍኂࠍⵍߞߡࠆޕ
ޟᕆầ⽎ޔߪޠධ㘑ߦ߁ࠛࠢࡑࡦャㅍߦࠃࠅඨፉጯߦၸⓍߐࠇߚᴒวᥦ᳓
ߩᴪጯᝒᵄࠆߪᴪጯኒᐲᵹߣߒߡߩવߣޔᴒวၞߢߩᘠᕈᝄേ߇ᴪጯၞߦᵄߒߡ↢ߓࠆᘠ
ᕈᦼᏪߩᵹㅦᄌേ߇㊀ߥߞߚ⽎ߣℂ⸃ߐࠇߡࠆޔߒ߆ߒޕඨፉ᧲ጯߢߩ႐᷹ⷰߢߪޔ᳇⽎
ᡓੂߣߩ㑐ㅪᕈ߇ߺࠄࠇߥᒝᵹ߽߆ߥࠅ㜞㗫ᐲߢ᷹ⷰߐࠇߡࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߪޔኻ㚍ᥦᵹ᳓ߩንጊḧ߳ߩᵹࠇㄟߺߣޔ⢻⊓ඨፉ᧲ጯߢߩᒝᵹ⊒↢ߣߩ߆߆ࠊࠅࠍࠄ߆
ߦߔࠆߣߣ߽ߦޔኻ㚍ᥦᵹ᳓ߩᵹࠍࡕ࠾࠲ࡦࠣߔࠆᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
ᧄᐕᐲߪޔベፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩቯᦼ⥶〝ߢ᷹ⷰߐࠇࠆጀ᳓᷷࠺࠲ߩኻ㚍ᥦᵹߩജᜰᮡߣߒߡߩ
↪น⢻ᕈࠍ⹏ଔߔࠆߚޔ⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩᵹ㊂ߣベፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩ᳓Ꮕߩ㑐ଥ߆ࠄޔ⢻⊓
ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩㅢㆊᵹ㊂ߩᤨ㑆ᄌേࠍ᳞ߡޔጀ᳓᷷ߩᄌേߣߩ㑐ଥࠍ⺞ߴߚޕ

᷹ⷰ߅ࠃ߮
᷹ⷰ߅ࠃ᷹߮ⷰ⾗ᢱ
߅ࠃ᷹߮ⷰ⾗ᢱ
᷹ⷰ⾗ᢱ
 ⥻ୖ⥶〝ߢߩ᳓᷷࠺࠲ߩขᓧᣇᴺߣ࠺࠲
࠶࠻ߩᚑᣇᴺߪޔ೨ႎ ᐔᚑ  ᐕᐲ⎇ⓥᚑᨐႎ
๔ᦠ ߦㅀߴߚߣ߅ࠅߢࠆޔߪߢߎߎޕ㐳ᦼ㑆ߩ
ㅪ⛯࠺࠲߇ᓧࠄࠇߚ  ᐕ  㨪 ߩ᷹ⷰ
࠺࠲ࠍኻ⽎ߦ '1( ⸃ᨆࠍⴕޔᵹ㊂ᄌേߦኻᔕ
ߔࠆᄌേߩࠍ⹜ߺߚޕ#&%2 ࠺࠲ߪޔඨፉർ
┵ߣ⥻ୖፉߩධࠍ⚿߱⚂ MO ߩቯ✢᷹ⷰ㑆
㧔࿑ 㧕ߢ ޔᐕ  㨪 ᐕ  ߦޔ⍹Ꮉ
⋵⺞ᩏ⦁⊕ޟጊਣߦޠタߒߚ #&%2㧔4& ␠ M*\
$$#&%2㧕ߢ᷹ⷰߒߚ  ߩ࠺࠲ࠍ↪ߒߚޕ
#&%2 ᷹ⷰߪ╙  ጀࠍ O㧘᷹ⷰጀෘࠍ 㨙ߦ⸳ቯ
ߒߡታᣉߒޔ᳓ᷓߩ 㧑એᵻߩ࠺࠲ࠍ⸃ᨆߦଏ
ߒߚޕㅢㆊᵹ㊂ߪ ޔಽ㑆㓒ߢ᳞ߚ᷹ⷰ✢ߦ⋥
ߔࠆᣇะߩฦጀߩᐔဋᵹㅦߦጀෘߣ  ಽ㑆ߩⷰ
᷹〒㔌ࠍਸ਼ߓߡᓧߚฦጀߩᵹ㊂ߩ✚ߣߒߡ᳞
ߚޔ߅ߥޕᵹ㊂▚ߦ㓙ߒߡޔ᳓㕙߆ࠄ╙  ጀ߹
ߢߪ╙  ጀᦨޔਅጀ߆ࠄᶏᐩ߹ߢߪᦨਅጀߩᵹㅦ

࿑ 1 ⺞ᩏᶏၞ࿑
⺞ᩏᶏၞ࿑ ὐ✢ߪ
ὐ✢ߪ࠾ࡘ߳ߋࠄߩ⥶〝
࠾ࡘ߳ߋࠄߩ⥶〝ታ✢
⥶〝ታ✢

୯ࠍㆡ↪ߒߚޕ᳓࠺࠲ߪޔᎺᄢቇᔕ↪ജቇ⎇
ⓥᚲ߇⥻ୖፉߦ⸳⟎ߒߚ᳓⸘ߣ࿖ℂ㒮ベፉ㛎

ߪ ADCP ᷹ⷰ✢ࠍ
᷹ⷰ✢ࠍ␜ߔ

ầᚲߩᲤᱜᤨߩ࠺࠲ࠍベፉߩᶏ㕙᳇ߢᱜߒߚ୯ࠍ↪ߚޔߪߢߎߎޕ᳓Ꮕࠍฦ #&%2 ᷹ⷰ߇ⴕ
ࠊࠇߚᤨ㑆Ꮺߩベፉߣ⥻ୖፉߩ᳓ᏅߩᏅߩᐔဋ୯ߣቯ⟵ߒߚޕᓧࠄࠇߚ  ⚵ߩ᳓Ꮕߣᵹ㊂ߩ㑐
ଥ߆ࠄޔㅢㆊᵹ㊂ߩᤨ㑆ᄌേࠍ᳞ߚޕ

⚿ᨐߣ
⚿ᨐߣ⠨ኤ
⠨ኤ
ベፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩ᳓Ꮕߣ⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩㅢㆊᵹ㊂ߩ㑐ଥࠍ࿑  ߦ␜ߔޕਔ⠪ߦߪޔᗧߥ
㜞ᱜߩ⋧㑐߇ࠄࠇޔベፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩ᳓Ꮕ߆ࠄޔ⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩㅢㆊᵹ㊂߇ផቯߢ߈
ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ᳓Ꮕߩᤨ♽࠺࠲ࠍ↪ߡ  ᐕ  㨪 ᐕ  ߩ⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆

−

−

ߩᣣᐔဋㅢㆊᵹ㊂ߩផ⒖ࠍ᳞ߚ㧔࿑ߪ⋭⇛㧕
ޕᣣ

0.7

ᐔဋㅢㆊᵹ㊂ߩ  ᣣ⒖േᐔဋߪߥ߆߿✭ޔቄ▵ᄌ

0.6

߇ࠊࠇߚ ޔߡ↪ࠍ࠲࠺ߩࠄࠇߎޕᐕߦ⌕
⋡ߒߡᣣᐔဋ୯߆ࠄ  ᣣ⒖േᐔဋࠍ㒰ߚᵹ㊂
Ꮕࠍ᳞ߚ㧔࿑ %㧕ޕᰴߦ〝⥶ୖ⥻ޔߩ✲ᐲ
 ᐲߏߣߦ  ᣣ⒖േᐔဋ୯ࠍᏅߒᒁߡ᳞ߚ
᳓᷷Ꮕߩ࠺࠲࠶࠻ߦኻߒߡ'ޔ1( ⸃ᨆࠍⴕ
᳓᷷႐ߩᤨⓨ㑆ᄌേ․ᕈࠍ⺞ߴߚޕᓧࠄࠇߚ

ㅢㆊᵹ㊂=5X?

േࠍ␜ߒޔᄐቄߦㅢㆊᵹ㊂߇Ⴧടߔࠆะ߇߁߆
0.4
0.2
0.0
-0.2

'1( ╙  ࡕ࠼ߩ࿕ࡌࠢ࠻࡞ߩᄌേߣᤨଥᢙࠍ
-0.4

࿑ #$ ߦ␜ߔޕ࿕ࡌࠢ࠻࡞ߪベፉߣ⥻ୖፉ
ߢኻ⒓⊛ߥᄌേࡄ࠲ࡦࠍ␜ߒߡࠆߎߩߎޕ

Nov.-May N=14
Y = 0.0084x + 0.2349
R = 0.9583

-0.6
-125 -100 -75 -50 -25

ߣ߆ࠄ '1( ╙  ࡕ࠼ߪޔጯᴒᣇะߢߩᥦ᳓ߣ಄
᳓ߩಽᏓࡄ࠲ࡦߜࠊߥߔޔ᳓Ꮕࠍ␜ߔߣ⠨߃
ࠄࠇࠆ'ޕ1( ╙  ࡕ࠼ߩᤨ㑆ᄌേࠍࠊߔᤨଥ
ᢙߣᵹ㊂ᏅߩᄌേࠍᲧセߔࠆߣޔਔ⠪ߩᄌേࡄ

Jun.-Oct. N=11
Y = 0.0043x + 0.2738
R = 0.9484

0

25

50

75

100

᳓Ꮕ=EO?
࿑ 2 ᳓Ꮕߣ
᳓Ꮕߣㅢㆊᵹ㊂ߩ
ㅢㆊᵹ㊂ߩ㑐ଥ
 ٤㧦ᚑጀᦼ㧔
ᚑጀᦼ㧔6-10 㧕 ٨㧦㕖ᚑጀᦼ㧔
㕖ᚑጀᦼ㧔1111-5 㧕

࠲ࡦߦߪ㘃ૃᕈ߇ࠄࠇࠆޕએߩ⚿ᨐ߆ࠄޔ
᳓᷷႐ߦߺࠄࠇࠆ '1( ╙  ࡕ࠼ߩᄌേߪᵹ㊂ᄌേߦ߁ᄌേߢࠆߣផኤߐࠇࠆ'ޕ1(╙  ࡕ࠼
ߩነਈ₸ߪ 㧑ߣዊߐߊ⚿ߩߎޔᨐ߆ࠄⷰߢ〝⥶ୖ⥻ޔ᷹ߐࠇࠆ㕙᳓᷷࠺࠲ߪޔㅢㆊᵹ㊂ߩᜰ
ᮡߣߒߡߩ↪ߦߪㆡߐߥߣ್ᢿߐࠇࠆޕᓟߪޔ᳓Ꮕ߆ࠄ᳞ࠄࠇࠆ⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩᵹ
㊂ᄌേߣޔንጊḧߩᴪጯᵹߩᄌേߦߟߡ⸃ᨆࠍ⹜ߺߚޕ


2010 ᐕ
࿑ 3 ⥻ୖ⥶〝ߩ
⥻ୖ⥶〝ߩ᳓᷷႐ߩ
᳓᷷႐ߩᣣᄌേߦ߅ߌࠆ
ᣣᄌേߦ߅ߌࠆ EOF ╙ 2 ࡕ࠼ߩ࿕
ࡕ࠼ߩ࿕ࡌࠢ࠻࡞
࿕ࡌࠢ࠻࡞ಽᏓ
ࡌࠢ࠻࡞ಽᏓ㧔
ಽᏓ㧔A㧕ߣᤨଥᢙ㧔
ᤨଥᢙ㧔B㧕
߅ࠃ߮⢻⊓ඨፉ
߅ࠃ߮⢻⊓ඨፉ㨪
⢻⊓ඨፉ㨪⥻ୖፉ㑆ߩ
⥻ୖፉ㑆ߩᵹ㊂Ꮕߩ
ᵹ㊂Ꮕߩᄌേ㧔
ᄌേ㧔C㧕

−

−

㉺๓ἢᓊᇦࡢ⾲ᒙὶ㛵ࡍࡿ◊✲

⚟┴❧Ꮫ ᾏὒ⏕≀㈨※Ꮫ㒊 ව⏣῟ྐ

࠙◊✲ࡢ┠ⓗࠚ
㉺๓ᾏᓊࡢ㮚ᕢ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧࡛ࡣࠊ ᪥㛫
ࢃࡓࡗ୍࡚ⓗὶࢀࡀ㏿ࡃ࡞ࡾࠊᆅඛ࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐃ⨨⥙࡛ࡣ᧯ᴗࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡁࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ୍ⓗ࡞ᙉὶࡢⓎ⏕ࡣ⁺ᴗ
⪅ࡼࡗ࡚⤒㦂ⓗㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
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glider with independently controllable main wings, SOARER, Procs. of the
twentyfirst (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference
(ISOPE-2011), pp.274-278, CD-ROM, (2011.06)㸬

y

᭷㤿ṇ㸪ᒸᓥἑဢ㸪ᒣ⏣ᬛ㈗㸸⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝ࡋࡓࢢࣛࢲ࣮ᆺᾏ୰ࣟ࣎ࢵ
ࢺࡢไᚚ㸪➨ 12 ᅇࠕ㐠ືືࡢไᚚࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦12th MoViC㸧ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪
pp.506-509㸪㸦2011.06㸧

y

M.Arima, T.Okashima and T.Yamada: Development of a Solar-powered Underwater
Glider,Procs. of OCEANS’11 MTS/IEEE Kona, CD-ROM, (2011.09).

y

M.Arima and H.Tonai; IFeasibility Study of an ocean-going solar-powered
underwater glider㸪Procs. of the twentysecond (2012) International Offshore and
Polar Engineering Conference (ISOPE-2012), (2011.06)㸬㸦ᢞ✏୰㸧

⧊⤌✲◊ڧ㸦ᩍဨࡢࡳ㸧
Ặ ྡ
᭷㤿ṇ

▼⏨
୰ᮧᫀᙪ

ᡤ  ᒓ

⫋ྡ

㜰ᗓ❧Ꮫ࣭
Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉
ᕞᕤᴗᏛ࣭
⏕యᕤᏛ◊✲⛉

ᩍᤵ

௦⾲⪅࣭⥲ᣓ㸪ࢩࢫࢸ࣒ィ⏬

ᩍᤵ

Ỉ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢ⮬ᚊไᚚ

ᕞᏛ࣭ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ ᩍᤵ

−

ᙺ࣭ᢸᙜศ㔝

−

ᡤෆୡヰே

ኻ㚍ᶏጽ᧲᳓ߦ߅ߌࠆᶏᵗⅣႺᄌേ
᳓↥ᄢቇᩞᶏᵗ↢↥▤ℂቇ⑼ ṚᎹືᄥ㇢

1. ⋡⊛
ኻ㚍ᶏጽߪ᧲ࠪ࠽ᶏߣᣣᧄᶏࠍߟߥߋ໑৻ߩ᳓〝ߢࠅ㧘ኻ㚍ᥦᵹߪ㧘᧲ࠪ࠽ᶏ߆ࠄኻ㚍ᶏጽࠍ⚻ߡ
ᣣᧄᶏߦᵹߔࠆ㧚․ߦ㧘ᄐቄߩኻ㚍ᶏጽߦߪ㧘ਛ࿖ᄢ㒽ߩ㐳ᳯḮߩ᷆᳓߇ᄙ㊂ߦᵹߔࠆ㧚ᧄ⎇ⓥ
ߢߪ㧘᧲ࠪ࠽ᶏ߆ࠄ⒖ᵹߐࠇߡߊࠆᄢ㒽ḮߩૐႮಽ᳓ࠍᝒ߃ࠆߎߣࠍᔨ㗡ߦ㧘ኻ㚍ᶏጽ᧲᳓ߦ߅ߌ
ࠆ᳓᷷Ⴎಽߩㅪ⛯᷹ቯࠍታᣉߒߚ㧚

2. ᷹ⷰ
ኻ㚍ᶏጽ᧲᳓ߩ 3 ᷹ⷰὐ(⟤ᵤፉ㧘ᴒࡁፉ㧘⬄ፉ) ߦ᳓᷷Ⴎಽ⸘ࠍ⸳⟎ߒ㧘1 ᤨ㑆㑆㓒ߢጀ
ߩ᳓᷷ߣႮಽࠍ᷹ቯߒߚ㧚⟤ᵤፉߣ⬄ፉߩ᳓᷷Ⴎಽ⸘ߪ㧘ࡇࠬ࠻ࡦᑼࡢࠗࡄߢ㔚᳇વዉᐲࡦࠨ
ࠍ᷹ቯᲤߦ⥄േᷡߢ߈ࠆ JFE ࠕ࠼ࡃࡦ࠹࠶ࠢ␠ߩ Compact-CTW ߹ߚߪ INFINITY-CTW ࠍ
↪ߒ㧘ᴒࡁፉߦߪ㧘Sea-Bird ␠ߩ᳓᷷Ⴎಽ⸘ SBE37-SM(↢‛ઃ⌕㒐ᱛࠕ࠲࠶࠴ࡔࡦ࠻ઃ)ࠍ⸳⟎ߒ
ߚ㧚ฦ᷹ὐߦ߅ߌࠆ᷹ⷰᦼ㑆ߪએਅߩㅢࠅߢࠆ㧚
⟤ᵤፉ 2011/05/27 12:00 㨪 2011/11/15 13:00

Compact-CTW

ᴒࡁፉ 2011/04/13 12:00 㨪 2012/01/18 11:00

SBE37-SM

⬄ፉ 2011/04/24 11:00 㨪 2011/11/22 10:00

INFINITY-CTW

⬄ፉߣ⟤ᵤፉߦߟߡߪṪᬺ↪ቯ⟎✂ߦ㧘ᴒࡁፉߦߟߡߪᶏᐩ߆ࠄࡉࠗࠍ┙ߜߍ㧘ߘࠇߙࠇ 4㨪5
m ᷓߦ⸘᷹ᯏེࠍ⸳⟎ߒߚ㧚⬄ፉߩ᳓᷷Ⴎಽ⸘ߩ࿁ᤨߦ㧘ࡇࠬ࠻ࡦᑼࡢࠗࡄ߇㓚ߒߡ߅ࠅ㧘
વዉᐲࡦࠨߩౝᄖㇱߦᄙߊߩ↢‛߇ઃ⌕ߒߡߚ(౮⌀ 1)㧚⬄ፉߩႮಽ᷹ⷰߦߟߡ㧘ㆊߩⷰ
᷹ࠍෳ⠨ߦߒߟߟႎ๔ߔࠆ㧚

3. ⚿ᨐߣ⠨ኤ
⟤ᵤፉ⬄ፉߢᓧࠄࠇߚ᳓᷷Ⴎಽߩᤨ♽ࠍ࿑ 1 ߦ␜ߔ㧚⟤ᵤፉߢߪ㧘ቯ⟎✂ߩ✂ᦧ߃ߩߚߦ
ᄐቄߩ᳓᷷Ⴎಽ࠺࠲߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚ㧚ߎߩᰳ᷹ᦼ㑆ߪ㧘8  10 ᣣ߆ࠄ 10  5 ᣣߢߞߚ㧚⬄
ፉߢߪ㧘8  8 ᣣએ㒠㧘ႮಽߪᱜᏱߥ୯ࠍ␜ߐߥ߆ߞߚ㧚ߎߩ㗃߆ࠄ㧘ࡇࠬ࠻ࡦᑼࡢࠗࡄߩਇౕว߇
↢ߓߡߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ᴒࡁፉߩ᳓᷷ߣႮಽߩ⸘᷹ߪ㧘᷹ⷰᦼ㑆ࠍㅢߒߡᚑഞߒߚ㧚
 1 ߦ㧘ㆊߩ⬄ፉߦ߅ߌࠆ᳓᷷Ⴎಽ᷹ⷰߩታᣉᦼ㑆㧘Ⴎಽߩᰳ᷹ᦼ㑆㧘↪᷹ᯏࠍ␜ߔ㧚ᐕ㧘
ᤐߦ᷹ⷰࠍ㐿ᆎߒ㧘⑺߆ࠄೋ౻ߦ᷹ⷰࠍ⚳ੌߔࠆ႐ว߇ᄙ㧚Compact-CTW ࠍ↪ߒߚ႐วߦߪ㧘Ⴎ
ಽߩᰳ᷹ߪዋߥ߆ߞߚ㧚ߚߛߒ㧘2005 ᐕߣ 2006 ᐕߩ᷹ⷰᦼ㑆ᓟඨߩ⑺ቄߦᰳ᷹ߣߥߞߚ㧚ㄭᐕ㧘JFE
ࠕ࠼ࡃࡦ࠹࠶ࠢ␠ߢߪ㧘Compact-CTW ߩᓟ⛮ᯏߣߒߡ㧘INFINITY-CTW ࠍ⽼ᄁߒߡࠆ㧚INFINITYCTW ߦࠃࠆႮಽߩ᷹ⷰᦼ㑆ߪ㧘2010 ᐕߦ 72 ᣣ㑆㧘2011 ᐕߦ 77 ᣣ㑆ߢߞߚ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ኻ㚍ᶏ
ጽߩᄐቄߩૐႮಽൻߦ⌕⋡ߒߡࠆߚ㧘ඨᐕ⒟ᐲߩᦼ㑆㧘Ⴎಽࠍ⸘᷹ߒ⛯ߌࠆᔅⷐ߇ࠆ㧚ߎߩᔅⷐ
ߥ᷹ⷰᦼ㑆ߦᲧߴ㧘ታ㓙ߩ INFINITY-CTW ߦࠃࠆႮಽ᷹ⷰᦼ㑆ߪ⍴߆ߞߚ㧚
 2 ߦ㧘⬄ፉߢ᳓᷷Ⴎಽ⸘ࠍ࿁⸳⟎ߒߚᤨߩႮಽߩࡦࠨ୯ࠍ␜ߔ㧚࿁ᤨߩႮಽߩࡦ
ࠨ୯ߪ㧘ᣂߚߦ⸳⟎ߒߚࡦࠨ୯ߣᲧߴ㧘ૐะࠍ␜ߒߚ(2010 ᐕ 4  16 ᣣࠍ㒰ߊ)㧚․ߦ㧘2009
ᐕ 11  19 ᣣߩ࿁⸳⟎ᤨߩࡦࠨ୯ߩᏅߪᄢ߈ߊ㧘2.281 ߢߞߚ㧚ߎࠇࠄߩࡦࠨ୯ߩᏅߩ
ⷐ࿃ߣߒߡ㧘↢‛ઃ⌕ߣࡦࠨ⥄ߩ࠼ࡈ࠻ߩᓇ㗀߇⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ࡦࠨ୯߇ૐਅߔࠆะߪ㧘
ᄐߩᦼ㑆ߦ᷹ⷰߒߚ႐วߦ㗼⪺ߢࠅ㧘ᄐቄߩ↢‛ઃ⌕㊂߇ᄙߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ታ㓙㧘᳓᷷Ⴎಽ⸘ߦ
ߪ㧘ᄙ㊂ߩ↢‛߇ઃ⌕ߒߡߚ(౮⌀ 1)㧚

−

−

౮⌀ 1: ࿁ᤨߩ᳓᷷Ⴎಽ⸘(2011 ᐕ 11  22

࿑ 1: ⟤ᵤፉ(Ბ)㧘ᴒࡁፉ(ਛᲑ)㧘⬄ፉ(ਅᲑ)

ᣣ㧘⬄ፉ)㧚

ߦ߅ߌࠆ᳓᷷Ⴎಽߩᤨ♽(2011 ᐕ)㧚
 1: ⬄ፉߦ߅ߌࠆ᳓᷷Ⴎಽ᷹ⷰߩᦼ㑆㧘Ⴎಽߩᰳ᷹ᦼ㑆㧘↪᷹ᯏ㧚

᷹ⷰᦼ㑆

Ⴎಽߩᰳ᷹ᦼ㑆

2002/10/11-2003/05/22

᷹

ਇ

ᯏ



⠨

ACT-16K

↢‛ઃ⌕㒐ᱛߩኻ╷ߥ

( JFE ࠕ࠼ࡃࡦ࠹࠶ࠢ)

ߒ㧚᷹ⷰᦼ㑆ࠍㅢߓߡ
ᓢߦޘႮಽૐਅ

2004/04/16-2005/02/24

ߥߒ

SBE37-SM

2005/02/24-2005/05/19

ߥߒ

Compact-CTW

2005/05/19-2005/10/28

2005/10/09-2005/10/28

Compact-CTW

2006/05/01-2006/11/21

2006/09/11-2006/11/21

Compact-CTW

2007/05/09-2007/11/15

ߥߒ

Compact-CTW

2008/05/16-2008/12/03

ߥߒ

Compact-CTW

2009/05/26-2009/11/19

ߥߒ

Compact-CTW

2009/11/19-2010/04/16

ߥߒ

Compact-CTW

2010/04/16-2010/11/18

2010/06/26-2010/11/18

INFINITY-CTW

2011/05/24-2011/11/22

2011/08/08-2011/11/22

INFINITY-CTW

᳓߽᷷ᰳ᷹

 2: ⬄ፉߢ᳓᷷Ⴎಽ⸘ࠍ࿁⸳⟎ߒߚᤨߩႮಽߩࡦࠨ୯㧚
࿁ᣣᤨ(JST)

Ⴎಽ(psu)

⸳⟎ᣣᤨ(JST)

Ⴎಽ(psu)

2005/02/24 10:00

34.269

2005/02/24 11:00

34.673

2005/05/19 10:00

34.480

2005/05/19 11:00

34.512

2009/11/19 10:00

31.740

2009/11/19 11:00

34.021

2010/04/16 10:00

34.411

2010/04/16 11:00

34.337

4. ⎇ⓥ⚵❱
⎇ⓥઍ⠪

᳓↥ᄢቇᩞ

ṚᎹືᄥ㇢

ᚲౝੱ

Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ

ජᚻ ᥓ᥍

⎇ⓥදജ⠪

ጟ⋵᳓↥ᶏᵗᛛⴚࡦ࠲

᧻ ❥

−

−

ࠕࠫࠕᄢ㒽߆ࠄャㅍߐࠇࠆᔕᕈ⓸⚛㉄ൻ‛߅ࠃ߮ߘߩ᭴ᚑᚑಽߩേᘒߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇᄢቇ㒮 Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ ဈ᧲ ඳ
ޤߦߓߪޣ
ㄭᐕߩਛ࿖ߦ߅ߌࠆ⚻ᷣ⊒ዷߦޔਛ࿖࿖ౝ߆ࠄឃߐࠇࠆ⓸⚛㉄ൻ‛㊂߇Ⴧᄢߒޔᣣᧄ࿖ౝࠍ
ࠕࠫࠕᄢ㒽✼ㄝၞߢߪࡃ࠶ࠢࠣ࠙ࡦ࠼ࡌ࡞ߩᔕᕈ✚⓸⚛ൻว‛ (NOy) ߩỚᐲჇᄢ߇ᓟ㗴
ߣߥߞߡߊࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫਅ⎇ޔⓥઍ⠪߅ࠃ߮⎇ⓥදജ⠪ࠄ (㜞ᤘᙗޔᷡ᳓ෘ┻ޔਛⷙ⸠ޔቯ᳗㕏ቬޔᑿ႐
ᓃᳯ) ߪߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫਅޔᚒߪޘవⴕ⎇ⓥߢ NOy, ߅ࠃ߮ో⎣㉄ (TN: ࠟࠬ⁁⎣㉄ (HNO3(g) ߅ࠃ߮
☸ሶ⁁⎣㉄ (NO3-(p)) ߩ)ߩ᷹ቯⵝ⟎ߩ㐿⊒ࠍⴕޔፉፉᳯፉߦࠆޟᄢቇ⎇ⓥᯏ㑐ห
↪ᳯፉᄢ᳇᷹ⷰᣉ⸳ޔޠ⢻⊓ඨፉ⃨ᵮߦࠆޟ㊄ᴛᄢቇ⢻⊓ࠬࡄࠨࠗ࠻߮ࠃ߅ޠᴒ✽ㄝᚭጧߦ
ࠆⴕ┙⁛ޟᴺੱ࿖┙ⅣႺ⎇ⓥᚲ ᄢ᳇ࠛࠕࡠ࠱࡞᷹ⷰࠬ࠹࡚ࠪࡦߩࠄࠇߘߡ߅ޠㅪ⛯᷹ⷰࠍ
ⴕߞߡࠆޕ
৻ᣇޔᎺᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ (ᚲౝੱ: 㡻㊁દᵤᔒ) ߦ߅ߡߪ WRF/CMAQ ൻቇ‛⾰ャㅍࡕ
࠺࡞ߦࠃࠅࠕࠫࠕ᧲ޔၞߢߩᳪᨴ‛⾰Ớᐲߥߤ߇⸘▚ߐࠇߡࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪޔ⸥ߩቯὐ᷹ⷰ߅ࠃ
߮ࠍ࡞࠺ࡕߩߎޔ↪ߒߡޔᣣᧄㄝၞߦ߅ߌࠆ NOy ߅ࠃ߮ߘߩ᭴ᚑᚑಽߩᐢၞಽᏓ߅ࠃ߮ᐢၞ⊛ߥ
േᘒᛠីߩ⸃߇ᦨ⚳⋡ᮡߢࠆޕ
 ᐔᚑ 23 ᐕᐲߢߪ߹ߕ᷹ⷰߩ㕙߆ࠄߩࠕࡊࡠ࠴ࠍ⹜ߺߚౕޕ⊛ߦߪޔ⸥ߩ 3 ᷹ⷰὐߩਛߢޔ
ፉፉᳯፉߣ⢻⊓ඨፉ⃨ᵮߦ⌕⋡ߒ ࠄࠇߎޔ2 ὐߩ NOy,TN Ớᐲߩᤨ♽ᄌൻࠍᲧセߔࠆߎߣߦ
ࠃࠅᄢ㒽߆ࠄᣣᧄࠍㅢㆊߔࠆ᳇႙ߦ߅ߌࠆ NOy ߅ࠃ߮ TN ߩേᘒߩ⸃ᨆࠍ⹜ߺߚᧄޕႎ๔ᦠߢߪߘߩ⚿
ᨐߦߟߡㅀߴࠆޕ

ⷰޣ᷹ߦߟߡޤ
NOy, TN ߩỚᐲ᷹ቯߦߪ Thermo Fisher Scientific ␠ NOx ⸘ࠍᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇߢᡷ⦟ߒߚ NOy, TN ⸘ࠍ
↪ߚⷰߩࠄࠇߎޕ᷹ߪፉፉᳯፉߢߪ 2008 ᐕ 11 ߆ࠄޔ⢻⊓ඨፉ⃨ᵮߢߪ 2009 ᐕ 11 ߆
ࠄ⛮⛯ߒߡⴕߥߞߡࠆޔߚ߹ޕᓟㅀߔࠆ߇ᧄ⸃ᨆߢߪ CO ࠺࠲߽↪ߡࠆޕCO ߦߟߡߪ
Thermo Fisher Scientific ␠ߩ CO Ớᐲ⸘ߦࠃࠅ᷹ⷰߒߚޕ

⸃ޣᨆᣇᴺޤ
ᳯፉߣ⃨ᵮߩ 2 ὐߦ߅ߌࠆᳪᨴ‛⾰ (CO, NOy, TN) ߩỚᐲᄌേࠍᲧセߒߩߘޔਛߢᳯ߆ࠄ⃨ᵮ߳
ߩ᳇႙ߩ⒖േ߇ߎߞߡࠆน⢻ᕈ߇ࠆࡇࠢߩ⚵ࠍតߒߚࠢࡇߪߕ߹ޕ⟎ߩ್߇Ყセ⊛ኈᤃ
ߢߞߚ CO ࠍ↪ߡࡇࠢߩ⚵ࠍតߒߚᓟߩߘޔᣣᤨߢߩ NOy, TN ߦߟߡ⺞ߴᦨޔᓟߦᓟᣇᵹ〔✢
⸃ᨆߢᳯ߆ࠄ⃨ᵮ߳ߩ᳇႙ߩ⒖േࠍ⏕ߒߚᦼޕ㑆ߦߟߡߪ⸃ᨆߦ↪ࠆߔߴߡߩᳪᨴ‛⾰߇᷹ⷰ
ߢ߈ߡࠆ 2009 ᐕ 11 㨪2010 ᐕ 6 ޔ2010 ᐕ 8 ޔ2010 ᐕ 10 㨪2011 ᐕ 5 ࠍ⸃ᨆߩኻ⽎ߣߒߚޕ
ᰴߦ 2 ὐ㑆ߩኻᔕߔࠆ CO ࡇࠢߩߕࠇߩᤨ㑆ࠍャㅍᤨ㑆ߣቯ⟵ߒޔNOy ߩ⃨ᵮߢߩࡇࠢ㕙Ⓧ
ࠍኻᔕߔࠆᳯߢߩࡇࠢ㕙Ⓧߢ㒰ߒߡ⃨ᵮ/ᳯᲧࠍ᳞ޔᳯߢߩỚᐲߦኻߔࠆ⃨ᵮߢߩỚᐲߩჇᷫ
ߩഀวߦߟߡ⺞ߴߚ ߢߎߎޕNOy ߩჇടߦነਈߔࠆⷐ࿃ߪᣣᧄ߆ࠄߩឃߩᓇ㗀ߢࠆ৻ޕᣇޔᷫዋ
ߦነਈߔࠆⷐ࿃ߪᄢ᳇ߩᢔߣᴉ⌕ߢࠆ߇ޔනߦ NOy Ớᐲߩ⃨ᵮ/ᳯᲧࠍߚߛߌߢߪߘߩჇᷫࠍ
߽ߚࠄߔฦⷐ࿃ߩነਈߩᄢ߈ߐࠍ⹏ଔߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕNOy ߣหߓੱὑ⊒↢ߩᳪᨴ‛⾰ߢࠆ৻ᣇ
ߢỚᐲᷫዋߩⷐ࿃߇ਥߦᄢ᳇ߩᢔߣ⠨߃ࠄࠇࠆ CO ࠍ↪ߡ NOy/CO Ყࠍ᳞ޔNOy ߦኻߔࠆᢔߩ
−

−

2

ࠆߎߣߦࠃࠅ NOy ߦኻߔࠆᱷࠅੑߟߩⷐ࿃ߦ
ߟߡ⹏ଔࠍ⹜ߺߚޕTN ߦߟߡ߽ห᭽ߥ
⹏ଔࠍ⹜ߺߚޕ

⚿ޣᨐ߅ࠃ߮⠨ኤޤ
࿑ 1 (a) ߦ NOy ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣ NOy/CO ߩ
⃨ᵮ/ᳯᲧߣߩ㑐ଥ߅ࠃ߮ޔ࿑ 1 (b) ߦ TN

NOy/CO ⃨ᵮ/ᳯᲧ

ᓇ㗀ࠍឃ㒰ߒߚߩߘޕᲧߣ NOy ୯ߣࠍᲧセߔ

1.5

0

ଥࠍ␜ߔޕ࿑ 1 (a) ߪోߩ৻ㇱಽࠍᄢߒ

ࠄ߽ 13 ઙߕߟߢߞߚߩߢޔᳯ߆ࠄ⃨ᵮ߳
ャㅍਛߦߪᴉ⌕ߣᢔߩᓇ㗀ࠍห⒟ᐲߢฃߌ

TN/CO ⃨ᵮ/ᳯᲧ

ߥ㗔ၞߣᢔ߇ᡰ㈩⊛ߥ㗔ၞߦࠆὐߪߤߜ

0

0.5
1
NOy ⃨ᵮ/ᳯᲧ

1.5

0

0.5
TN ⃨ᵮ/ᳯᲧ

1

2

ߚ߽ߩߢࠆޕNOy ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߩᄙߊߪ 1
㗀߇ᄢ߈ߎߣ߇ಽ߆ࠆߚ߹ޕᴉ⌕߇ᡰ㈩⊛

1

0.5

ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣ TN/CO ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣߩ㑐

એਅߢࠅޔឃࠃࠅ߽ᢔޔᴉ⌕ߦࠃࠆᓇ

⑺ቄ䋨9Ͳ11䋩
౻ቄ䋨12Ͳ2䋩
ᤐቄ䋨3Ͳ5䋩

ࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕቄ▵ߦࠆߣᴉ⌕߇

1.5
1
0.5
0

ᡰ㈩⊛ߥ႐วߪ౻ቄߦᄙߊߺࠄࠇߚޔߚ߹ޕ
ឃ߿ᢔ߇ᡰ㈩⊛ߥ႐วߪᤐቄߦࠃߊߺࠄ
ࠇߚ৻ޕᣇޔTN ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߩᄙߊߪ 1 એ

࿑ 1. (a) NOy ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣ NOy/CO ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣ

ਅߢࠅ↢ޔᚑࠃࠅ߽ᢔޔᴉ⌕ߦࠃࠆᶖᄬ

ߩ㑐ଥ( ߮ࠃ߅ޕb) TN ߩ⃨ᵮ/ᳯᲧߣ TN/CO ߩ⃨ᵮ

ߩነਈ߇ᄢ߈ߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߚ߹ޕTN ߦ

/ᳯᲧߣߩ㑐ଥߩ⦡⊕ޕ㗔ၞߪᢔ߇ᡰ㈩⊛⭯ޔἯ

ߟߡߪ NOy ߣ⇣ߥࠅߩߤࠎߣ߶ޔὐ߇ᴉ

⦡ߪᴉ⌕߇ᡰ㈩⊛ޔỚἯ⦡ߪឃ߇ᡰ㈩⊛ߥㇱಽߢ

⌕߇ᡰ㈩⊛ߥ㗔ၞߦߞߡࠆޔߪࠇߎޕ

ࠆޕ

ᳯψ⃨ᵮߣャㅍߐࠇࠆ㓙ߩ TN ߩᶖᄬㆊ⒟ߣߒߡޔᴉ⌕߇ᡰ㈩⊛ߢࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
ޤߣ߹ޣ
ߎࠇ߹ߢ߅ࠃ߮࿁ߩ⸃ᨆ⚿ᨐ߆ࠄޔᄢ㒽↱᧪ߩ⓸⚛ൻว‛ߦߟߡޔᣣᧄߩ┵ߦࠆᳯߢߪᄢ㒽
߆ࠄߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌߡࠆ৻ᣇ⃨ޔᵮߢߪߘߩᓇ㗀߇⋧ኻ⊛ߦᒙ߹ߞߡࠆⷐߩߘޕ࿃ߣߒߡߪޔNOyޔ
․ߦ TN ߩᴉ⌕ߦࠃࠆ߽ߩ߇ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᓟߪ᷹ⷰࠍ⛮⛯ߒ࠺࠲ࠍ⫾Ⓧߔࠆ৻ޕᣇޔ࿁
ߪ᳇႙ߩ⒖േߩ⏕ᣇᴺߣߒߡᓟᣇᵹ〔✢⸃ᨆࠍ↪ߚ߇ࠅࠃޔᱜ⏕ߦ᳇႙ߩャㅍࠍ⏕ߔࠆߚߦޔ
WRF/CMAQ ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ⸃ᨆࠍⴕ߁⚛⓸ߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕߪߦᦝޕൻว‛ߩᣣᧄⓨߩᐢ߇ࠅߦߟ
ߡ⸃ᨆߦࠃࠅᬌ⸽ࠍⴕ߁੍ቯߢࠆޕ

⺰ޣᢥ⋡㍳ޤ
 ᷡᵺၞߦ߅ߌࠆࠟࠬ⁁⎣㉄ߩᣣౝᄌേⷐ࿃⸃ᨆޔᑿ႐ᓃᳯޔቯ᳗㕏ቬޔ㜞ᤘᙗޔᷡ᳓ෘޔ
᧻৻㇢ᧄ᧖ޔિᄦ⇗ޔጊผ㇢┻ޔਛⷙ⸠ޔဈ᧲ඳޔᄢ᳇ⅣႺቇળ, 47 (1), 26-32, 2012.
 ᴒ✽ㄝᚭጧߢߩ㐳ᦼㅪ⛯᷹ⷰߦࠃࠆႺᄢ᳇ᳪᨴ‛⾰ߩ⚻ᐕᄌേޔ㊀ን㓁ޔᑿ႐ᓃᳯޔቯ᳗
㕏ቬޔ㜞ᤘᙗ⇗ޔጊผ㇢ޔട⮮ବ๋ޔ᫃స⚐┻ޔਛⷙ⸠ޔဈ᧲ඳޔᄢ᳇ⅣႺቇળ, 47(1),
╙ 1 ภ, 46-50, 2012.

ઁ 5 ઙ

ޣቇળ⊒ߥߤ ⸘ ޤ39 ઙ

−

−

ᾏὒᚠ⎔ࡢຊᏛࠊࡃ୰῝ᒙᚠ⎔ཬࡰࡍᾏᓊ࣭ᾏᗏᆅᙧࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿ◊✲

ᾏ㐨ᏛᏛ㝔 ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲㝔 Ỉ⏣ඖኴ

㸬 ┠ⓗ
ᾏὒࡢ୰῝ᒙᚠ⎔ࡣẼࡼࡿ⇕ሷᙉไࡸ୰つᶍᨐࡢ㠀⥺ᆺస⏝ࡼࡾ㥑ືࡉࢀᆅᙧࡢ」㞧࡞ᙳ
㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⤌ࡳࡣ༑ศࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⌮ㄽࠊほ

ࠊᩘ್ィ⟬ࡢྛศ

㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊ᭱᪂ࡢ▱ぢࢆࡲࡵࠊ୰῝ᒙᚠ⎔ᑐࡍࡿໟᣓⓗ࡞⌮ゎࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸬ᡭἲ
2011 ᖺ 11 ᭶◊✲ࢆ㛤ࡁࠊ௨ୗࡢヰ㢟ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠋྛヰ㢟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞㛫ࢆྲྀࡗ࡚Ⓨ⾲ࡀ
⾜ࢃࢀࠊ◊✲⪅㛫࡛άⓎ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ᭷ຠ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
 ࠕ⌫ᾏὒᾏịࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓṔྐᐇ㦂ぢࡽࢀࡿ࢙࢘ࢵࢹࣝᾏࡢኚືࡑࡢ῝ᒙᚠ⎔ࡢᙳ㡪ࠖ
͐͐ᖹཎᖿಇ Ẽ㇟◊✲ᡤᾏὒ◊✲㒊 
 ࠕほ

ࢹ࣮ࢱࡽぢࡓ༡ᴟ⎔ᾏࡢ῝ᒙᚠ⎔ࠖ͐͐ⶈၨ୍

ᾏὒ⥲ྜ◊✲ᡤ 

 ࠕゎᯒࢹ࣮ࢱࡳࡽࢀࡿぶ₻ᾏᇦࡢὶື㸸㛫ᖹᆒሙࠖ͐͐すᇉ⫕ ศᏛᩍ⫱⚟♴⛉Ꮫ㒊 
 ࠕ㢼ᡂᚠ⎔ࡢ῝ᒙᚠ⎔㛵ࡍࡿ◊✲ྥࡅ࡚ࠖ͐͐Ỉ⏣ඖኴ ᾏ㐨Ꮫᆅ⌫⎔ቃ 
 ࠕᾏὒ୰ࡢᮾす⦤ᶍᵝࠖ͐͐୰㔝ⱥஅ Ẽ㇟◊✲ᡤᾏὒ◊✲㒊 
 ࠕഴᅽᏳᐃࢆ༢⣧⾲ࡍ᪉⛬ᘧࡑࡢពࠖ͐͐ቑ⏣❶ ᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ 

 ⤖ᯝ㆟ㄽ
ヰ㢟  㹼  ࡛ࡣ༡ᴟ῝ᒙ࣭ᗏᒙỈࡢᚠ⎔ᖺࠎኚືࡘ࠸࡚ほ

ᩘ್ࣔࢹࣝࡢ❧ሙࡽ㆟ㄽࡀ࡞

ࡉࢀࡓࠋ  ࡛ࡣぶ₻ᇦࡢᚠ⎔ᾏᗏᆅᙧࠊ  㹼  ࡛ࡣ୰つᶍᨐ୰῝ᒙᚠ⎔ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡀࡉࢀࠊ  ࡛ࡣ୰つᶍᨐࡢⓎ⏕せᅉ࡛࠶ࡿഴᅽᏳᐃࡢᇶᮏⓗ⌮ゎࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

 ༡ᴟᗏᒙ࣭῝ᒙỈࡢᙧᡂ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ :HGGHOO ࣏ࣜࢽࣖࡢኚື࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌫ᾏὒᾏị
⤖ྜࣔࢹࣝࡼࡗ࡚ㄪࡓࠋ㸫 ᖺࡢẼᙉไࢆ࠼ࡓ⤖ᯝ  ᖺ :HGGHOO ᾏ୰つᶍ࡞
࣏ࣜࢽࣖࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡼࡗ࡚῝ᒙࡽᗏᒙࡢỈࡀప

పሷࡍࡿ࠸࠺㢧ⴭ࡞ᖺࠎኚືࡀぢࡽࢀ

ࡓࠋࡇࡢᵝ࡞࣏ࣜࢽࣖࡀᙧᡂࡉࢀࡿᚲせ᮲௳ࡋ࡚῝ᒙỈࡀ㧗

ࡋᐦᗘᡂᒙࡀᙅࡲࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡉ

ࡽ  ᖺࡣ :HGGHOO ᾏࡢ㢼ᛂຊ࣮࢝ࣝపẼᅽᅇࡾࡢ೫ᕪࡀᏑᅾࡋࠊᾏịࢆⓎᩓࡉࡏࡿ᪉ྥാ
ࡃࡇࡀ࣏ࣜࢽࣖࡢᙧᡂᐤࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡇࡢᵝ࡞Ⓨᩓⓗ࡞㢼ࢆ࠼ࡿࡢᖺ࡛ࡶࣔࢹ
ࣝ୰࡛つᶍ࡞࣏ࣜࢽࣖࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ࣏ࣜࢽࣖᙧᡂࡼࡿ῝ᒙ࣭ᗏᒙࡢప
ὒᇦࡢ῝ᒙࡢప

ࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡲࡓ༡ᴟ࿘ᴟὶࡢᙉኴᖹὒࡢ῝ᒙࡢ㧗

ࡣす

ࡢཎᅉࡶ࡞ࡿࠋ


 ༡ὒࡢ῝ᒙᏑᅾࡍࡿ࿘ᴟ῝ᒙỈࡢỈᖹᚠ⎔ࡢᣲືࢆỈሢศᕸࡽㄪࡓࠋ࿘ᴟ῝ᒙỈࡣ୰❧ᐦ
ᗘ࡛  ࡽ  ࡢ㛫ࡢ῝ᒙሷศᴟࢆᣢࡘࠋࡇࡢ୰❧ᐦᗘୖࡢሷศࡣ༡⡿Ἀ࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ㧗ሷ
ศ࡛≉ᚩࡅࡽࢀࡿすὒ῝ᒙỈࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࿘ᴟ῝ᒙỈࡢሷศᴟ
ࡣすὒࡢ⤒ᗘᖏ࡛ࡣప⦋ᗘഃᏑᅾࡍࡿࡀࠊ༡ᴟ࿘ᴟὶࡼࡗ࡚ᮾ⛣ὶࡉࢀࡿࡘࢀ㧗⦋ᗘ⛣
ືࡋᴟྥࡁࡢὶࢀࡀᏑᅾࡋ࡚㧗ሷศỈࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ6WRPPHO ࡢ῝ᒙᚠ⎔⌮ㄽ࡛ࡣᾏὒ

−

−

ࡢෆ㒊㡿ᇦ࡛ࡣ῝ᒙỈࡣ㉥㐨ࡽᴟྥࡗ࡚ὶࢀࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡓ࿘ᴟ῝ᒙ
Ỉࡢሷศศᕸࡣ 6WRPPHO ࡢ⌮ㄽࢆᨭᣢࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋ࿘ᴟ῝ᒙỈࡀᮾྥࡁ㍺㏦ࡉࢀࡇࡣ㢼ࡶᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡲࡓ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᮾᓊ࡛ࡣ㧗ሷศࡢ࿘ᴟ῝ᒙỈࡀྥࡁᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾすᓊቃ⏺ὶࡼࡿ
ኴᖹὒࡢ㍺㏦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ぶ₻➨ ࣭➨  ศᯞࡸ㏆ᖺࡢ⾨ᫍᾏ㠃㧗ᗘィࢹ࣮ࢱࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾྥࡁࡢࢪ࢙ࢵࢺ㸦- ࡞
」㞧࡞ᚠ⎔ࡀᏑᅾࡍࡿ୕㝣࣭ᾏ㐨Ἀࡢᚠ⎔ࡢỈᖹ࣭㖄┤ᵓ㐀ࢆᾏὒࡢゎᯒࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ㄪࡓࠋ
ゎᯒࢹ࣮ࢱ୰࡛ࡣぶ₻ศᯞὶࡸ - ᑐᛂࡍࡿὶࢀࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᐦᗘ  ࡽ  ࢩࢢ࣐ࡢ⾲ᒙ
ࡽ୰ᒙ࡛ࡣぶ₻ࡀ

ࡢࣇࣟࣥࢺࢆక࠸࡞ࡀࡽศᒱࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊᐦᗘ  ࢩࢢ

࣐ࡢ῝ᒙ࡛ࡣ᪥ᮏᾏ⁁ἢࡗ࡚ᾏᗏࡀὸ࠸᪉ࢆྑᡭぢࡿὶࢀࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢὶࢀࡣỈ῝ࡀὸࡃ
࡞ࡿඹḟ➨ィᅇࡾ᪉ྥࢆኚ࠼⾲ᒙ࣭୰ᒙ࡛ࡣᾏ⁁ࢆᩳࡵᶓษࡿࠋࡲࡓ⾲ᒙ࣭୰ᒙ࡛ぶ₻ࡢ
ศᒱࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿሙᡤࡣ῝ᒙ㧗Ẽᅽᛶࡢᚠ⎔ࡀᏑᅾࡍࡿሙᡤᑐᛂࡍࡿᵝぢ࠼ࡓࠋ

 すᓊቃ⏺ὶࡢ⥆ὶࡢ῝ᒙᏑᅾࡍࡿᚠ⎔ࡢᙧᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡘ࠸࡚ᩘ್ᐇ㦂ࡼࡿ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᚠ⎔ࡢᙧᡂࡘ࠸࡚ࡣࣟࢫࣅ࣮Ἴࡢᨺᑕࡼࡗ࡚ᴟྥࡁࡢ
࠸࠺ +DLGYRJHODQG5KLQHV  ࡢ◊✲ࠊᑐ

㍺㏦ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ

ࡼࡗ࡚㉥㐨ྥࡁࡢ

㍺㏦ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀ㔜

せ࡛࠶ࡿࡍࡿ 5KLQHDQG<RXQJ  ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ
ὶධὶฟᆺࡢቃ⏺᮲௳ࢆ࠼ࡓᩘ್ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊ
⾲ᒙ࠾࠸࡚ࣟࢫࣅ࣮Ἴࡢᨺᑕࡼࡿᴟྥࡁࡢ

㍺㏦ࡣ⥆ὶෆ㒊㡿ᇦࡢὶࢀࡢ࠸

ࡢ␗࡞

ࡿὶࢀࡢ᥋⥆ᐤࡋࠊᚠ⎔ࡢ⥔ᣢ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ῝ᒙ࡛ࡣ㉥㐨ྥࡁࡢ
㍺㏦ࡀᏑᅾࡋࡓࠋᚠ⎔ࡢ
᮰క࠺

ᰕఙ⦰ᖹᆒ

ᨭࢆデ᩿ⓗぢ✚ࡶࡗࡓᡤࠊᖹᆒὶ

ᗘ㸦ᝨᫍ

ᗘᖹᆒὶࡢ┦ᑐ

ࡼࡿᒙཌ㍺㏦X ࡢ

ᗘࡢ㸧ࡢ⛣ὶࡀ㔮ࡾྜࡗ࡚࠸ࡓࠋ


 ㏆ᖺࠊ⌫ᾏὒࡢ୰῝ᒙࡣᮾྥࡁすྥࡁࡢὶࢀࡀᮾす⣽㛗ࡃఙࡧࡓ⦤≧Ꮡᅾࡇࡀ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮾす⦤≧ᵓ㐀ࡢᙧᡂᶵᵓ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᩘ್ࣔࢹࣝ
ࡼࡿᮾす⦤≧ᵓ㐀ࡣ୰つᶍ

ࢆゎീࡍࡿ㧗ゎീᗘࡢࣔࢹࣝࡢࡳぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡽᆅ⾮ὶὶ

࠾ࡅࡿ 5KLQH ຠᯝࡢ㛵ಀࡀᣦࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡀ༑ศ࡞⌮ゎࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ⾨ᫍᾏ㠃
㧗ᗘィࡢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࡽ㧗ẼᅽᛶపẼᅽᛶࡢ୰つᶍ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾす⦤≧ᵓ㐀ࡣࡇࢀࡽࡢ

ࡀす㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㛫ⓗᖹᆒࡋࡓ⌧ࢀࡿ⤫ィ᧯సୖ

ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࡢㄝࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡐࡑࡢᵝ࡞
ᫍẼ࡛ࡣ

ࡢᩘࡣ⦋ᗘࡼࡗ࡚೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇࡀ▱

ࡢ➢ྕࡢ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡣศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋẼࡸᝨ

ࡢศᕸࡀᮾす୍ᵝ࡞㝵ẁ≧ࡢᵓ㐀ࢆࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᾏὒࡢᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞ

ࢩ࡛ࣙࣥࡣࡇࡢᵝ࡞

ࡢ㝵ẁᵓ㐀ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢཎᅉࡣᚋㄪࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


 ᾏὒᏛࠊẼ㇟Ꮫࡢᇶᮏᴫᛕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿഴᅽᏳᐃࢆ┤ឤⓗ⌮ゎࡍࡿࡓࡵᚑ᮶࠸ࡃࡘᅗゎⓗ
࡞ㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠼ࡤᨐࡢᏳᐃᛶࡀ࡞ࡐỈᖹࢫࢣ࣮ࣝ౫Ꮡࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࡣ༑ศㄝ᫂
ฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ഴᅽᏳᐃࡢᮏ㉁ࢆ⾲ࡍ࡞ࡿࡃ⡆༢࡞᪉⛬ᘧࢆᑟฟࡋࡓࠋᒙࡢὸỈἼ᪉⛬ᘧ
ࢆ㖄┤࣮ࣔࢻᒎ㛤ࡍࡿỈ㊰୰ࡢᨐࡢᨭ㓄᪉⛬ᘧࢆ㠀ᖖ༢⣧࡞ᙧ࡛᭩ࡁ⾲ࡍࡇࡀฟ᮶ࡿࠋᙧࡀ
༢⣧࡛࠶ࡿࡇࡽࡇࡢ᪉⛬ᘧࡀᏳᐃ࡞ゎࢆᣢࡘࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕഴᅽᏳᐃࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡸࠊᏳ
ᐃ࡞ᨐࡢࢫࢣ࣮ࣝࡣෆ㒊ኚᙧ༙ᚄࡼࡾࡶࡁ࠸ࡇࡀ┤ࡕᑟࢀࡿࠋᏳᐃࡣቃ⏺㠃ࡢഴᩳࡼࡗ
࡚⏕ࡌࠊᨐࡣࡇࡢഴᩳࢆᙅࡵࡿࡇ࡞ഴᅽᏳᐃࡢᇶᮏⓗᛶ㉁ࡶ᭱ప㝈ࡢᘧኚᙧࡼࡗ࡚ᑟࢀࡿࠋ

−

−

Ỉ⏘㈨※㔞ㄪᰝ⏝ࢢࣛࢲ࣮ᆺᾏ୰ࣅ࣮ࢡࣝࡢ㛤Ⓨ
ᕞᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲㝔 ᒣཱྀ ᝅ
1.

◊✲ࡢ┠ⓗ
㏆ᖺࠊ⋓ࡼࡿ㨶ࡢಶయᩘࡢῶᑡࡸࠊ㨶✀ࡢ⤯⁛༴ᶵ࡞ࡢỈ⏘㣗ᩱ㈨※ၥ㢟ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ࠕ⋓ࡿ⁺ᴗࠖࡽࠕࡘࡃࡾ⫱࡚ࡿ⁺ᴗࠖࡢኚ㑄ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ㣴Ṫ⁺ᴗࡸேᕤ⁺♋ࡢタ⨨ࡼࡿ⁺ሙᙧ
ᡂࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢヨࡳ࠾࠸࡚ࠊタ࿘㎶ࡢᾏὒ⎔ቃࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡣྍḞ࡛࠶ࡾࠊㄪ
ᰝࡣᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㏆ᖺ㛤ⓎࡀάⓎࡋ࡚࠸ࡿࢢࣛࢲ࣮ᆺỈ୰ࣅ࣮ࢡࣝࡣ
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶࡸ㟼⢔ᛶඃࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏὒ⎔ቃࡢ㛗㛫ࡢほ

㐺ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ

◊✲࡛ࡣࠊࢢࣛࢲ࣮ᆺỈ୰ࣅ࣮ࢡࣝࢆỈ⏘㈨※㔞ㄪᰝ⏝࠸ࡿࡇࢆ⪃࠼ࠊ┤㐍⯟⾜࠾ࡅࡿ⦪㐠ື
ࡢᏳᐃᛶ᪕ᅇ㐠ືࡢ≉ᛶࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆᐇࡋࠊᶵయࡢ㐠ືᛶ⬟ࡢྥୖࢆヨࡳࡓࠋ
2.

ࢢࣛࢲ࣮ᆺᾏ୰ࣅ࣮ࢡࣝࡢᴫせ
Ỉ⏘㈨※㔞ㄪᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿᾏᇦࡣ₻ὶࡸ᪼ὶ࡞ࡢὶࢀࡀᏑᅾࡋࠊᶵయࡢ㐠ືࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬ

ࡰࡍࡇࡀᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᾏ⸴㢮ࡸ⁺⥙ࠊ㗰ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ࡢேᕤ㨶♋ࡀᶵయ᥋ゐࡋࠊ㐠㌿ࡢ
㞀ᐖ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃୗ࡛ࡢ⏝ࢆᐃࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓࠊᾏ୰ࣅ࣮ࢡࣝᶵయࡢ
┿ࢆᅗ 1 ࠊᶵయࡢ⪏ᅽẆෆ㒊タ⨨ࡉࢀࡓᾋຊㄪ⠇⨨ࢆᅗ 2 ࠊᶵయࡢせ┠ࢆ⾲㸯♧ࡍࠋ

 ⾲ 1 ᶵయせ┠
ᾋຊㄪ⠇⨨


ᅗ 1 ࢢࣛࢲ࣮ᆺᾏ୰ࣅ࣮ࢡࣝᶵయ
3.

Length (m)
Breadth (m)
Height (m)
Weight (kg-f)

1.000
0.356
0.300
62.6

ᅗ 2 ᾋຊㄪ⠇⨨

┤㐍✵ヨ㦂᪕ᅇヨ㦂
┤㐍✵ࡢ⦪㐠ືᏳᐃᛶཬࡧ᪕ᅇ㐠ືࡢ≉ᛶࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵࠊ┤㐍✵ヨ㦂᪕ᅇヨ㦂ࢆᛂ⏝ຊᏛ

◊✲ᡤࡢ῝ᾏᶵჾຊᏛᐇ㦂Ỉᵴ࠾࠸࡚ᐇࡋࡓࠋᐇ㦂࡛ࡣ័ᛶࢭࣥࢧࢆᶵయᦚ㍕ࡋࠊ3 ㍈ຍ㏿ᗘ
ྛ㍈࿘ࡾࡢゅ㏿ᗘࢆィ

ࡋࡓࠋ┤㐍✵ヨ㦂ࡢ⤖ᯝࠊᅗ 3 ㉥⥺࡛♧ࡍࡼ࠺ࠊỈ୰ᢞධᚋࡢᶵయࡢ

ࣆࢵࢳゅࡣῶ⾶ືࢆక࠸࡞ࡀࡽ୍ᐃࡢゅᗘ᮰ࡋ࡚⾜ࡃࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ᪕ᅇヨ㦂ࡢ⤖ᯝࠊ
ᶵయᾋຊ୰ᚰࡢᶓ⛣ືࡼࡾᶵయࡢ࣮ࣟࣝゅࡀ୍ᐃ್࡛㔮ࡾྜ࠺ඹࠊᶵయ࣮࣮࣓ࣚࣔࣥࢺࡀⓎ⏕
ࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᐇ㦂࠾ࡅࡿ࣮ࣚゅࡢ้Ṕࢆᅗ 4 ♧ࡍࠋ

     
ᅗ 3 ┤㐍✵࠾ࡅࡿࣆࢵࢳゅኚື      ᅗ 4 ᪕ᅇࡢ࣮ࣚゅ

−

−

4.

ᶵయ㐠ືࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬
ᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓࣆࢵࢳゅࡢ้Ṕࢆ 2 ḟࡢῶ⾶ື⣔࡛㏆ఝࡋࠊᶵయࡢ⦪㐠ື㛵ࡍࡿὶయຊᚤಀᩘ

ࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡢὶయຊᚤಀᩘࡣ㟼ⓗ࡞ὶయຊヨ㦂⤖ᯝ᥎ᐃᘧࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࠋᚓࡽ
ࢀࡓὶయຊᚤಀᩘࢆ⏝࠸ࡓ⦪㐠ືࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬⤖ᯝࢆᅗ 3 㟷⥺࡛♧ࡍࠋࡲࡓࠊ᪕ᅇ㐠ືࡢ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᐇ㦂ྠᵝṇࡢ࣮ࣟࣝゅ࡛ྑ᪕ᅇࢆ⾜࠺ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᚑ᮶ࡢᶵయࡣᾋຊㄪ⠇⨨ࡢ᧯సࡼࡿᾋᚰ⨨ࠊ㔜ᚰ⨨ࡢኚ㔞ࡀᑠࡉࡃ✵ࡢࣆࢵࢳゅࡢไ
ᚚᖜࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ₯㝆ࢆᇶ‽ࡋ࡚ᶵయࡢࣂࣛࢫࢺࢆㄪ⠇ࡋࡓሙྜࠊᾋୖ࠾࠸࡚ࡣᏳᐃࡋࡓ✵
≧ែࢆಖࡘࡇࡀᅔ㞴࡞ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊᚋ᪉ࡢ 2 ྎࡢᾋຊㄪ⠇⨨ᶵయ㔜㔞ࡢ
2.5㸣ᙜࡓࡿ㔜㗽ࢆຍࡍࡿࡇ࡛ࣆࢵࢳゅไᚚᖜࢆቑࡍࡿࡇࢆヨࡳࠊࡑࡢຠᯝࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥィ⟬ࡼࡾ☜ㄆࡋࡓࠋᨵⰋ๓ᚋࡢ≧ែࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊᶵయࡢ⦪㐠ືࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬ࡼࡿࣆࢵ
ࢳゅࡢ้Ṕࢆᅗ 5 ♧ࡍࠋ㟷⥺࡛♧ࡍᚑ᮶ࡢᶵయ࡛ࡣࠊᾋୖࣆࢵࢳゅࡀḟ➨ῶᑡࡋ✵≧ែࢆ
ಖࡘࡇࡀฟ᮶࡞࠸ࡀࠊᨵⰋࡼࡾ㉥⥺࡛♧ࡍࡼ࠺ᾋୖࡶᏳᐃࡋࡓ✵ࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᵝࠎ࡞ㄪᰝᾏᇦ࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸㐠ືࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ḟࠊᨵⰋᶵయࡼࡿ₯㝆࣭ᾋୖࡢ᪕ᅇ㐠ືࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬ࢆᐇࡋࡓࠋィ⟬࠾࠸࡚ᶵ
యࡣࠊ₯㝆ࡣᾋᚰࢆᕥ⯨᪉ྥ 0.68(ੈ)⛣ືࡉࡏྑ᪕ᅇࢆ⾜࠺ࠋ₯㝆㛤ጞࡽ 1000 ⛊ᚋᾋୖࢆ㛤ጞ
ࡍࡿࡀࠊ₯㝆ྠࡌࡃᾋᚰࢆᕥ⯨᪉ྥ 0.67(ੈ)⛣ືࡍࡿሙྜ㸦᮲௳ձ㸧ࠊࡇࢀࡣᑐྑ⯨᪉
ྥ 0.67(ੈ)⛣ືࡍࡿሙྜ㸦᮲௳ղ㸧ࡘ࠸࡚ィ⟬ࢆᐇࡋࡓࠋᅗ 6 ࡣ᮲௳ձࡢሙྜࡢᶵయ୰ᚰࡢ㌶㊧ࠊ
ᅗ 7 ࡣ᮲௳ղࡢሙྜࡢ㌶㊧࡛࠶ࡿࠋ୧᮲௳࠾࠸࡚ᾋୖࡢ࣮ࣟࣝ᪉ྥࡀ␗࡞ࡿࡀࠊᶵయࡣᏳᐃࡋࡓ
✵≧ែࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ᅗ 5 ࣆࢵࢳゅ้Ṕ

     
ᅗ 6 ᶵయ୰ᚰ㌶㊧㸦᮲௳ձ㸧       ᅗ 7 ᶵయ୰ᚰ㌶㊧㸦᮲௳ղ㸧
5.

ࡲࡵ
Ỉ⏘㈨※㔞ㄪᰝࢆ┠ⓗࡋࡓࢢࣛࢲ࣮ᆺỈ୰ࣅ࣮ࢡࣝࡢ┤㐍✵ࡢᏳᐃᛶࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵỈ

ᵴヨ㦂ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ✵Ᏻᐃᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪕ᅇ㐠ືࡢ≉ᛶࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵ᪕ᅇヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ
ヨ㦂⤖ᯝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࢆẚ㍑ࠊ᳨ウࡍࡿࡇࡼࡾ᪕ᅇ㐠ືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊᶵయࡢ✵Ᏻᐃᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓᨵⰋࡢ᭷ຠᛶࢆࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥィ⟬ࡼࡾ☜ㄆࡋࡓࠋ

−

−
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ࡌ᯽ໂ࢞ᤱໂǔໂ᭨ຳᥗǔጔɔᎣङݖՌǑ᫂ƿǱᇫኗ
ฬฎደᄢቇ᳓ᓴⅣ⎇ⓥࡦ࠲ ᧄ ᤘᒾ
㧝㧚⎇ⓥߩ⋡⊛
ࡌ᯽ໂ࢞ᥔডǔࡌ᯽ຳǔຳǑǊƪǌǕƐ᪱ङᇫኗƲᎼƷǯǲǌƪǱǑǨ᫂ǵǯǀಃǆ᠖៘ƲᎼ
ƪǌƪǱƑƹǲǕƐࡌ᯽ຳǔຳݖՌƲݤƳƪƹǎǨƨǱƲƐ௹ಅໂ֍ᦨǍǕཪຳǔຳᥗƲࡌ᯽
ຳǔǃǲǎנቲरƨǱǅǧƐȖȧȠȴȔɄȠȥǔᝰ་ǍǕࡌ᯽ຳǔຳǸࠖǍƳǐƪǅǧǍƨǱƑ
તƓǕ  ङरǔಅҬנᇫኗǑǮǰƐΝࣤఒໂ᭨᱀रខȤɕȜǎཎຳȳȁȤɕȜƱǯ௹ಅໂ֍ᦨ
ǔघۑໂ᭨ຳᥗǸខጆƽƐǃǲǎໂ᭨᱀रខȤɕȜƱǯខጆƻǲǅໂ᭨ຳᥗǔణ᪼ݖՌણӷǸלણ
ƿǱƹǎǍ  ङ˻ ङǤǍǔ  ௹ฺǔໂ᭨ຳᥗȤɕȜȘȠȥǸϣણƽࡌ᯽ຳຳǔጔݖխ
ǸఋǯƱǑƽǅƑΤङरǕƐƹǔȤɕȜȘȠȥǸϮƪƐࡌ᯽ຳຳǔݖՌ့ǑǊƪǌವƿǱƑ
㧞㧚ෳട⠪
ᧄ ᤘᒾ

㧔ฬฎደᄢቇ ᳓ᓴⅣ⎇ⓥࡦ࠲㧕

દ⮮ 㓷

㧔ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮 ⅣႺቇ⎇ⓥ⑼㧕



ʥʹ࣡ ߿ݤিჰԲ߿ᇫኗʦ

شᬣ

㧟㧚⎇ⓥᚑᨐߩⷐ
㧟㧙㧝. ᣣᧄᶏධㇱߩᶏ㕙㜞ᐲ႐ߩᄌേ․ᕈ
ੱᎿⴡᤊᶏ㕙㜞ᐲ⸘ߣṫᵹࡉࠗ࠺࠲߆ࠄ⸘▚ߒߚᣣᧄᶏධㇱߩᐔဋᶏ㕙ᵹㅦ႐࠺࠲߆ࠄ⸃ޔᨆ
▸࿐ߩർ᧲┵㧔ർ✲ 40 ᐲ ⚻᧲ޔ135 ᐲ㧕ࠍၮḰߣߒߡᶏ㕙㜞ᐲࠍ⸘▚ߒޔᶏ㕙㜞ᐲ⸘࠺࠲ߣวᚑߔ
ࠆߎߣߢᶏ㕙㜞ᐲᤨ♽࠺࠲ࠍᚑߒߚޕᶏ㕙㜞ᐲ⸘࠺࠲ߩᶏ㕙ᄌേߢᦨ߽ථߔࠆߩߪᶏ᳓ߩᾲ
⤘ᒛߦ߁᳓ᄌേߩߚޔᐕᦼߩᄌേࠍขࠅ㒰ߚᓟߦᤨ㑆߅ࠃ߮ⓨ㑆ߦኻߔࠆ EOF ⸃ᨆࠍⴕ
ᣣᧄᶏධㇱߩᶏ㕙㜞ᐲ႐ߩᄌേ․ᕈߩᛠីࠍⴕߞߚޕ
ኻ⽎ᶏၞߩᶏ㕙㜞ᐲⓨ㑆ᐔဋ߆ࠄߩᏅߦኻߒߡⴕߞߚ EOF ⸃ᨆ㧔ⓨ㑆 EOF㧕ߣฦࠣ࠶࠼ߢߩᶏ
㕙㜞ᐲᤨ㑆ᐔဋ߆ࠄߩᏅߦኻߒߡⴕߞߚ EOF ⸃ᨆ㧔ᤨ㑆 EOF㧕ߘࠇߙࠇߩࠍ࠼ࡕ৻╙ޔ࿑ 1㧘2
ߦ␜ߔోޕᄌേߦኻߔࠆߘࠇߙࠇߩነਈ₸ߪ 15㧑ߣ 11㧑ߢߞߚޕਔ⠪ࠍᲧߴࠆߣ⚦ߥⓨ㑆᭴ㅧ߿
ᤨቯᢙߩᄌൻߪ⇣ߥࠆ߽ߩߩޔ㖧࿖᧲ጯߦᄢ߈ߥ⽶ߩᏅޔർ✲ 37 ᐲ ⚻᧲ޔ131.5 ᐲߦᱜߩᏅޔർ
✲ 37 ᐲ ⚻᧲ޔ134.5 ᐲߦ⽶ߩᏅ߇ࠅߥ߁ࠃߩߎޔⓨ㑆ࡄ࠲ࡦ߇⚻ᐕ⊛ߦᄌൻߒߡࠆߣ߁
ㅢὐ߇ߺࠄࠇࠆޔߪߣߎߩߎޕᣣᧄᶏධㇱߦ߅ߡ⸥ߩࠃ߁ߥⓨ㑆ࡄ࠲ࡦࠍߞߚᶏ㕙㜞ᐲᄌൻ
߇ථߔࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕⓨ㑆ಽᏓߢᱜ⽶ߩᄢ߈ߥᝄࠍᜬߟ႐ᚲߪޔᶏ㕙㜞ᐲߩ Root Mean
Square (RMS)߇ᄢ߈႐ᚲߣ৻⥌ߒޔㆊߩ⎇ⓥߣߩᲧセ߆ࠄ಄ᥦ᳓᷵߇㗫❥ߦࠄࠇࠆ႐ᚲߢ
ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
㧟㧙㧞. ᣣᧄᶏධㇱߩ᷵ߩ․ᓽ
EOF ⸃ᨆߢᝄ߇ᄢ߈ߥᶏၞࠍ߆ࠄԘޔԙޔԚߣߒ㧔࿑㧝㧕
ߩࠇߙࠇߘޔᶏၞߢࠄࠇࠆ᷵ߩኼ
߿⒖േࠍ⺞ߴࠆߚࠣ⋧㑐⸃ᨆࠍⴕߞߚޕ
−

−

Ԙߩ᷵ߪᐔဋኼ 4 ࡩߢޔㆊߩ⎇ⓥߢᄙߊߩႎ๔߇ࠆ࠙࡞࡞ࡦᥦ᳓߽᷵ߒߊߪ಄᳓᷵ߦኻᔕߒ
ߡߚޕԙߩ᷵ߪᐔဋኼ 2 ࡩ┻ޔፉ಄᳓᷵㧔Michell et al., 2005 ߢߪ Dok Cold Eddy㧕ߦኻᔕߒߡ
ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߚޕԚߩ᷵ߪᐔဋኼ 4 ࡩޔKurita et al. (1999)߿ Watanabe et al. (2009)ߦ߅ߡ
᷵߇㗫❥ߦ⊒↢ߔࠆߣߐࠇߡࠆᶏၞߢࠅߩࠄࠇߎޔ᷵ߩ․ᓽࠍ␜ߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇߚޕ
㧟㧙㧟 ᣣᧄᶏධㇱߩኻ㚍ᥦᵹߩᄌൻ
EOF ⸃ᨆࠍⴕ߁೨ߦ㒰ߒߚᶏ㕙㜞ᐲߩᐕᦼᚑಽߩⓨ㑆ಽᏓࠍߺࠆߣᤨޔ㑆ᐔဋᶏ㕙㜞ᐲ႐ߣ߶
߷৻⥌ߒߡߚߩߎޔࠅ߹ߟޕᶏၞߢᦨ߽ථߔࠆߩߪޔኻ㚍ᥦᵹ߇㧟ߟߩಽᨑߦಽ߆ࠇߘࠇࠄߩᵹࠇ
ߩᒝߐ߇ቄ▵ᄌൻߔࠆ⽎ߢࠆ৻ޕᣇߩߎޔᐔဋ⊛ߥᚑಽએᄖߩᄌേߢߪᧄ⎇ⓥߢ␜ߒߚࠃ߁ߦ 3 ߟ
ߩ᷵᭴ㅧࠍ߽ߟಽᏓ߇ථߔࠆޕᐔဋ႐ߣߎߩ EOF ⸃ᨆߩ⚿ᨐࠍ૬ߖߡኻ㚍ᥦᵹߩᵹ〝ࠍ⠨߃ࠆߣޔ
Ԙߩ᷵߇಄ᥦ᳓᷵ߦߥࠆߎߣߢᦺ㞲ඨፉߦᴪߞߡർߔࠆኻ㚍ᥦᵹ╙ਃಽᨑ㧔᧲㖧ᥦᵹ㧕ߩᵹ〝߇ᄢ
߈ߊᄌൻߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ࿑㧝ߩᤨቯᢙࠍߺࠆߣ߆⚦ޔᄌേࠍߒߥ߇ࠄޔᲧセ⊛㐳ᤨ㑆ᱜ⽶ߩ୯
߇⛽ᜬߐࠇߡࠆ╙ޔߡߞ߇ߚߒޕਃಽᨑߪ⚻ᐕ⊛ߦߘߩᵹ〝ࠍᄌ߃ߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕԚߩ᷵߇಄
᳓߽᷵ߒߊߪᥦ᳓᷵ߦߥࠆߎߣߢޔᣣᧄፉߦᴪߞߡᵹࠇߡߚኻ㚍ᥦᵹ߇ጯ߽ߒߊߪᴒ߳ࠪࡈ࠻ߔ
ࠆ⚻߽ߡߟߦࠄࠇߎޕᐕᄌൻߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߢߪޔᣣᧄᶏධᶏၞߦ߅ߡ㧟ߟߩ᷵߇ಽᏓߔࠆⓨ㑆ࡄ࠲ࡦ߇ථߔࠆߎߣࠇߘߡߒߘޔ
ࠄ߇ኻ㚍ᥦᵹߩᵹ〝ࠍᲧセ⊛㐳ᤨ㑆ࠬࠤ࡞ࠍ߽ߞߡᄌ߃ߡࠆߎߣ߇␜ߖߚߗߥޔߒ߆ߒޕ㧟ߟߩ
᷵߇ㅪേߔࠆߩ߆ߚ߹ޔ߇ᄌൻߩᤨ㑆ࠬࠤ࡞ࠍߡࠆߩ߆ߪಽ߆ࠄߥޕᓟߪߩࠄࠇߎޔ᷵
ߩ↢ᚑᶖṌⷐ࿃ߦᵈ⋡ߒߚ⎇ⓥࠍㅴߡⴕߊ੍ቯߢࠆޕ

Ԙ

ԙ

Ԛ

࿑ 1㧚ⓨ㑆 EOF ߩⓨ㑆ಽᏓߣᤨቯᢙ

࿑ 2㧚ᤨ㑆 EOF ߩⓨ㑆ಽᏓߣᤨቯᢙ

−

−

L

S

Fig. 1

6

2

1/4
Brachauchenius lucasi

1/5

L

Fig. 2
3

0.5

1.0 m/s

Froude

0.148

0.296

Fig. 1
9
9

Fig. 2
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1 Definition of trim angle and sideslip angle
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Fig. 2 Position of the center of pressure against the
trim angle and the sideslip angle.
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ከ⏝㏵ᆺࢥࣥࣃࢡࢺỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺ㛵ࡍࡿ◊✲
బୡಖᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ 㛗ᔱ ㇏
㸯㸬┠ ⓗ
㏆ᖺࡢᆅ⌫

ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ࢆᦚ㍕ࡋࡓࠋᮏࣟ࣎ࢵࢺࡣᇶᮏⓗ
ࡣ㐲㝸᧯⦪ᆺ㸦529㸧ࡋ࡚ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ

ᬮࡢᙳ㡪ࡣ㝣ୖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᾏ୰࡛

ࡋࡓࠋ529 ไᚚ⣔ࠊ529 ⯟⾜ࢹ࣮ࢱ⣔ཬࡧᫎീ⣔ࡢ 

ࡶ㢧ⴭ⌧ࢀ࡚࠾ࡾࠊ⎔ቃᝏࡀ୍ẁ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

⣔⤫ྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝࢆ⏝࠸࡚ಙྕఏ㏦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᧯⦪⪅

㛢㙐ᛶᾏᇦ࡛ࡣኟᮇ࡞ࡿ㉥₻ࡸ㟷₻ࡀከⓎࡋ࡚ᗏ

ࡣᫎീࢭࣥࢧࢹ࣮ࢱࢆぢ࡞ࡀࡽࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ

⏕⏕≀῝้࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ ᪉ ࠊ ᆅ ⌫ ⛉

ࡼ࠺ࠊไᚚᇶᯈࢆタィ࣭〇సࡋࡓࠋࡑࢀకࡗ࡚ࣃ

Ꮫ ࡸ ᆅ ୗ Ỉ ᩥ Ꮫ ࡢ ศ 㔝 ࡛ ࡣ ࠊỈ ୰ Ὕ ❍ ࡢ ᙧ ≧

ࢯࢥࣥࢆ⏝࠸ࡓከᶵ⬟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࢆᨵၿࡋࠊࢫࣛࢫ

ࡸ ᆅ ୗ Ỉ ⣔ ࡀ Ꮫ ⾡ ᑐ ㇟  ࡋ ࡚ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋὝ

ࢱࡢ 3:0 ไᚚ➼ࡁࡵࡢ⣽࠸᧯⦪ྛ✀ሗࢆࢢࣛࣇ

❍ ࡢ ෆ ቨ ᙧ ≧ ࡸ ෆ 㒊 ࡢ  ሗ ࢆ ᚓ ࡿ  ࡣ ࠊே 㛫

࢝ࣝ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࠊ࠸ᡭࢆྥୖࡉ

ࡀ ⮬ ࡽ ㉱  ࡞ ࡅ ࢀ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ ࡀ ࠊ⮬ ↛ ග ࡸ ✵

ࡏࡓࠋ

Ẽ ࠊ⥭ ᛴ 㑊 㞴 ሙ ᡤ ࡀ ࡞ ࠸ ࠋࡑ ࡢ ゎ Ỵ ⟇  ࡋ ࡚ ࠊ
ᑓ⏝ࡢᑠᆺỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡼࡿ᥈ᰝࡀ⪃࠼
ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊど ⏺ ప ୗ ࡣ ῝ ้ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊࢫ ࣛ ࢫ ࢱ
 ࡼ ࡿ Ỉ ὶ ࡢ ᙳ 㡪 ࡣ  ࡁ ࡃ ࠊ」 ᩘ ࢫ ࣛ ࢫ ࢱ ࢆ
ᦚ㍕ࡋࡓᚑ᮶ᆺỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡣ⏝࡛ࡁ࡞
࠸ ࠋᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ ࠊᾏ ὒ ࠊἙ ᕝ ࡢ ࡳ ࡞ ࡽ ࡎ Ỉ ୰
Ὕ ❍ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ≉ Ṧ ⎔ ቃ  ᑐ ᛂ ྍ ⬟ ࡞ ᑠᆺࠊࢥࣥ



ࣃࢡࢺ࡛ከ⏝㏵ྥࡁỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡋࡓࠋ
ᅗ  እほ┿ᅗ㸰 ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂᅗ 

ලయⓗࡣ௨ୗࡢෆᐜࡘ࠸࡚◊✲ྲྀ⤌ࢇࡔࠋ㻌


㻔㻝㻕㻌 ࢳࣝࢺᶵᵓࡢᨵၿࡼࡿ₯⯟࣭ᾋୖ㏿ᗘࡢᨵၿ⯟㻌

㸱㸬ᐇ㦂⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ

⾜ホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ㻌

㻔㻝㻕ࢳࣝࢺᶵᵓࡢᨵၿᛶ⬟ホ౯㻌

㻔㻞㻕㻌 Ỉ୰ࢫࣛࢫࢱࡢ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ㒊☢⏺ࡼࡿᦚ㍕㟁

 ₯⯟࣭ᾋୖ⏝ࢫࣛࢫࢱࢆᦚ㍕ࡍࡿ௦ࢃࡾࠊࢳࣝࢺ

Ꮚᶵჾࡢᙳ㡪㜵Ṇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ㻌

ᶵᵓࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᖺ㛤Ⓨࡋࡓࢫࢸࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔ

㻔㻟㻕㻌 ࢯࢼ࣮ࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ

ࢱ┤⤖ᘧ࣮࣎ࣝࢿࢪ㗽ࡢᵓᡂ᪉ᘧ࡛ࡣࠊᶵ⬟ⓗࡣ

㻔㻠㻕ࣟ࣎ࢵࢺࡢ⯟⾜≧ἣࢆ㧗⢭ᗘ࡛ࢢࣛࣇࢵࢡ⾲♧

༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣮ࣜࢻࡀ㸰㹫㹫⣽࠸ᵝࡢࡶࡢ

࡛ࡁࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢᨵၿࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ₯⯟࣭ᾋୖ㛫ࡀࡾࡍ

㻔㻡㻕㻌 ࢥࣥࣃࢫ➼ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ືไᚚࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヨస

ࡂ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࠊᖺᗘࡣ PP ࣮ࣜ

௨ୖࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࣟ࣎ࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵၿ

ࢻࡢ〇ရࢆ⏝ࡋ࡚ᖜ࡞㏿ᗘྥୖࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ

ᚋࠊᮏᰯᆺ↓㡪Ỉᵴࠊ㈗Ꮫ῝ᾏᶵჾຊᏛᐇ㦂Ỉᵴࠊ

 㻌 Ỉ୰ࢫࣛࢫࢱ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ㒊ࡢ☢⏺ᙳ㡪㜵Ṇ㻌

ᮧ‴ࠊὠỈ‴࡛ᛶ⬟ホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ 

 ᖺᗘ⏝ࡋࡓࢶ࢝ࢧ㟁ᕤ〇Ỉ୰ࢫࣛࢫࢱࡣࠊෆ㒊



࣮ࣔࢱእ㒊ࣉࣟ࣌ࣛࢆࡘ࡞ࡄ☢Ẽ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ㒊ࡀ

㸰㸬ከ⏝㏵ᆺỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ

ᙉ☢⏺ࡢࡓࡵ㟁Ꮚࢥࣥࣃࢫ➼ࡢᦚ㍕㟁Ꮚᶵჾᝏᙳ

 ᾏὒ⎔ቃࠊỈ⏘㈨※ࠊỈ୰Ὕ❍ࢆᑐ㇟ࡋࡓࡓࡵࠊ

㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᖺᗘࡣ᪂ࡓ 㻿㼑㼍㼎㼛㼠㼑㼤 〇

⟂యࡣ㏱᫂ࢡࣜࣝ〇࡛タィ࣭〇సࡋࡓࠋ᭦ࠊᾏᗏ

ࡢ 㻝㻝㻜㼃㻌 ࢫࣛࢫࢱࡋࡓࠋ☢Ẽࡢᙳ㡪ࡶ࡞ࡃࠊ㧗

㏆ࡢ⯟⾜ࡣᗏ㉁ࢆᕳୖࡆ࡚ࡋࡲ࠺ど⏺Ⰻ

ฟຊ࡞ࡓࡵࠊ⣙ 㻝㻚㻞 ࣀࢵࢺࡢ㏿ᗘྥୖࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ㻌

࡞ࡾㄪᰝ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᮏࣟ࣎ࢵࢺ࡛ࡣ  ಶࡢ᥎

 㻌㻠 ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࡢ㛤Ⓨ

㐍⏝Ỉᖹࢫࣛࢫࢱࢳࣝࢺᶵᵓࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛

 Ᏻ⯟⾜ࠊ࿘ᅖࡢ㞀ᐖ≀☜ㄆཬࡧỈ୰Ὕ❍ෆࡢᴫᙧ

 ḟඖࡢ⯟⾜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋࡑࡢእほ┿ࢆ

ㄪᰝࡢࡓࡵᖺᗘࡣ᪂ࡓ FK ࢯࢼ࣮ࢆᑟධࡋࡓࠋᅗ

ᅗ㸯♧ࡍࠋ࣓࢝ࣛࡣ๓ࠊᚋࠊୗࡢ㸱⟠ᡤྲྀࡅࠊ

㸱ࣁ࣮ࢻ࢙࢘┿ࠊᅗ㸲ᅇ㊰ࣈࣟࢵࢡࢆ♧ࡍࠋ

㟁Ꮚࢥࣥࣃࢫࠊ῝ᗘࢭࣥࢧࠊᖺᗘ᪂つ㛤Ⓨࡋࡓ㸲

㞀ᐖ≀ࡲ࡛ࡢ

−

−

㊥ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆసᡂࡋ࡚῝ᾏᶵჾຊ

Ꮫᐇ㦂Ỉᵴ࡛ࡢ

㊥ᐇ㦂⤖ᯝࢆᅗ㸳♧ࡍࠋᐇ

ࡰ➼ࡋ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡀࠊ

್

   ᗘ  ࡋ ࠊẚ  ࢤ  ࣥ . S ࢆ 㸯 㹼 㸱 ࡲ ࡛ ኚ 

ᐃ㊥㞳ࡀᑡࡋ▷࠸ഴ

ࡉ ࡏ ࡓ ሙ ྜ ࡢ ᛂ ⟅ ኚ  ࢆ ᅗ 㸵  ♧ ࡍ ࠋࢫ ࣛ ࢫ

ྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛⣽࠸ㄪᩚࢆᚋ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࢱ ࡢ 3:0 㥑 ື  ࡼ ࡿ ไ ᚚ 㔞 ࡢ 㣬  ࡀ ᙳ 㡪 ࡋ ࡚
࠸ ࡓ ࡢ ࡛ ࠊ ᚋ ᨵ ၿ ࡋ 3 , ' ไ ᚚ ࢆ ᳨ ウ ࡋ ࡓ ࠸ ࠋ





ᅗ   ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ྲྀᅗ㏦ཷἼჾ


ᅗ㸴 ከᶵ⬟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ⏬㠃


ᅗ㸲  ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ᅇ㊰ࣈࣟࢵࢡ


ᅗ㸵 ࢥࣥࣃࢫࡼࡿ᪉⮬ືไᚚ⤖ᯝ


㸲㸬⤖ ㄽ
ᮏᖺᗘࡣࢫࣛࢫࢱࡸከᶵ⬟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢᨵၿࠊ᪂
ࡓ  ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ
ᾏὒࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊỈ୰Ὕ❍࡞ከ⏝㏵㐺⏝ྍ⬟࡞Ỉ
୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᚋࡢㄢ㢟
ࡢࡋ࡚ࠊ㸲ࢳࣕࣥࢿࣝࢯࢼ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ㧗⢭ᗘ

ᅗ㸳 㸲ࢳࣕࣥࢿࣝ

ᙧ≧ィ

㊥ࠊ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠊ㻼㻵㻰 ไᚚࠊ↓⥺᧯⦪ࡼࡿ

㈇ᢸ㍍ῶ⟇ࡢ᳨ウ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

㊥⤖ᯝ

 Ỉ୰ࣟ࣎ࢵࢺ⯟⾜㌶㊧ࡢ㧗⢭ᗘࢢࣛࣇࢵࢡ⾲♧

᭱ᚋ㸪ᮏ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᕞᏛᛂ⏝

 ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓࣃࢯࢥࣥࢆ⏝࠸ࡓከᶵ⬟ࢥࣥࢺ࣮ࣟ

ຊᏛ◊✲ᡤ୰ᮧᫀᙪᩍᤵࡣ᭷┈࡞ࡈຓゝࡸࡈᣦᑟ

ࣛࡘ࠸࡚ࠊ᧯⦪⪅ࡢ⥭ᙇࢆᑡࡋ࡛ࡶࡽࡆࡿࡇࢆ

ࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠊ᭦ࠊỈᵴᐇ㦂࡛ࡣ✄⏣ᢏ⾡⫋ဨ

ࡵࡊࡋ࡚ *8, ⏬㠃ᶵ⬟ࢆᨵၿࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ࡢయ

ࡓ࠸ࢇ࠾ୡヰ࡞ࡾࡲࡋࡓ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


ⓗ࡞⾲♧ࢆࢢࣛࣇࢵࢡⓗ⾜࠺ྠࠊࣜࣝࢱ
࣒࡛ྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿ⏬㠃㓄⨨ࡋࡓࠋᅗ

㸳㸬◊✲⤌⧊

㸴ᨵၿᚋࡢከᶵ⬟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ⏬㠃ࢆ♧ࡍࠋ

࣭◊✲௦⾲⪅㸸㛗ᔱ㇏బୡಖ㧗ᑓ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉≉௵ᩍᤵ

 ࢥࣥࣃࢫ➼ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ືไᚚࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヨస

࣭◊✲༠ຊ⪅㸸ୗᑿᾈṇྠᰯ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ຓᩍ

 ᗈ⠊ᅖࡢὸᾏᇦㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜࠊ㐠⏝⪅

࣭ྠୖ㸸ᒣཱྀᣅᮁబୡಖ㧗ᑓᑓᨷ⛉  ᖺ

ࡢ㛗㛫ࣟ࣎ࢵࢺ᧯⦪ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿᚲ

࣭ྠୖ㸸ᰘ⏣⿱㈗బୡಖ㧗ᑓ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉  ᖺ

せࡀ࠶ࡿࠋࢥࣥࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓẚไᚚ 3 ᐇ

࣭ྠୖ㸸୕Ꮿ㣕⩧బୡಖ㧗ᑓ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉  ᖺ

㦂 ࢆ ヨ ࡳ ࡓ ࠋ ึ ᮇ ᪉  ࢆ  ᗘ ࠊ ┠ ᶆ ᪉  ࢆ

࣭ᡤෆୡヰே㸸୰ᮧᫀᙪᕞᏛᛂຊ◊ᩍᤵ

−

−

ࣇ࢙࣮ࣜࢽ࣮࣓ࣗ࢝ࣜࢆ⏝ࡋࡓᑐ㤿ᾏᓙࡢࢡࣟࣟࣇࣝኚື㛵ࡍࡿ◊✲
N o.3
ྡྂᒇᏛᆅ⌫Ỉᚠ⎔◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ▼ᆏ
┠ⓗ
ᑐ㤿ᾏᓙࡣᮾࢩࢼᾏ᪥ᮏᾏࢆࡘ࡞ࡄᾏᓙ࡛࠶ࡾࠊ᭱㏆ᮾࢩࢼᾏࡢ⎔ቃኚకࡗ࡚ࠊ㉥₻ࡸ
࢚ࢳࢮࣥࢡࣛࢤ࡞ࡢၥ㢟ࡀࡍ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㛗Ụ୕ᓙࢲ࣒ࡀᘓタࡉࢀࡿ࡞ࠊᚋ
ࡢ⎔ቃኚࡶணࡉࢀࡿࠋᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ࡛ࡣࠊ༤ከ㔩ᒣ㛫ࢆ㐠⯟ࡍࡿࣇ࢙࣮ࣜࢽࣗ
࣮࣓࡛࢝ࣜὶ㏿ࠊỈ ࣭ሷศࠊࢡࣟࣟࣇࣝ⺯ග࡞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡛
ᩘᖺศࡢࢹ࣮ࢱࡀ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡶࢡࣟࣟࣇࣝ⺯ගࡣࠊ⏕≀ᾏὒᏛⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡛࠶
ࡾࠊᮾࢩࢼᾏࡢ⎔ቃኚࡢᣦᶆ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣇ࢙࣮ࣜࢽ࣮࣓ࣗ࢝
࡛ࣜྲྀᚓࡉࢀࡓࢡࣟࣟࣇࣝ⺯ගࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊࡑࡢኚືせᅉࡘ࠸࡚᫂ࡽࡍࡿࠋ
᪉ἲ
๓ᖺᗘࡲ࡛ࡣࢡࣟࣟࣇࣝ⺯ගࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆゎᯒᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺᗘࡣỈ ሷศࡢࢹ
࣮ࢱࡢゎᯒࡶྲྀࡾ⤌ࡴࠋ᭱᪂ࡢィ

ࢹ࣮ࢱࡢ⿵ṇసᴗࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊゎᯒᮇ㛫ࡣࠊ 2005

ᖺࡽ 2008 ᖺࡲ࡛ࡢ 4 ᖺ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ ሷศࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡣ⏕≀άື➼ࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ
ࣂࢫㄗᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᳨ᐃ್ࢆࡶࠊ㔜ᅇᖐศᯒࡼࡾ⿵ṇࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ᮏゎᯒ࡛ࡣࠊほ ࣛࣥࢆ 46 ༊㛫ศࡅ㸦Ỉᖹゎീᗘ 3.7km㸧
ࠊᮇ㛫ࢃࡓࡿᖹᆒࢆồࡵ
࡚ࠊࡢ⨨ࠊࡢ㛫ࡁࡃኚືࡋ࡚࠸ࡿࢆゎᯒࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒࢆ⾜࠸ࠊ࿘
Ἴᩘ౫Ꮡᛶࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
᭱ᚋࠊᑐ㤿ᾏᓙ⾲ᒙሷศࡢపୗせᅉࢆ᫂ࡽࡍࡿࡃࠊᮾࢪᇦ࠾ࡅࡿ᭶ᖹᆒ㝆Ỉ㔞
(JRA25)ᑐ㤿ᾏᓙ୧Ỉ㐨࠾ࡅࡿሷศኚࡢ┦㛵㛵ಀࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
⤖ᯝ࣭⪃ᐹ
ࡲࡎࠊ2005 ᖺࡽ 2008 ᖺࢃࡓࡿኟᏘᏘࡢᖹᆒỈ  ADCP ࡛ィ ࡉࢀࡓὶ㏿ࡢᖹᆒ
್ࢆẚ㍑ࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋすỈ㐨࠾࠸࡚ࠊኟᏘࡣࠊỈ

ࡢࣆ࣮ࢡࡀὶ㏿ࡢࣆ࣮ࢡࡰ୍⮴ࡋࠊ

ᑐ㤿ᬮὶక࠺⛣ὶࡢຠᯝࡀᙉ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊᏘ࡛ࡣࠊὶ㏿ࡢࣆ࣮ࢡࡀỈᖹ ᗘ໙㓄
ࡢࡁ࠸ᡤ⨨ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊᆅ⾮ὶᖹ⾮ࡢ㛵ಀࢆ♧၀ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊᮾỈ㐨࡛ࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻
ࡋ࡚ᆅ⾮ὶᖹ⾮ࡀᙉ࠸ഴྥ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡢᆅⅬ࠾࠸࡚ࡶᖺ࿘ᮇኚࡀ༟㉺ࡋࠊ⤒ᖺኚࡸᏘ
⠇ኚࡣ┦ᑐⓗᑠࡉࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸧
ࠋ 10 ᪥௨ෆࡢ▷࿘ᮇኚࢆࡳ࡚ࡳࡿࠊᮾỈ㐨ࡼࡾࡶすỈ
㐨ࡢ᪉ࡀᙉ࠸ኚືࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ㡑ᅜἢᓊ㸦⦋ 35 ᗘ௨㸧࡛ࡢᑐ㤿ᬮὶࡢ▷࿘ᮇኚືࡢᙳ㡪ࡔ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4 ᖺ㛫ᖹᆒࡋࡓሷศࡢ⤒᭶ኚ࠾࠸࡚ࡣࠊࡢ᭶ࡶ㡑ᅜἢᓊ࡛ሷศࡀపୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉⛅
Ꮨ㸦 9 ᭶ࡽ 11 ᭶㸧ࡣⴭࡋ࠸ሷศ໙㓄ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣ Senjyu et al. (2006)ࡀ♧ࡋࡓࠊ
ᮾࢩࢼᾏࡽࡢపሷศỈࠊ≉㛗Ụ௦⾲ࡉࢀࡿ㝣Ỉࡢᙳ㡪ࡀすỈ㐨ཬࡧࡸࡍ࠸࠸࠺⤖ᯝ
ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ 2 ᭶ࡽ 4 ᭶ࡣ 34.6 ࠸࠺㧗ሷศ࡛ࠊᕞす᪉ࡢᬮὶక࠺⛣ὶຠᯝࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉ

ྠᵝࠊࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆㄪࡓᡤࠊᖺ࿘ᮇኚࠊ⤒ᖺኚࠊᏘ⠇ෆኚࡢ㡰ኚື

ࡀ༟㉺ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ༤ከ‴ഃࡼࡾࡶ㡑ᅜἢᓊࡢ᪉ࡀᙉ࠸⤖ᯝ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸧
ࠋ
ࡇࢀࡣሷศኚࡀỈ ኚẚ࡚ࠊṇᘻⓗ࡞ኚࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⏕ࡌࡓࠊ࠸ࢃࡤࡳࡅࡢ

−

−

ኚືࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱ᚋࠊᮾࢪᇦ᭶ᖹᆒ㝆Ỉ㔞ᑐ㤿ᾏᓙすỈ㐨࠾ࡅࡿሷศኚࡢࣛࢢ┦㛵ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ
ᮾࢩࢼᾏᇦࡢ㝆Ỉࡀࠊ࠾ࡼࡑ 1 ࣧ᭶࡛ᑐ㤿ᾏᓙࡢሷศపୗࢆࡶࡓࡽࡋ㸦ᅗ㸲㸧
ࠊ2 ࣧ᭶ࣛࢢࡢ┦
㛵ࡣᙅࡗࡓࠋ㛗Ụὶ㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᾏୖ㝆Ỉ㔞ࡶࠊᑐ㤿ᾏᓙ⾲ᒙࡢሷศኚᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸
ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

ᲫᲨ8 உƷר൦ภӏƼ්ᡮƷൔ᠋Შ್᠆ƸዾࡇᲦጏ᠆ᲢᲣƸ൦ภᲦጏ᠆ᲢӫᲣƸ්ᡮᲢᚇยȩǤȳƴႺ
ʩƢǔЎᲣǛᘙƢᲨ

ᲬᲨ൦ภƷȑȯȸǹȚǯȈȫᲢЎ̬܍Უ
Შ್᠆Ƹԗඬૠ [CPD]Ღጏ᠆ƸҤ҅ǰȪȃȉᲦǫȩȸǹǱȸȫᲢݣ
ૠ࢟ࡸᲣƸȑȯȸ[é2day-2]ǛᘙƢᲨ

−

−

ᲭᲨطЎƷȑȯȸǹȚǯȈȫᲢЎ̬܍Უ
Შ

ᲮᲨிǢǸǢ؏ƴƓƚǔஉרᨀ൦Ʊݣᬔෙᙱ൦ᢊƷطЎ҄٭Ʒ 1 ȵஉȩǰ

−

−

−

−

ൻቇ䊃䊧䊷䉰䊷䉕↪䈇䈢ᣣᧄᶏ᳓႙᭴ㅧ䈫ᷓጀᓴⅣ㩷
㩷
ንጊᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼㩷 ᒛ㩷 ഹ㩷
㩷
⋡㩷 ⊛㩷
⇇䈱ᶏᵗ䈮䈍䈔䉎േᘒ䉇ᓴⅣ䈱䊜䉦䊆䉵䊛䋬ᄢ᳇䈫ᶏᵗ䈱⋧↪䉕⸃䈜䉎䈢䉄䈮䈲䋬⇇
䈱ᶏᵗᄢᓴⅣ䈫ห᭽䈱േᘒ䉕ᜬ䈧ᣣᧄᶏ䈏ᩰᅢ䈱䊐䉞䊷䊦䊄䈪䈅䉎䇯ᚒ䇱䈲䋬ᣣᧄᶏ䈮䈍䈔䉎᳓႙
᭴ㅧ⸃䉇䋬ᷓጀᶏᵗᓴⅣ䈱㚟േജ䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉎ᴉ䉂ㄟ䉂᳓䈮䈧䈇䈩⎇ⓥ䉕ⴕ䈦䈩䈐䈢䇯․䈮䋬
ṁሽ㉄⚛䊶Ꮧ㘃ర⚛䈭䈬䈱Ớᐲ䉕↪䈇ᣣᧄᶏ䈱ᐢၞ䈮䈍䈇䈩䊙䉾䊏䊮䉫䉕ⴕ䈇䋬ᴉ䉂ㄟ䉂᳓㊂䈱
ផቯ䉕ⴕ䈦䈢䇯৻ᣇ䋬Ꮧ㘃ర⚛Ớᐲ╬䈱ⶄวဳൻቇ䊃䊧䊷䉰䊷䈲᳓႙䉕․ᓽ䈨䈔䉎↪ᕈ䈏㜞䈒䋬
ᢅᗵ䈮᳓႙ಽ䈏䈪䈐䉎㕙䋬⍴ᤨ㑆䊶ᐢ▸࿐⺞ᩏ䈮䉋䉎⼏⺰䈻䈱ዷ㐿䈮䈲ਇะ䈐䈪䈅䉍䋬ᤨⓨ㑆
⊛ᄌൻ䉕ᝒ䈋䉎᷹ⷰ䈮䉅ᔕ↪䈏㔍䈚䈇䇯㩷
ᧄ⎇ⓥ⺖㗴䈱ㆀⴕ䈮䈲䋬‛ℂ䊂䊷䉺䈫䊥䊮䉪䈘䈞䈩⸃ᨆ䈜䉎ᔅⷐᕈ䈎䉌䋬ᣣᧄᶏ䈱ᶏᵗ‛ℂ᭴ㅧ
䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䉕♖ജ⊛䈮ⴕ䈇䋬⼾ን䈭⚻㛎䉕䉅䈧Ꮊᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ䈫䈱ห⎇ⓥ䉕ታᣉ䈚
䈢䇯㩷
㩷
⎇ⓥᣇᴺ䈱⚦㩷
㪈㪅ᣣᧄᶏ䈱ᶏ᳓⹜ᢱណข䈫䈠䈱ൻቇಽᨆ㩷
㪸㪀㩷 ᣣᧄᶏ䈮䈍䈇䈩ᶏ᳓⹜ᢱ䈱ណข䉕ⴕ䈇䋬Ⴎ㩷
ಽ䊶ᩕ㙃Ⴎ╬䊦䊷䉼䊮ಽᨆ䉕ⴕ䈉䇯㩷
㪹㪀㩷 ㉄⚛หᲧ䈶ṁሽᘒᏗ㘃ర⚛䈱Ớ㩷
ᐲ䉕᷹ቯ䈜䉎㩷
㪉㪅ᣣᧄᶏ䈮䈍䈔䉎⚦䈭᳓႙⸃ᨆ䈫䈠䈱ᄌേ䈱⸃
㩷
㩷 㪸㪀㩷 ൻቇಽᨆ䊂䊷䉺䈎䉌䋬ᣣᧄᶏ䈱᳓႙᭴ㅧ䈫㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
KH10-02 Leg.1
KH10-02 Leg.2
KH10-02 Leg.3
KT10-27

ጀḮ᳓䈱ᷙว⁁ᴫ䉕ᛠី䈚䋬⒖ᵹ᳓䈱ᵹ㩷
⚻〝䉅⠨ኤ䈜䉎㩷
㪹㪀㩷 ൻቇಽᨆ䊂䊷䉺䈮䋬ᵹㅦ⸘䈎䉌ᓧ䉌䉏䈢䊂䊷䉺
䈫⚵䉂ว䉒䈞䋬䉋䉍⚦䈭᳓႙⸃ᨆ䈫䈠䈱ᄌേ⸃

⦂ ᧪゛⦮櫭䞷䀆㻃峵㠨ቑ㘰♥䍈

䉕ⴕ䈉䇯㩷
㩷
⚿ᨐ䈶⠨ኤ㩷

ᧄᐕᐲ䈲䇮⊕㡅ਣ 㪢㪟㪄㪈㪇㪄㪉 ᰴ⥶ᶏ䇮᷆㕍ਣ 㪢㪫㪄㪈㪇㪄㪉㪎 ᰴ䈫 㪢㪫㪄㪈㪈㪄㪈㪐 ᰴ⥶ᶏ䈱᷹ⷰ䊂䊷䉺䈮ว
䉒䈞䇮ṁሽ㉄⚛䊶ṁሽᏗ㘃ర⚛䈱Ớᐲ䋬ᣣᧄᶏ᧲ㇱᶏၞ䈱ᷓጀᓴⅣ䈍䉋䈶᳓႙᭴ㅧ䈱⚦⸃ᨆ
䉕⹜䉂䈢䇯㩷
㪢㪟㪄㪈㪇㪄㪉 䈱 㪚㪫㪛㪦 ᷹ⷰ㩿㪍㪋 ᷹ὐ㪀䉋䉍䇮᧲ㇱᣣᧄᶏోၞ䈮䈍䈔䉎 㪛㪦 䈱䊙䉾䊏䊮䉫䉕ⴕ䈦䈢䇯ᶏ᳓䈲䇮
╬ኒᐲ㕙䈮ᴪ䈦䈩⒖ᵹ䈚䉇䈜䈇䈖䈫䈎䉌䇮㫊㫀㪾㫄㪸㪄㫋㩷㪔㩷㪉㪎㪅㪉㪇 એ䈱╬ኒᐲ㕙䈪䈱 㪛㪦 ಽᏓ࿑䉕ᚑ
䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮ᣣᧄᶏ⋆䈪䈲 㪛㪦 Ớᐲ䈏㜞䈒㩿ᦨᄢ⚂ 㪊㪉㪈㫫㪤㪀䇮ᄢᶏ⋆䈪ዊ䈘䈒䈭䉎㩿ᦨዊ⚂ 㪉㪇㪇㫫㪤㪀

−

−

䈖䈫䈏䉒䈎䈦䈢䇯䈖䉏䉋䉍䇮ᄢᶏ⋆ᷓጀ䈱
㪛㪦 䈲䇮ᣣᧄᶏ⋆䈎䉌ଏ⛎䈘䉏䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌

CR55

䉏䈢䇯ᣣᧄᶏ⋆᧲ㇱ䈮䈍䈇䈩䇮᷹ⷰὐ 㪚㪩㪌㪌

St.A

䈫 㪪㫋㪅㪘 䈱᳓ᷓ 㪉㪇㪇䌾㪈㪇㪇㪇㫄 䈪 㪛㪦 ᭂᄢጀ䉕
ᷓጀ

⏕䈚䈢䇯ਔ᷹ⷰὐ䈱Ꮧ㘃ర⚛Ớᐲ䉕䉥
䊷䉴䊃䊤䊥䉝ᐔဋ㗁ጤ䋨㪧㪘㪘㪪䋩䈪ⷙᩰൻ䈚䈢䊌
䉺䊷䊮㩿࿑䋲㪀䈏㘃ૃ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮ห৻
Ḯ䈱ᶏ᳓䈫⠨䈋䉌䉏䈢䇯シᏗ㘃ర⚛䈱 㪈 䈧
䈪䈅䉎 㪚㪼 䈲䇮ᶏ᳓ਛ䈱☸ሶ䈻ๆ⌕䇮㒰䈘

㕙ᶏ᳓

ጀ

䉏䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᧄ᧪ᶏ᳓䈮䉁䉏䉎Ớᐲ䉋䉍
䉅ዊ䈘䈒䈭䉎⽶⇣Ᏹ㩿㪁㪚㪼㪑㪘㫅㫆㫄㪸㫃㫐㩷 㪀䈏↢䈛䉎䇯 ⦂ ᧪檐⼸ቊ尞㫋ሺቂ㡴㦻䀆峵㠨䀆㻃ቑ゛⦮櫭ኮኜዙዐ
䈖䈱㪁㪚㪼 䈎䉌䇮ᶏ᳓ਛ䈱☸ሶ䈱ᓇ㗀⹏ଔ䈜䉎
䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㪁㪚㪼 䈲䇮৻⥸⊛䈮ጀ᳓䈪ᦨ

'2>PO/@#VLJPDW  'HSWK P 

䉅ዊ䈘䈒䇮᳓ᷓ䈏ᷓ䈒䈭䉎䈮䈧䉏䈩㩿ṛ⇐ᤨ㑆
䈏㐳䈇㪀ᄢ䈐䈒䈭䉎䇯㪛㪦 ᭂᄢጀ䈱ᶏ᳓䈲䇮
㪁

㪚㪼 䈏ዊ䈘䈒䇮ጀ᳓䈫㘃ૃ䈚䈢୯䈪䈅䉎䈖䈫

䈎䉌䇮ᣣᧄᶏർㇱᶏၞ䈪ᴉ䉂ㄟ䉖䈣ጀ᳓
䈏Ḯ䈪䈅䉎䈫␜ໂ䈘䉏䉎䇯ᷓጀ᳓ᒻᚑၞ
ઃㄭ䈮䈍䈔䉎ጀ᳓䇮䈍䉋䈶Ყセኻ⽎ᶏ᳓
ㄭற䈱㉄⚛ᭂᄢ䉕␜䈘䈭䈇ᶏၞ䈮䈍䈔䉎ห
ኒᐲ䈱ᶏ᳓䈱Ꮧ㘃ర⚛䊌䉺䊷䊮䉕↪䈇䈩䇮
ฦ᳓႙䈱ጀ᳓Ḯഀว䉕▚䈚䈢䇯䈠䈱
⚿ᨐ䇮㪚㪩㪌㪌䇮㪪㫋㪅㪘 䈱Ḯ䈲䇮䈠䉏䈡䉏ᦨᄢ
㪋㪍㩼䇮㪋㪈㩼䈏ጀ᳓Ḯ䈪䈅䉎䈖䈫䈏䉒䈎䈦䈢䇯
ห᭽䈮䇮ઁ䈱᷹ⷰὐ䈮䈍䈔䉎᳓႙䈱ጀ᳓
Ḯഀว䉕▚䈚䈢䇯䉁䈢䇮㪪㫋㪅㪘 䈱᷹ⷰ䈲
㪚㪩㪌㪌 䈱⚂ 㪌 䉦ᓟ䈮ⴕ䉒䉏䈢䇯ਔ᳓႙䈏ห
৻Ḯ䉕䉅䈧䈖䈫䈎䉌䇮㪚㪩㪌㪌 䈎䉌 㪪㫋㪅㪘 䈻ᣣ
ᧄᶏ⋆ᄖ✼䈮ᴪ䈦䈩 㪈㪅㪍䌾㪈㪅㪏㪺㫄㪆㫊 䈱ㅦ䈘䈪

⦂ ᧪嫷⻳怆䄟━⚗ዘ㿐⏴俛恾⦂

⒖േ䈚䈢䈫ផ▚䈪䈐䉎䇯ጀ᳓Ḯഀว䈏
ᄢ䈐䈇᷹ⷰὐ䈏ᵹ⚻〝䈮䈅䉎䈫⠨䈋䇮㪛㪦 ᳓ᐔಽᏓ࿑䈻Ḯഀว䉕⸥タ䈚䇮ᣣᧄᶏᷓጀᶏ᳓ᓴ
Ⅳ䈱⒖ᵹ⚻〝࿑䉕ᚑ䈚䈢㩿࿑ 㪊㪀䇯㩷
㩷
ᚑᨐႎ๔㩷
㩷 䇱ᧁବᰴ䋬ᒛഹ䋬ජᚻᥓ᥍䋬᧻㊁ஜ䋬ṁሽ㉄⚛䊶Ꮧ㘃ర⚛ಽᏓ䈎䉌䉂䉎ᣣᧄᶏᶏ᳓ᓴⅣ䈫᳓
႙᭴ㅧ䈱⚦䋬㪉㪇㪈㪈 ᐕ⑺ቄᣣᧄᶏᵗቇળ䋬䋹䋬ጟ㩷
䇱ᧁବᰴ䋬ᒛഹ䋬ජᚻᥓ᥍䋬᧻㊁ஜ䋬ṁሽ㉄⚛䊶Ꮧ㘃ర⚛ಽᏓ䈎䉌䉂䉎ᣣᧄᶏᶏ᳓ᓴⅣ䈫᳓
႙᭴ㅧ䈱⚦䋬㪉㪇㪈㪉 ᐕ 㪞㪜㪦㪫㪩㪘㪚㪜㪪 䉲䊮䊘䉳䉡䊛䋬㪊 䋬ජ⪲㩷

−

−

ᒻࠍ
ᒻ ࠍ વߔࠆ
વ ߔࠆ㕖✢ᒻౝㇱᵄ
ߔࠆ 㕖✢ᒻౝㇱᵄߩ
㕖✢ᒻౝㇱᵄ ߩ ᐔ㕙 2 ᰴరᢙ୯⸃ᨆߦࠃࠆ
ᰴరᢙ୯⸃ᨆ ߦࠃࠆ⎇ⓥ
ߦࠃࠆ ⎇ⓥ
⎇ⓥઍ⠪ 㣮ఽፉᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ ᩑᴧᄥ㇢
⎇ⓥߩ
⎇ⓥߩ ⋡⊛
ㄞᎹࠄߪ㧘2 ጀᵹߦ߅ߌࠆᒙ㕖✢ᒻᒙಽᢔࡕ࠺࡞ࠍ↪ߡቅ┙ᵄߩ 2 ᰴర⋧↪
ߩᢙ୯⸃ᨆࠍⴕߥ㧘ೋᦼߩቅ┙ᵄߩᝄߩ 4 ࠍ߃ࠆࠃ߁ߥᣂߒᵄߩ↢ᚑ߇ߎࠅᓧࠆ
ߎߣࠍ␜ߒߚ㧚ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ᵄߩ㕖✢ᒻᕈಽᢔᕈ߇ߦᒝౝㇱᵄߦኻߒߡ߽ߘߩࠃ߁ߥ
⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇࠆ߆ߤ߁߆ਇߢࠅ㧘ᦝߦ㧘ᐩ㕙ᒻ߇ⓨ㑆⊛ߦᄌൻߒߡࠆ႐วߩౝㇱᵄߩ
㕖✢ᒻേߦ㑐ߒߡߪ㧘ᧂ⸃ߥὐ߇ᄙ㧚ߘߎߢ㧘ᩑᴧ߇ዉߒߚᄌಽᴺߦࠃࠆᣇ⒟ᑼ♽ߦ
ၮߠߊᢙ୯ࡕ࠺࡞ࠍㆡ↪ߒ㧘ౝㇱᵄߩ㕖✢ᒻᕈಽᢔᕈࠍචಽߦ⠨ᘦߒߡ㧘ᐩ㕙ᒻߩᓇ㗀ࠍ
ฃߌߥ߇ࠄવߔࠆ㕙ᵄ߮ౝㇱᵄߩ 1 ᰴర㧘߹ߚߪ㧘2 ᰴర⊛േࠍᢙ୯⸃ᨆ⊛ߦ⎇ⓥߔ
ࠆ㧚ᒝ㕖✢ᒻᢙ୯ࡕ࠺࡞ߩࡌࠬࠍ㐿⊒ߒߡ߈ߚᩑᴧਛጊࠣ࡞ࡊߣ㧘ㄞᎹࠣ࡞ࡊߣ
߇දജߒߡߎߩ㗴ߩ⸃ߦߚࠈ߁ߣߔࠆߩ߇㧘ᧄห⎇ⓥߩ⋡⊛ߢࠆ㧚
ㆊߩห⎇ⓥߦ߅ߡ㧘߹ߕ㧘ᐔᚑ 19 ᐕᐲߦ㧘⸘▚ᚻᴺߩᬌ⸛߮ 1 ᰴరᵄേࠍኻ⽎ߣߒ
ߚᢙ୯ࡕ࠺࡞ߩ㐿⊒ࠍⴕߥߞߚ㧚ᰴߦ㧘ᐔᚑ 20 ᐕᐲߦ㧘ᐔ㕙 2 ᰴర㗴ࠍኻ⽎ߣߒߚᢙ୯ࡕ࠺
࡞ࠍ㐿⊒ߒߚ㧚ߘߒߡ㧘ᐔᚑ 21㨪22 ᐕᐲߦ߅ߡ㧘ቅ┙ᵄ⸃ࠍೋᦼ᧦ઙߣߒߡᢙ୯ࡕ࠺࡞ߦዉ
ߒ㧘1 ᰴర႐ߦ߅ߌࠆ㧘ẜႇ߿ᢳ㕙ࠍવߔࠆౝㇱᵄߩᢙ୯⸃ᨆࠍⴕߥߞߚ㧚ᧄᐕᐲߪ㧘
ᐔ㕙 2 ᰴర႐ࠍኻ⽎ߣߒ㧘ᒻߩફ߿ᶋߩሽߣߞߚ᭽᧦ߥޘઙߦ߅ߌࠆ㕙ᵄ߮ౝ
ㇱᵄߩ 1 ᰴర⊛㧘߹ߚߪ㧘2 ᰴర⊛േߦ㑐ߒߡ⎇ⓥߔࠆ㧚
⎇ⓥߩ
⎇ⓥ ߩ ᣇᴺ
ౕ⊛ߦߪ㧘reef ߿ bump ╬ࠍᒻࠍㅴⴕߔࠆ㕙ᵄ߮ౝㇱᵄ߿㧘ᐔ㕙 2 ᰴర႐ߢ
⋧ᐓᷤߔࠆౝㇱᵄ╬ࠍኻ⽎ߣߒ㧘ᰴߩฦ㗄ࠍ⋡⊛ߣߒߡ⎇ⓥࠍㅴࠆ㧚
(1) ೋᦼ୯ߦ⸃ᨆ⸃ࠍ↪ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ㒢ᝄߩ႐วߦኻߒߡ㧘ᩑᴧߩᣇᴺߦᴪߞߚᒻ
ߦᎹ߇ᦠ߈⋥ߒߚቅ┙ᵄߩ 3 ᰴℂ⺰⸃ࠍ 2 ᰴరᵄേ႐ߢਈ߃ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆ㧚
(2) ᩑᴧߩᣇᴺߢߪ㧘㋦⋥ಽᏓ㑐ᢙࠍㆡಾߦㆬᛯߔࠆᔅⷐ߇ࠆ߇㧘ฦᒻ․ᕈߦᔕߓߡ♖ᐲ
ࠃߊല₸⊛ߦ⸘▚ࠍㅴࠄࠇࠆࠃ߁ߥಽᏓ㑐ᢙࠍߔ㧚
(3) ฦ⒳ᐩ㕙ᒻߣ㧘㕙ᵄౝㇱᵄߩേߣߩ㑐ଥߦߟߡ㧘ᢙ୯⸃ᨆࠍㅢߒߡ⺞ߴࠆ㧚ߘ
ߩ㓙ߦ㧘㕙ᵄౝㇱᵄߩᵄᒻߣᵹㅦߩᄌൻࠍㅊ〔ߒ㧘ᵄߩ㕖✢ᒻᕈ߮ಽᢔᕈߦଐሽߔ
ࠆવ․ᕈࠍࠄ߆ߦߔࠆ㧚߹ߚ㧘ⶄᢙߩౝㇱᵄߩᏅߦ㑐ߒߡ㧘ᢙ୯ታ㛎ࠍⴕߥ߁㧚
(4) ᧦ઙߦࠃߞߡߪ㧘ቢోߥ Euler ᣇ⒟ᑼߩઍࠊࠅߦ㧘㜞ᰴߩ㕖✢ᒻ㗄ࠍขࠅࠇߚ◲නൻߒߚ
ᣇ⒟ᑼࠍ↪ߡ⼏⺰ߢ߈ࠆน⢻ᕈ߇ࠆ㧚ߎߩℂ⺰⊛ࠕࡊࡠ࠴߽⹜ߺࠆ㧚
ߎࠇࠄߩฦᲑ㓏ߦ߅ߡ㧘ᢙ୯⸃ᨆ߿ℂ⺰ᑼߦ㑐ߔࠆࠍಽᜂߒ㧘⸘↹ߩㆀⴕߦߚࠆ㧚
ోࡔࡦࡃ߇⋥ធળ߁ᯏળࠍᜬߜ㧘⼏⺰ࠍⴕߥ߁㧚
ਥⷐߥ
ਥⷐ ߥ ᚑᨐ
ᧄ⎇ⓥߩਥⷐߥ⚿⺰ߪ㧘ᰴߩㅢࠅߢࠆ㧚
(1) ᐔ㕙 2 ᰴర႐ࠍኻ⽎ߣߒߚᢙ୯⸃ᨆߦ߅ߡ㧘Ꮕಽᩰሶߣᐔⴕߢߥ㏜㕙ო㕙ࠍᛒ߁ᔅⷐ
߇ࠆ႐ว㧘ቢోߩო㕙Ⴚ⇇ߢᴺ✢ᣇะᵹ᧤ࠍࡠߣߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧚ᧄᢙ୯ࡕ࠺࡞
ߦ߅ߡ㧘ߎࠇࠍታߔࠆႺ⇇᧦ઙߩਈ߃ᣇࠍឭ᩺ߒߚ㧚

−

−

(2) ᐔ㕙 2 ᰴర႐ࠍኻ⽎ߣߒ㧘3 ᰴࠝ࠳ߩౝㇱቅ┙ᵄ⸃ࠍೋᦼ᧦ઙߣߒߡਈ߃㧘2 ᣇะౝㇱ࠰
࠻ࡦᵄߩᐓᷤߦ㑐ߒߡᢙ୯⸃ᨆࠍⴕߥߞߚ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘ᐔ㕙 2 ᰴర႐ߦ߅ߌࠆౝㇱ࠰
࠻ࡦᵄߩᐓᷤߦ߁ stem ߩ⊒↢ࠍ⏕ߒ㧘KP ℂ⺰ߢ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߥჇ₸ 2 એߩ stem
ࠍౣߒߚ㧚
(3) ⭯᧼⁁ᶋ᭴ㅧ‛ߣ 1 ጀ㧘߹ߚߪ㧘2 ጀߩᵹߣߩ⋧ᐓᷤ㗴ߦኻߒߡᧄᢙ୯ࡕ࠺࡞ࠍ
ㆡ↪ߒ㧘ㅦᐲࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ߩዷ㐿㗄ᢙࠍ 2 એߣߔࠆߎߣߦࠃߞߡ㧘ᣢሽߩታ㛎୯ࠍ㜞
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乱流現象及び非平衡系の多様性と普遍性
研究代表者・吉田 恭（筑波大学数理物質科学研究科）

1 研究集会の開催目的
大気・海洋の流れ，プラズマ，工学的応用分野おける流れ，そして我々の身の回りの多くの流れは乱流である．これら多様な乱
流現象の物理的理解および応用的予測・制御のため，各分野で理論的解析・実験・観測・計算科学などの様々な手法で精力的に研
究されている．これら様々な分野で異なる手法を展開する研究者が，互いの情報を交換して議論を通して知識・問題意識を共有す
る場を設けることは，重要であると思われる．また，乱流が非平衡力学系の一典型であることを考えると，より幅広く様々な非平
衡系の研究者と乱流研究者が交流を持ち，その多様な視点をそれぞれの分野に導入し，またそれぞれの問題の背後にある普遍性を
探ることは，今後の乱流および非平衡系の研究の展開に有意義であると思われる．日本における国際会議やワークショップを見る
限り，このような機会は少ないのが現状だと思われる．本研究集会では，異分野での理論，数値計算，実験・観測など異なる方法
論の研究者が最新の知識を共有することにより，新たな知見を見いだすことを目的としたい．このような研究集会は，応用力学研
究所の共同研究集会として開催することが最適と考えられる．

2 プログラム
１１月１０日（木）
13:30–14:30 乱流における揺動応答関係

大信田 丈志（鳥取大工），大槻道夫（青学大理工），
後藤 晋 （岡大自然）
，中原明生（日大理工）
，松本 剛（京大理）
◦

14:50–15:20

植物の葉の集団：動的スケーリング則に従う拡大成長

15:20–15:50

乱流の大規模スケール揺らぎの対数正規性に関するモデル

16:10–16:40

一様定常乱流の統計性における高分子の影響

16:40–17:10

テイラークエット流れにおける高分子の影響

小山耕平（石川県立大生物資源）
，日高芳樹（九大工）
松本 剛（京大理），高岡正憲 (同大理工)
杉本大輝，渡邊 威，後藤俊幸（名工大）
金 相佑，渡邊 威，後藤俊幸（名工大）

１１月１１日（金）
9:30–10:00 平均場と乱流磁気リコネクション

横井喜充（東大生研）

10:00–10:30

回転球殻内の Boussinesq 熱対流問題の安定性と分岐構造及び熱対流が両側球に及ぼす影響

10:50–11:50

超水滴法による雲形成と降水の精密シミュレーション

木村恵二，竹広真一，山田道夫（京大数解研）

島 伸一郎（兵庫県立大），長谷川 晃一（中電 CTI）
，S. Arabas (Univ. Warsaw)，草野完也（名大 STE 研）

13:30–14:30

非線形 Schrödinger 方程式が記述する世界—変分構造，特異点，基底状態—

14:50–15:20

量子流体乱流の完結近似に向けて

名和範人（阪大基礎工）

吉田 恭，有光敏彦（筑波大数理）

15:20–15:50

3 次元電磁流体乱流における 4/5 則の検証

16:10–16:40

平板乱流境界層における Reθ が小さいときの平均速度分布の対数領域に関する考察

芳松克則（名大工）

和田裕貴（名大工）
，後藤克基，吉田 潤，川島英幹（海技研），辻 義之（名大工）

16:40–17:10

高レイノルズ数平行平板間乱流 DNS における小スケール統計

森下浩二，石原 卓（名大工，JST CREST）
，金田行雄（名大工）

１１月１２日（土）
9:30–10:00 n ヘプタンの簡略反応モデルを用いた乱流中の自己着火現象の直接数値計算

10:00–10:30

渦流の 3 次元不安定性に対するハミルトニアン分岐理論
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生田博也，石原 卓（名大工），寺地 淳（日産自動車）
福本康秀（九大 MI 研）
，彌榮洋一（九大 ITP）

10:50–11:50

南部-ゴールドストーン・モードの関与した時空カオス—ソフトモード乱流—

13:00–13:30

非双曲性と拡大率スペクトル

13:30–14:00

少数自由度カオス系の時間相関関数の構造

14:00–14:30

AC トラップにおける少数帯電微粒子の配置の安定性

日高芳樹（九大工）

宮崎修次（京大情）
，小林 幹（合原最先端数理モデルプロジェクト），松井克仁（京大情）
富永広貴（佐賀大医）
，森肇（九大応力研），

石崎龍二（福岡県立大人社）
， 森 信之（九州看護福祉大），黒木昌一（福岡女子大）
石崎龍二（福岡県立大人社）
，秦 浩起（鹿大理），庄司 多津男，古田洋輔（名大工）

3 講演内容の概要
乱流における揺動応答関係

トルクの変化で評価した．

２時刻相関関数と応答関数の比例関係を揺動応答関係（ＦＲ

分子による外力項を加えた式を用いた．高分子の計算にはダン

大信田 丈志，大槻道夫，後藤 晋，中原明生，松本 剛

流れ場の計算は非圧縮性 Navier–Stokes 方程式の右辺に高
ベルモデルの高分子の重心ベクトルと末端間ベクトルの時間発

Ｒ）とよぶ．直接相互作用近似（ＤＩＡ）をはじめとする乱流

展の式を用いた．これらの式から計算された個々の高分子から

の統計理論では，速度ゆらぎに対するＦＲＲが重要な役割を演

ストレス場を求め，流れ場に反映させた．

じてきた．しかし現実の乱流やシェルモデル乱流におけるＦＲ

上述した方法で数値計算を行った結果，流体に薄い濃度の高

Ｒの成否，あるいはその破れの定量化は明らかではない．講演
ではこの問題に関する最近の進展を報告した．

分子を添加することで内側円筒の表面上でのトルクが減少し

植物の葉の集団：動的スケーリング則に従う拡大成長

変わった．しかし本研究では高分子の濃度による違いは見られ

た．特に，Wi (Weissenberg number) の値によって高分子の
運動が変わり，その影響で流れ場と円筒表面のトルク減少率が
なかった．高分子は流れの不安定性にも影響を及ぼしたが，実

小山耕平，日高芳樹

験の結果とは異なったのでその原因の究明と計算手法の改良が

草本ウバユリの葉の集団に於いて動的スケーリング則が観測さ

必要である．

れた．個葉の大きさの個体内分布関数を適当に正規化すると，
異なる大きさの個体の関数が１つに重なった．また，個体葉面
積は個体葉数のべき関数であった．

平均場と乱流磁気リコネクション
横井喜充

乱流の大規模スケール揺らぎの対数正規性に関するモデル

磁気リコネクションは最も重要な電磁流体現象のひとつであ

松本 剛，高岡正憲

る．当初のモデルでは十分なリコネクション率を達成できず，
太陽表面での磁気リコネクションの説明が困難である．このた

毛利ら (2006, 2008, 2009) の風洞実験によって乱流速度，速

め，さまざまな改良モデルが提案されてきた．そのひとつに乱

度差の 2 乗の粗視化量が，相関長程度の粗視化スケールの下で

流リコネクションがあるが，その理論は必ずしも整備されては

対数正規分布に従うことが見出されている．この大規模スケー

いない．本研究では，大局的な速度や磁場の構造が乱流の統計

ルでの対数正規性を Ornstein-Uhlenbeck 過程を用いてモデル

的性質を決めるという立場からリコネクション現象を捉え，乱

化して解析した結果を報告する．

流によって効率的なリコネクションが生じる条件を考察する．
リコネク ション周りには，クロス・ヘリシティが四重極的に分

一様定常乱流の統計性における高分子の影響

布し，結果としてリコネクションの生じる領域が局在し，効率

杉本大輝，渡邊 威，後藤俊幸

的なリコネクションが生じることが示される．

多数のダンベルモデルを一様定常乱流中に分散させた直接数
値シミュレーションを試みた．エネルギースペクトルや速度勾

回転球殻内の Boussinesq 熱対流問題の安定性と分岐構造及

配，流体粒子の加速度の確率密度関数の振る舞いが高分子の存

び熱対流が両側球に及ぼす影響

在によってどのような影響を受けるかを議論した．

木村恵二，竹広真一，山田道夫
回転球殻内の Boussinesq 熱対流問題について，臨界点から分

テイラークエット流れにおける高分子の影響

岐する，経度方向に伝播する定常進行波を Newton 法によって

金 相佑，渡邊 威，後藤俊幸

求め，その安定領域を定めた．またこの定常進行波が両側球面

本研究では同心 2 円筒間の流体に鎖状高分子を添加した場合の

に及ぼすトルクを計算し，その大きさは内側球の回転角速度を

不安定性や乱流状態の変化を，流れとダンベルモデルによる多

変化させるのに十分な大きさであることを見出した．さらに両

数の高分子の直接シミュレーションにより解析する．特に，流

側球がトルクを受けて三軸回転するモデルを構築し数値計算を

体の中の個々の高分子の運動を並列計算を用いて直接計算し，

行った結果，臨界点から分岐する定常進行波の安定領域および

高分子が流れに及ぼす影響を流れの可視化と内側円筒表面での

熱対流パターンは両側球が同期回転する場合とほとんど変化が
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ないが，Rayleigh 数を増大させると定常進行波が不安定化し，

し，クラウザー線図法を用いて局所抵抗係数を求めた．その結

内側球と外側球の回転軸が同方向の状態から有意な角度をもつ

果と Chauhan らによって示されている Composite Proﬁle を

状態へと遷移することを見出した．

用いて求めた局所抵抗係数，DNS による結果および先行研究
データとの比較を行った．それにより準対数領域の定義，およ
びクラウザー線図法に用いることの妥当性を検証した．そして

超水滴法による雲形成と降水の精密シミュレーション
島 伸一郎，長谷川 晃一，S. Arabas，草野完也

準対数領域の範囲を明らかにし，境界層パラメータとの関係を
示した．また，対数則におけるカルマン定数と切片定数の組み

雲の精密なシミュレーションは気象学・気候学的に重要な課題

合わせについても検証した．

である．特に，エアロゾルの振る舞い等を表す雲微物理過程が
複雑で難しい．我々は超水滴法という， 粒子法による， 確率

高レイノルズ数平行平板間乱流 DNS における小スケール統計

的な雲微物理モデルを開発した．比較的少ない計算コストで正

森下浩二，石原 卓，金田行雄

確に雲の振舞いを数値計算できると考えられる．

高レイノルズ数平行平板間乱流の直接数値シミュレーション
（壁摩擦速度に基づくレイノルズ数 Reτ = 2560）を用いて，対

非線形 Schrödinger 方程式が記述する世界—変分構造，特

数領域における小スケールの統計（エネルギースペクトル）に

異点，基底状態—

ついて調べた結果を報告する．

名和範人

非線形 Schrödinger 方程式は，物理・工学などの様々な分野

n ヘプタンの簡略反応モデルを用いた乱流中の自己着火現象の

で現象のモデル方程式として登場する：非線形光学のレーザー

直接数値計算

ビームの自己集束 (Kerr 効果) のモデルや， Bose-Einstein 凝
縮を記述する Gross-Pitaevskii 方程式として知られる．この

生田博也，石原 卓，寺地 淳

方程式は様々な解を持つが，とりわけ，定在波解の中でも最小

本研究では，n ヘプタンの自己着火過程 (着火前の温度上昇を

な「作用」をもつ基底状態と呼ばれる解が，解全体の構造と深

伴う低温酸化反応) における化学反応・乱流の相互作用，及び

い関わりを持って現れる．この講演では，基底状態を定める変

温度分布の変化を，簡略化学反応モデルを用いた直接数値計算

分構造と，その（メタ）安定／不安定性について特異点生成の

により調べた結果について報告する．

観点も交えて概観する．
渦流の 3 次元不安定性に対するハミルトニアン分岐理論

量子流体乱流の完結近似に向けて

福本康秀，彌榮洋一

吉田 恭，有光敏彦

楕円形にひずんだ流線をもつ回転流の線形不安定性は縮退する

液体ヘリウムの超流動成分やボーズ凝縮体のような量子流体乱

2 個の Kelvin 波のパラメータ共鳴で，ハミルトニアンホップ

流は適切な近似のもと Gross-Pitaevskii 方程式に従う．講演

分岐を起こして新たな 状態に移行する．弱非線形安定性を調

者が先に行った GP 方程式の数値シミュレーションで得られた

べるとき，オイラー的記述の枠内では，Kelvin 波の非線形相

エネルギースペクトルを説明する完結近似の試みについて解説

互作用によって誘導される平均流を完全に決め ることができ

する．

ない．ラグランジュ変数を用いて渦なし撹乱に制限することに
よって，Kelvin 波が誘導する平均流をあいまいさ無く決める
ことがで きる．これをとっかかりとして Kelvin 波の弱非線形

3 次元電磁流体乱流における 4/5 則の検証

振幅方程式を導き，それがハミルトンの正準形式になることを

芳松克則

示す．

3 次元電磁流体乱流の 3 次構造関数に関する 4/5 則を，大規模
直接数値計算データを用いて検証した．カルマン・ハワース方

南部-ゴールドストーン・モードの関与した時空カオス—ソフ

程式を 3 次元一様非等方乱流に対して一般化し，外力の影響，

トモード乱流—

粘性散逸の影響，並びに，非等方性が 4/5 則に与える影響を定
量的に調べた．非等方性の影響が，電気伝導性ない流体の乱流

日高芳樹

に比べ，強いことが分かった．

液晶を電極に対して垂直に配向させた Homeotropic 系では，
連続回転対称性の自発的破れに伴う南部-ゴールドストーン・
モードと電場による対流の相互作用によって，対流発生と同

平板乱流境界層における Reθ が小さいときの平均速度分布の

時に時空カオス「ソフトモード乱流」が生じる．これまでの液

対数領域に関する考察

晶電気対流では，液晶配向を異方的で静的な媒質と見なして

和田裕貴，後藤克基，吉田 潤，川島英幹，辻 義之

きたが，ソフトモード乱流の発見によって，配向自体が対流と

圧力勾配のない平板乱流境界層における平均速度分布におい

相互作用してダイナミクスを示すことが明らかとなった．ま

て，Reθ が小さいときには明確な対数領域が現れないとされて

た，印加電圧の周波数の変化によって，長距離秩序をもたない

ファー領域と後流領域との間の直線領域を準対数領域と定義

序―無秩序転移が生じることや，対流場と配向場の相互作用に

いる．そこで，1100 ＜ Reθ ＜ 6010 において実験を行い，バッ

Oblique Rolls から，長距離秩序をもつ Normal Rolls への秩

3

−

−

おける対称性の破れに伴う線状欠陥（Black Line）が存在する
ことなどのソフトモード乱流の性質を紹介する．

AC トラップにおける少数帯電微粒子の配置の安定性
石崎龍二，秦 浩起，庄司 多津男，古田洋輔

非双曲性と拡大率スペクトル

帯電微粒子を交流電場によって閉じ込める実験において，少数

宮崎修次，小林 幹，松井克仁

個の帯電微粒子の運動には，秩序のある結晶配置や乱れたカオ

安定多様体と不安定多様体が接する非双曲性が局所軌道拡大

ス状態が観測される．私たちは，こうした実験結果を非線形力

率（有限時間リヤプノフ指数）のレート関数をはじめとする大

学系の観点から理解するために，理論および数値実験を進めて

偏差統計関数に非解析性（q 相転移）をもたらすことが知られ

いる．

ている．近年，Covariant Lyapunov Vector (CLV) を用いた

１粒子の運動については，散逸項を加えた Mathieu 方程式

ローレンツ系の双曲領域と非双曲領域の区別がなされたが，こ

を拡張した数理モデルにより，固定点が不安定化すると安定

れらの先行研究との比較検討を行いたい．また，藤坂は大偏差

周期運動を，更に，安定周期運動からカオスが生じることがわ

統計関数に現れる母関数を二時間相関関数に見立て，射影演算

かった．特に，カオスが発生するパラメータ領域では，カオス

子法を用いた大偏差統計関数の数値解析法を提案したが，これ

により確率的に回転方向が変わる，回転方向の拡散運動が発生

についても具体例を用いて議論したい．

することがわかった．２粒子の帯電粒子の運動は，線形安定性
解析により，重心は静止し，相対運動には交流電場による強制
振動，そしてカオスが発生することを示した．３粒子の帯電粒

少数自由度カオス系の時間相関関数の構造

子の運動では，重心は静止し，３つの粒子が三角形配置をとる

富永広貴，森肇，石崎龍二，森 信之，黒木昌一

安定配置をとり，交流電場による周期で強制振動をする．線形

少数自由度カオス力学系にはカオスの２重性を反映した構造

安定性解析により，カオスが起きるパラメータ領域を特定し

が時間相関関数に現れるが，その長時間領域における構造は系

た．カオスが発生する場合，三角形配置のまわりでカオス的に

の特性時間と記憶関数の特性時間との関係で exponential 型，

揺らぐカオス，そして配置転換を間欠的に起こすカオスがある

stretched exponential 型，べき型の減衰を示すことが考えら

ことが数値計算によりわかった．

れる．

4 開催日程，場所
開催日程

2011 年 11 月 10 日（木）– 11 月 12 日（土）

開催場所

九州大学応用力学研究所西棟６階多目的研究交流室（W601 号室）

講演数

19 件
26 人

参加者数

4

−

−

−

−

−

−
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ࡢୖ࡛⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ேᕤ⾨ᫍࡼࡿᏱᐂࡽࡢほ ࡣ㸪ᆅ⌫࣭ᝨᫍᇦ࡛ࡢᗈᇦ
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࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠸࡚㸪ᆅ⌫ὶయຊᏛࡣᩘ್ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡸ⾨ᫍほ ࡢཉ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋ⤫୍
ⓗ࡞⌮ゎࢆᚓࡿࡢ㸪㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺Ꮫၥ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲㞟ࡢ┠ⓗࡣ㸪」ᩘࡢศ㔝ࡢᆅ⌫ὶయຊᏛ
㛵㐃ࡋࡓ◊✲⪅ࡀ୍ᇽࡋ㸪┦᭱᪂ࡢሗࢆࡋ㸪᪂ࡋ࠸Ꮫၥࡢᒎ㛤ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

◊✲㞟ࡢ᪥࣭ሙᡤ
᪥ : 2011 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥㸦Ỉ㸧㹼12 ᭶ 15 ᪥㸦ᮌ㸧
 ሙ: ᕞᏛ⟃⣸࢟ࣕࣥࣃࢫ ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ ᮏ㤋㸱㝵

ㅮ⩏ᐊ

ㅮ₇ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

㸯㸰᭶㸯㸲᪥㸦Ỉ㸧
12:50-13:00 ௦⾲⪅ᣵᣜ

᪂㔝 ᏹ㸦ᮾிᏛ Ẽᾏὒ◊✲ᡤ㸧

13:00-13:25 ୕ᮧ ⏨ (ᮾᾏᏛ ᩍ㣴Ꮫ㒊)
༙⌫つᶍഴᅽᏳᐃἼືᐇ㦂࠾࠸࡚⌧ࢀࡿ୰❧ᝨᫍἼ
ᨺ≀㠃≧ᗏࢆᣢࡘࠊ༙⌫つᶍᅇ㌿Ỉᵴᐇ㦂⨨ࠊ㉥㐨࣭ᴟ㛫 ᗘᕪࢆຍ࠼ࡿ࠸࠺ࠊ
ഴᅽᏳᐃἼືᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊす㐍ᝨᫍἼືࡀ⌧ࢀࡿࠋࡇࡢす㐍ᝨᫍἼືࡀⓎ
⏕ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊ㉥㐨࣭ᴟ㛫 ᗘᕪࢆ୍ᐃಖࡕࠊ⣔ࡢᅇ㌿㏿ᗘࢆᴟࡵ࡚
ࡺࡗࡃࡾኚࡉࡏ࡚ࡺࡃ㐃⥆ኚᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㏿ᗘሙゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋす㐍ᝨᫍἼືࡢᮾ
すἼᩘࡀࠊ0 ࡽ 1ࠊ1 ࡽ 2ࠊ2 ࡽ 3 ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆ⤂ࡋࡓࠋ
13:25-13:50 Ώ㑔ಇ୍ࠊఀ㈡ၨኴࠊᶓ⏣⚈ࠊ᪂㔝ᏹࠊ୕⃝ಙᙪ(ᮾிᏛ Ẽᾏὒ◊✲ᡤ)
⟄ᐜჾෆ࡛ᅇ㌿ࡍࡿỈࡢ⾲㠃ࡢኚᙧࡑࡢᒚṔ⌧㇟
⟄ᐜჾỈࢆධࢀࠊᗏྲྀࡾࡅࡓ┙ࢆᅇ㌿ࡉࡏࡿࡇ࡛Ỉࢆ㥑ືࡍࡿ࠸࠺ᐊෆᐇ㦂
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ┙ࡢᅇ㌿ᩘࡀᑠࡉ࠸ࡁࡣỈ㠃ࡣ㍈ᑐ⛠࡛࠶ࡿࡀࠊࡁ࡞ᅇ㌿ᩘ࡛ࡣከゅᙧ
ࡢࣃࢱ-ࣥࡀ⌧ࢀࡿࠋ≉ከゅᙧࡢࣃࢱ࣮ࣥ⛣ࡾኚࢃࡿᅇ㌿ᩘ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊࡘࡢ⯆῝
࠸⌧㇟ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ୍ࡘࡣࠊỈ㠃ࡀࡁࡃືࡍࡿ≧ែࠊ࠾ࡔࡸ࡛㍈ᑐ㇟࡞ࡿ≧ែ
ࢆ࿘ᮇⓗ⧞ࡾ㏉ࡍࠕື⌧㇟࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᅇ㌿ᩘࢆୖࡆࡿࡁୗࡆࡿࡁ࡛
ྠࡌᅇ㌿ᩘ࡛ࡶ␗࡞ࡗࡓ≧ែ࡞ࡿࠕᒚṔ⌧㇟࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡉࡽ⡆༢࡞ຊᏛࣔࢹࣝࢆ⪃࠼ࠊ
ࡑࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
13:50-14:15 ᯇ⏣ ្ (ᮾிᏛⱁᏛ)ࠊబ⸨ ᑦẎ (ᮾிᏛⱁᏛ)
㡿ᇦࣔࢹࣝ WRF ࡼࡿ㛵ᮾ࠾ࡅࡿ㞵ࡢண ྍ⬟ᛶ
୍⯡ࠊ㞵ࡣᩘ್ࣔࢹࣝࡼࡿண ࡀᅔ㞴ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡿ᇦࣔࢹࣝ WRF ࡛ࣥࢧࣥࣈ
ࣝᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ㒔ᕷᆺ㞵ࠊྎ㢼ࠊ ᖏపẼᅽࡼࡿ㞵ࡢண ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㒔ᕷᆺ
㞵࡛ࡣࣥࢧࣥࣈ࣓ࣝࣥࣂ࣮ྠኈ࡛ᙉ㞵ᇦࡢண ࡢࣂࣛࡘࡁࡀࡁࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊྎ㢼ࠊ

−

−

ᖏపẼᅽࡼࡿ㞵ࡢ࡛ࡣࡑࡢࣂࣛࡘࡁࡀẚ㍑ⓗᑠࡉࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ㞵ࡢண ㄗ
ᕪࡋ࡚ࡣࠊ㒔ᕷᆺ㞵࡛ࡣࣛࣥࢲ࣒ㄗᕪࠊྎ㢼ࠊ ᖏపẼᅽࡼࡿ㞵࡛ࡣ⣔⤫ⓗㄗᕪࡢ
ᐤࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
14:15-14:40 ᮏ⏣  (㝔⌮)ࠊᕝ㔝 ဴஓ (㝔⌮)
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢭࣝࢫࢺ࣮࣒Ⓨ㐩㐺ࡋࡓ⎔ቃሙࡘ࠸࡚ࡢᩘ್ⓗ◊✲
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢭࣝࢫࢺ࣮࣒Ⓨ㐩㐺ࡋࡓ⎔ቃሙࡢ᮲௳ࢆᩘ್ᐇ㦂ࡼࡗ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋᑐὶᅪ୰ᒙ
(㧗ᗘ 2-4 km)⇱ᒙࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠊࢫࢺ࣮࣒ࡀ࠶ࡲࡾⓎ㐩ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋὶ㊧⥺ゎᯒ
ࡢ⤖ᯝࠊࢫࢺ࣮࣒Ⓨ㐩ࡢᢚไࡣୗᒙࡢୖ᪼ὶෆࡢప┦ᙜ Ẽሢὶධࠊ࠾ࡼࡧᑐὶᅪ୰
ᒙ࡛ࡢ࢚ࣥࢺ࣓ࣞࣥࣥࢺ࠸࠺㸰ࡘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᐤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ
㖄┤ࢩ࣮౫Ꮡᛶࢆㄪࡿࡓࡵࠊ㖄┤ࢩ࣮ࢆኚ࠼ࡓ㏣ຍᐇ㦂ࡶ࠸ࡃࡘ⾜ࡗࡓࠋ
14:40-15:00 Break
15:00-15:25 ᅭ ᣅဢࠊఀ⸨ ஂᚨ (ᕞᏛ Ꮫ㝔 ⌮Ꮫᗓ)
࣮ࣜࣗࢩࣕࣥపẼᅽ࣭ࢫࣛࣥࢻపẼᅽ⛣ືᛶ㧗పẼᅽࡢ㛵ಀ
࣮ࣜࣗࢩࣕࣥపẼᅽ (AL)࣭ࢫࣛࣥࢻపẼᅽ (IL)ࡢᙉᙅ(ᖺࠎኚື)ࡣࠊ༙⌫Ꮨࡢ
Ẽೃࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢኚືせᅉࡋ࡚⛣ືᛶ㧗పẼᅽὀ┠ࡋ
ࡓࠋࡲࡎࠊAL࣭IL ࡢᙉ(ᙅ)ᖺ࠾ࡅࡿ㧗ᗘ೫ᕪࠊ⛣ືᛶపẼᅽ⤒㊰ࠊ㠀ᐃᖖᨐࡢ㧗ᗘ
ഴྥ೫ᕪࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺゎᯒࢆ⾜࠸ࠊḟ㠀ᐃᖖᨐࢆᙉ(ᙅ)ࡉࡏࡿࡓࡵ SST ࡢ༡
ഴᗘࢆኚ࠼ࡿឤᗘᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ⛣ືᛶ㧗పẼᅽࡀ AL࣭IL ࡢኚືࢆᙉࠊ
⥔ᣢࡍࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
15:25-15:50 ᶓ⏣ ⚈ࠊ᪂㔝ᏹࠊᰗ℩ர (ᮾிᏛ Ẽᾏὒ◊✲ᡤ)
ITCZ breakdown కࡗ࡚⏕ࡌࡿྎ㢼ࡢⓎ⏕࣭Ⓨ㐩㐣⛬
ኴᖹὒࡢ⇕ᖏ᮰ᖏࡀୗᒙ㢼ࡢᏳᐃᛶࡼࡾᔂቯࡋ࡚⇕ᖏᨐ࡞ࡿࡇࢆ ITCZ
breakdown ࠸࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㠀㟼ຊ࣓ࢯࢫࢣ࣮ࣝࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ⌮ᐇ㦂ࡼࡾࠊࡇࡢࣉ
ࣟࢭࢫ࡛⏕ࡌࡿྎ㢼ࡢⓎ⏕࣭Ⓨ㐩㐣⛬ࢆㄪࡓࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨭゎᯒࡢ⤖ᯝࠊୗᒙࡢึᮇ
ࡢᙧᡂࡣࢩᏳᐃࡀᐤࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊbreakdown ᚋࡣ₯⇕㛤ᨺࡢᐤࡀࡁ࠸ࡇࡀศ
ࡗࡓࠋⓎ⾲࡛ࡣ breakdown ๓ᚋࡢ ࡢᵓ㐀ࡢኚ➼ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙ࡓࠋ
15:50-16:15 ๓ᓥ ᗣග (ྡྂᒇᏛᆅ⌫Ỉᚠ⎔◊✲ࢭࣥࢱ࣮)
⌫㟼ຊᏛ-㞼ゎീ⤖ྜࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ
ᆅ⌫Ẽࡣᒁⓗࡣ㟼ຊᏛᖹ⾮ࡀⰋ࠸㏆ఝ࡛ᡂࡾ❧ࡘࡀࠊྎ㢼ࡸᱵ㞵๓⥺ᇦ࡞άⓎ࡞ᑐ
ὶࢆక࠺㡿ᇦ࡛ࡣ㠀㟼ຊᏛᡂศࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᒁᡤⓗ㧗ゎീᗘ࡞
⌫ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࠊ㞼ゎീࣔࢹࣝ⌫㟼ຊᏛࣔࢹࣝࢆ⤖ྜࡋࡓᩘ್
ࣔࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏㅮ₇࡛ࡣ⤖ྜࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓྎ㢼ࡸᏘ᪥ᮏᾏࡢ࣓ࢯᨐࡢ⌧ᐇ㦂
ࢆ⤂ࡋࠊ⥲ほࢫࢣ࣮࣓ࣝࢯࢫࢣ࣮ࣝࡑࢀࡒࢀࡢ⌧㇟ࡢ┦స⏝ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ
16:15-16:40 ᯘ ᮍ▱ஓࠊఀ⸨ ஂᚨ (㝔࣭⌮)
⇕ᖏ࡛ࡢ✚㞼ᑐὶ㛵㐃ࡋࡓつᶍ㐠ື࠾ࡅࡿ Nontraditional Coriolis 㡯ࡢ㔜せᛶࡘ
࠸࡚
ᝨᫍ ᗘỈᖹᡂศ⏤᮶ࡍࡿࢥࣜ࢜ࣜ㡯㸦Nontraditional Coriolis 㡯㸧ࡀࠊ⇕ᖏ࡛ࡢ✚㞼ᑐ
ὶ㛵㐃ࡋࡓつᶍ㐠ື࠼ࡿᐤࢆᐃ㔞ⓗㄪᰝࡋࡓࠋ⥺ᙧࡋࡓ㉥㐨ș㠃‽㟼ຊᏛ᪉
⛬ᘧ⣔㠀᩿⇕ᙉไࢆ࠼࡚ィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝࠊ㖄┤ ᗘ㸦Ỉᖹ㢼㸧ᅽຊ࣭ ࣭ᐦᗘᦤື
10%⛬ࡢᐤࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢᐤࡣᙉไࡢすഃ࡛ࡁ࠸ࠋࡲࡓࠊ㖄┤ ᗘᅽຊ ᦤື

−

−

ࡢᐤࡣ➼౯㡰ᅽⓗᵓ㐀ࢆᣢࡕࠊᙉไࡢ༡໙㓄ࡀࡁ࠸ሙྜᐤࡣࡉࡽࡁ࠸ࠋࡇࢀ
ࡽࡣ㖄┤ὶ༡໙㓄ࡼࡿᝨᫍ ᗘỈᖹᡂศࡢ❧ࡕୖ ࡆࡼࡾ⤫୍ⓗㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ
16:40-17:05 ఀ⸨ ⣧⮳ (ᮾẼᾏὒ◊)ࠊ᪂㔝 ᏹ (ᮾẼᾏὒ◊)ࠊ୰す ᖿ㑻 (㜵⾨Ꮫᰯ)
ሻ᪕㢼ࡢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ
ᑐὶࡣ୍⯡ⓗ┦ఝⓗ࡞ᵓ㐀ࢆࡶࡘࡓࡵࠊ࠸ࡃࡘࡢ≀⌮㔞ࡼࡗ࡚ࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣᆅ⾲㠃㏆ࡃࡢᑐὶΰྜᒙ⏕ᡂࡉࢀࡿᑠࢫࢣ࣮ࣝࡢ㖄┤ ࡛࠶ࡿሻ᪕㢼㸦ࢲ
ࢫࢺࢹࣅࣝ㸧╔┠ࡋࠊሻ᪕㢼ᑐࡋ࡚ࡶࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
17:05-17:30 Ἑ㇂ ⰾ㞝 (JAMSTEC)ࠊKevin Hamilton (ࣁ࣡Ꮫ IPRC)ࠊ㔝⏣ ᙲ (JAMSTEC)
㉥㐨‽ 2 ᖺືࡢᑗ᮶ኚᑐࡍࡿ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘᾏ㠃Ỉ ࡢᙺ
QBO ࢆ⾲⌧ྍ⬟࡞ MIROC-AGCM ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ㸩ᑗ᮶ࡢᾏ㠃Ỉ 㸦FS ᐇ㦂㸧ࠊ
ཬࡧᑗ᮶ࡢ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘ㸩⌧ᅾࡢᾏ㠃Ỉ 㸦FC ᐇ㦂㸧ࡢ⌮ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊQBO ኚᑐࡍ
ࡿᾏ㠃Ỉ 㓟Ⅳ⣲⃰ᗘኚࡢᙳ㡪ࢆಶูホ౯ࡋࡓࠋᑗ᮶ࡢᾏ㠃Ỉ ኚࡣ QBO ࡢ࿘
ᮇࢆ 1-3 ᭶ࠊ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘኚࡣ 1 ᭶㛗ࡃࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋFS ᐇ㦂࠾࠸࡚ࡣࠊ㉥
㐨ᇦୖ᪼ὶࡣୗ㒊ᡂᒙᅪ࡛㢧ⴭቑຍࡍࡿࠋFC ᐇ㦂࡛ࡣ 80hPa ㏆ࡢୖ᪼ὶࡀᙅࡲࡾࠊQBO
ࡣᡂᒙᅪ᭱ୗᒙࡲ࡛ୗࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
18:00-

㸨㸨᠓ぶ㸨㸨

㸯㸰᭶㸯㸳᪥㸦ᮌ㸧
9:00-9:25 ᰣᮏ ⱥఃࠊᕝ㔝 ဴஓ (ᕞᏛᏛ㝔⌮Ꮫᗓ)
ᱵ㞵๓⥺ᖏࡢపẼᅽࡢⓎ㐩㐣⛬⎔ቃሙ
ᱵ㞵๓⥺ᖏ࡛ࡣከࡃࡢపẼᅽࡀⓎ⏕࣭Ⓨ㐩ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡑࡢపẼᅽࡢⓎ㐩㐣⛬ࡘ࠸
࡚ࠊᱵ㞵๓⥺ᖏࡢᮾすࡢ⎔ቃሙࡢ㐪࠸╔┠ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋᱵ㞵๓⥺ᖏࡢ⎔ቃሙࡣࠊすഃ㡿
ᇦ࡛ࡣᙅ࠸ഴᅽᛶᙉ࠸ỈẼഴᗘ࡛≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊᮾഃ࡛ࡣ┦ᑐⓗᙉ࠸༡
 ᗘഴᗘ࡛≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃሙࡢ㐪࠸ࡀపẼᅽࡢⓎ㐩ཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸
࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒ࣭ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡗ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
9:25-9:50 బ⸨ ᑦẎ (ᮾிᏛⱁᏛ/JAMSTEC ᆅ⌫⎔ቃኚື㡿ᇦ)ࠊ㰺⸨ ᓫ⿱ (ᮾிᏛⱁᏛ)ࠊ
ᇛᒸ ❳୍ (JAMSTEC ᆅ⌫⎔ቃኚື㡿ᇦ)
㯮₻/㯮₻⥆ὶᇦ࿘㎶࠾ࡅࡿᏘࡢ㝆Ỉ㔞ࡢ⤒ᖺኚ
㛵ᮾᆅ᪉ࡢᏘࡢ㝆Ỉ㔞ࡢ㐣ཤ 30 ᖺ㛫ࡢኚືࢆㄪࡓ⤖ᯝࠊኴᖹὒἢᓊ࡛ࠊ12 ᭶ࠊ1 ᭶ࡢ㝆
Ỉ㔞ࡀࠊ2000 ᖺ௦ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ㝆Ỉ㔞ࡢቑຍࡣࠊ㯮₻/㯮₻⥆ὶᇦ࠾
࠸࡚ࡶࡳࡽࢀࡓࠋ▷࿘ᮇࡌࡻ࠺క࠺ᑐὶᅪୖᒙࡢẼᅽሙࡢኚືࡸࠊୗᒙࡢ༡⇕㍺㏦ࢆ
ㄪࡓࡇࢁࠊࡕࡽࡶቑຍഴྥ࠶ࡾࠊపẼᅽάືࡢᙉࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㯮₻/㯮₻⥆ὶ
ᇦ࡛ࡢᾏ㠃Ỉ ࡢୖ᪼ࡸள⇕ᖏࢪ࢙ࢵࢺࡢᙉ࣭ୖࡀపẼᅽάືࡢᙉᐤࡋ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
9:50-10:15 బ⸨ ⏤ᕸᏊ 㸦ᮾிᏛⱁᏛ㸧ࠊబ⸨ ᑦẎ 㸦ᮾிᏛⱁᏛ㸧
ᮾி࣭ྡྂᒇ࣭㜰ࡢẼ ࣭㢼ྥ㢼㏿ࡢ᪥ኚࡑࡢ⤒ᖺኚ
࣓ࢲࢫࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚Ẽ 㢼ྥ㢼㏿ࡢ 30 ᖺᖹᆒࡢ᪥ኚࢆᮾி࣭ྡྂᒇ࣭㜰ࡢ 3 㒔ᕷ
ࡘ࠸࡚ゎᯒࡋࡓࠋ୍⯡ࠊẼ ࡢ᪥ኚࡣࠊἢᓊ㒊࡛ᑠࡉࡃࠊෆ㝣㒊࡛ࡁ࠸ࡇࡀ☜
ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊẼ ࡢᆅᇦᕪࡣࠊኪ㛫ࡁࡃ࡞ࡾࠊ᪥୰ᑠࡉࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ

−

−

ࡇࡢഴྥࡣᏘ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓẼ
ࡸࠊࡑࢀࡽࡢ⤒ᖺኚࡘ࠸࡚ࡶㄪࡿࠋ
10:15-10:40 ᒣᓮ ဴࠊఀ⸨ ஂᚨ(㝔࣭⌮)
Ẽࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢᣢ⥆࣓࢝ࢽࢬ࣒࠾ࡅࡿ

ࡢ᪥ኚᑐᛂࡋࡓ㢼ྥ㢼㏿ࡢ᪥ኚࡢᆅᇦᛶ



ࡢ┦స⏝㸦ࡑࡢ 2㸧

ᡃࠎࡣࠊẼࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢࡢᣢ⥆࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡋ࡚ࠊ  ࡢ┦స⏝ὀ┠ࡋࡓ◊✲ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢ⛣ືᛶᨐࡢ┦స⏝࠾࠸࡚ࠊ 
ࡢ┦స⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊὶ㊧⥺ゎᯒࡸࢳࣕࢿࣝࣔࢹࣝᐇ㦂࡞ࢆ⏝࠸
࡚♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᅇࡢⓎ⾲࡛ࡣࠊ  ࡢ┦స⏝ࡢຠᯝࢆᐃ㔞ࡍࡿゎᯒࡸ 2010 ᖺ
ኟࡢࣟࢩࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢࡢゎᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊணሗ㛵ಀࡋࡓୖグ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㔜せᛶࡘ
࠸࡚㏙ࡓࠋ
10:40-11:00 Break
11:00-11㸸25 ᏳỌ ᩘ᫂㸦ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧
㉥㐨Ἴືᨐ࠾ࡅࡿ㝆Ỉ≉ᛶࡢ㐪࠸
⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟἼィࡸ㝆Ỉ࣮ࣞࢲࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ㝆Ỉ≉ᛶ࣭㞼ࡢ⤌⧊㉥㐨Ἴື
ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ㄪࡓࠋ㉥㐨Ἴࢆࡑࡢ≉ᚩࡽࠊ࿘ᮇࡢ㛗࠸ᅇ㌿≉ᚩⓗ࡞Ἴ(ΰྜࣟࢫࣅ࣮
㔜ຊἼࡸ㉥㐨ࣟࢫࣅ࣮Ἴ)ࠊ࿘ᮇࡢ▷࠸᮰࣭Ⓨᩓ≉ᚩⓗ࡞Ἴ(័ᛶ㔜ຊἼࡸࠊࢣࣝࣅࣥ
Ἴ)ศ㢮ࡋࡓࠋᚋ⪅ࡢⓎᩓⓗ࡞Ἴ࡛ࡣ⤌⧊ࡋࡓ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡀ㢧ⴭ࡛ࠊᑐὶᅪୖᒙᴟ
ࢆᣢࡘᒙ≧ᛶຍ⇕ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ๓⪅ࡢᅇ㌿ⓗ࡞Ἴ㛵ࡋ࡚ࡣࠊỈ
Ẽኚືࡀ㢧ⴭ࡛ࠊᑐὶᛶຍ⇕(㝆Ỉ)ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
11:25-11:50 ᒣ⏣ 㐨ኵࠊ➉ᗈ ┿୍ (ி㒔Ꮫ ᩘ⌮ゎᯒ◊✲ᡤ)
Rossby Ἴࡼࡿᖹᆒὶຍ㏿ ---ᐃ㔞ⓗண ࡘ࠸࡚
Rossby Ἴᖹᆒὶࡢ┦స⏝ࡣྂࡃࡽㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊᖹᆒὶຍ㏿ࡘ࠸࡚
ࡣࠊὶయ᪉⛬ᘧࡢᩘ್ᐇ㦂ࡼࡿࡶࡢࠊ⮫⏺ᒙࢆ⏝࠸ࡓᐃᛶⓗㄝ᫂ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ࣮࣋ࢱ㠃ୖࡢ㸰ḟඖὶࡘ࠸࡚ࠊἼ᮰ࡀࢩ࣮ὶᇦධᑕࡍࡿࡁࡢᖹᆒὶຍ㏿ࡢ⛬
ᗘࢆᐃ㔞ⓗ㆟ㄽࡋᩘ್ᐇ㦂⤖ᯝẚ㍑᳨ウࡍࡿࠋ
11:50-13:00 LUNCH
13:00-13:25 ᮡᮏ ᠇ᙪ (᪥ྜྷ≀⌮)ࠊᑠᯘ ᏹ (᪥ྜྷ≀⌮)ࠊୗᮧ ⿱ (᪥ྜྷ≀⌮)ࠊ
▼ᒸ ᆂ୍(ி⌮)
ὸỈ⣔࠾ࡅࡿᅇ㌿ ⣒ᑐࡽࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㔜ຊἼᨺᑕ
f ᖹ㠃ὸỈ⣔࠾࠸࡚ࠊྠ㍈ᅇ㌿ࡍࡿ ⣒ᑐࡽࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㔜ຊἼᨺᑕ㐣⛬ࡘ࠸࡚ㄪࡓࠋ
ࡲࡎࠊ㐲᪉ሙࡢゎᯒゎࢆࠊ2 ḟඖࡢ 㡢⌮ㄽ㸦ࣛࢺࣄࣝ⌮ㄽ㸧ࢆ⏝ࡋࠊࢢ࣮ࣜࣥ㛵ᩘࢆ⏝
࠸࡚ồࡵࡓࠋḟࠊྠࡌᯟ⤌ࡳ࡛㠀⥺ᙧᩘ್ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊᆅ⌫ࡢ⮬㌿(ࣟࢫࣅ࣮ᩘ)ᡂᒙ(ࣇ
࣮ࣝࢻᩘ)ࡢຠᯝࢆኚࡉࡏ࡚ࠊ㔜ຊἼᨺᑕࢆᐃ㔞ⓗホ౯ࡋࡓࠋⓎ⾲࡛ࡣࠊ≉㧗పẼᅽ
ࡽࡢ㔜ຊἼᨺᑕࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ
13:25-13:50 ఀ㈡ ၨኴ (ᮾிᏛ Ẽᾏὒ◊✲ᡤ)
ᢡࢀ⥺㏿ᗘ㏆ఝࡋࡓᇶᮏὶࡢࢩ࣮Ᏻᐃࡘ࡞ࡀࡿ୰❧Ἴ
ᇶᮏὶࡢ ࡀ୍ᵝ࡛࡞࠸ࢩ࣮ὶࡢᏳᐃ࣮ࣔࢻࡘ࡞ࡀࡿ୰❧Ἴࡣࠊᇶᮏሙࡢ୍㒊ࡢ
ࢆ୍ᵝࡋ࡚⌧ࢀࡿ୰❧Ἴࢆㄪࡿ࠸࠺ᡭἲ࡛ྲྀࡾฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢁࡀࠊࡇࡢ
ᇶᮏὶࢆᢡࢀ⥺㏿ᗘศᕸ࡛㏆ఝࡋࡓࠊᏳᐃ࣮ࣔࢻࡘ࡞ࡀࡿ୰❧Ἴࡢࡑࢀࡣᑐᛂࡋ

−

−

࡞࠸ࠋᢡࢀ⥺ࡢ༊⏬ࢆ⣽ࡃࡋࡓࡢ⯙࠸ࢆㄪࡓࡇࢁࠊศᩓ᭤⥺ࡢࠕ‴᭤ࠖࢆࡘ࡞ࡆ
ࡓ᭤⥺ࡢᴟ㝈ࡋ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
13:50-14:15 ᒾᒣ 㝯ᐶ (⚄ᡞ࣭⌮)ࠊΏ㑔 ጾ (ྡᕤ࣭ᕤ)ࠊᮎྜྷ 㞞 (Ẽ㇟◊࣭Ẽೃ)
୍⯡ࡉࢀࡓ 2 ḟඖὶయ⣔࠾ࡅࡿ ิ࣭ ᒙࡢ⥺ᙧᏳᐃᛶゎᯒ
ᆅ⌫ὶయຊᏛ࡛▱ࡽࢀࡓ࠸ࡃࡘ࡞ࡢ 2 ḟඖὶయ⣔ࢆ⤫୍ⓗグ㏙ࡍࡿ᪉⛬ᘧ⣔ࡋ࡚ࠊ୍⯡
ࡉࢀࡓ 2 ḟඖὶయࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⣔ࡢ◊✲ࡣࠊὶ◊✲ࡤࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ὶయຊᏛࠊᆅ⌫ὶయຊᏛⓗࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠊᖹ⾜ὶࡢᏳᐃᛶࡢၥ㢟ࡣᢅࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࠋᮏㅮ₇࡛ࡣ୍⯡ࡉࢀࡓ 2 ḟඖὶయࡢ ᒙࡢ⥺ᙧᏳᐃᛶၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⣔ྵࡲࢀ
ࡿࣃ࣓ࣛࢱ࣮ȘᑐࡍࡿᏳᐃᛶࡢᛶ㉁ࡢኚࡘ࠸࡚㏙ࡓࠋ
14:15-14:40 బࠎᮌ ⱥ୍ࠊ➉ᗈ ┿୍ࠊᒣ⏣ 㐨ኵ (ி㒔Ꮫᩘ⌮ゎᯒ◊✲ᡤ)
ᅇ㌿⌫㠃ୖࡢᖏ≧ὶࡢ⥺ᙧᏳᐃᛶ
ᡃࠎࡣ㠀ᅇ㌿ࠊᅇ㌿⌫㠃ୖ࡛⌫㠃ㄪ㛵ᩘ࡛⾲ࡉࢀࡿᖏ≧ὶࡢᏳᐃᛶࠊศᒱᵓ㐀ࢆᩘ್ⓗ
ㄪࡓࠋ㠀⢓ᛶᖏ≧ὶࡢᏳᐃᛶࢆྫྷࡋࡓࡇࢁࠊBaines(1976)࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ⮫⏺ᅇ㌿
ゅ㏿ᗘ⣙ 10%␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢᕪ␗ࡣᴟ㏆ࡢ⮫⏺ᒙࡀࢫ࣌ࢡࢺࣝἲ࡛ࡣゎീᅔ
㞴࡞ࡿࡇࡼࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ࣮࣋ࢱᖹ㠃ୖ࡛ࡢ༙ᐃ⌮ࢆᅇ㌿⌫㠃ୖᣑᙇࡋࡓࠋ
14:40-15:05 ᯇᑿ ⰼᯞ (㝔⌮)ࠊ୰ᓥ  (㝔⌮)
ྠᮇᅇ㌿ᝨᫍࡢᾏὒᚠ⎔ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏ⓗ⪃ᐹ
ྠᮇᅇ㌿ࡍࡿ⣔እᝨᫍ࠾ࡅࡿኪ༙⌫࡛ࡢᴟ➃࡞Ẽೃࡢ㐪࠸ࡣࠊᮾす᪉ྥࡢ⇕㍺㏦ࡀ࠶ࢀ
ࡤࡼࡾ✜ࡸ࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣᾏὒᚠ⎔ࡼࡿ⇕㍺㏦╔┠ࡋࠊࡑࡢ➨୍Ṍ
ࡋ࡚⥺ᙧὸỈἼ᪉⛬ᘧࢆ⏝࠸ࡓᩘ್ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ༙⌫࡛ࡢࡳⓎ㝆Ỉࡀ࠶ࡿሙྜࡣ
ᮾす୍ᵝ࡞ᡂศࡀ༟㉺ࡋࠊࡑࡢᙉᗘࡣ㛫ẚࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡿ⯙࠸ࡣゎᯒⓗࡶồࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
15:05-15:30
Break
15:30-15:55 ᮌᮧ ᜨࠊ➉ᗈ ┿୍ࠊᒣ⏣ 㐨ኵ (ி㒔Ꮫᩘ⌮ゎᯒ◊✲ᡤ)
ᅇ㌿⌫Ẇෆࡢ Boussinesq ⇕ᑐὶၥ㢟ࡢᏳᐃᛶศᒱᵓ㐀ཬࡧ⇕ᑐὶࡀ୧ഃ⌫ཬࡰࡍᙳ㡪
ᅇ㌿⌫Ẇෆࡢ Boussinesq ⇕ᑐὶၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⮫⏺Ⅼࡽศᒱࡍࡿࠊ⤒ᗘ᪉ྥఏࡍࡿᐃ
ᖖ㐍⾜Ἴࢆ Newton ἲࡼࡗ࡚ồࡵࠊࡑࡢᏳᐃ㡿ᇦࢆᐃࡵࡓࠋࡲࡓ୧ഃ⌫ࡀࢺࣝࢡࢆཷࡅ࡚୕
㍈ᅇ㌿ࡍࡿࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋᩘ್ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⮫⏺Ⅼࡽศᒱࡍࡿᐃᖖ㐍⾜ἼࡢᏳᐃ㡿
ᇦ࠾ࡼࡧ⇕ᑐὶࣃࢱ࣮ࣥࡣ୧ഃ⌫ࡀྠᮇᅇ㌿ࡍࡿሙྜࢇኚࡀ࡞࠸ࡀࠊRayleigh ᩘ
ࢆቑࡉࡏࡿᐃᖖ㐍⾜ἼࡀᏳᐃࡋࠊෆഃ⌫እഃ⌫ࡢᅇ㌿㍈ࡀྠ᪉ྥࡢ≧ែࡽ᭷ព
࡞ゅᗘࢆࡶࡘ≧ែ㑄⛣ࡍࡿࡇࢆぢฟࡋࡓࠋ
15:55-16:20 ᒣୗ ࡣ࡙ࡁࠊఀ⸨ ஂᚨ (ᕞᏛᏛ㝔 ⌮Ꮫᗓᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫᑓᨷ)
ࢸࣞࢥࢿࢡࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡢᡂᅉ 㸫୰❧≉␗࣮ࣔࢻ⣧⢋࡞ప࿘Ἴኚືࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳ
㸫
༙⌫Ꮨ୰㧗⦋ᗘᑐὶᅪ࠾࠸࡚༟㉺ࡍࡿࢸࣞࢥࢿࢡࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊࡑࡢ㛫࣭✵㛫
ࢫࢣ࣮ࣝࡢࡁࡉࡽẼೃయࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ ཬࡰࡍ㔜せ࡞⌧㇟࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࡢຊ
Ꮫⓗᡂᅉࡣ࠸ࡲࡔゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㛫ࣇࣝࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࣔࢹࣝࡼࡾ
⛣ືᛶ 㧗పẼᅽࢆᢚไࡋࡓࠕ⣧⢋࡞ࠖప࿘Ἴኚືࢆసࡾฟࡋࠊࡑࡇ⌧ࢀࡿࢸࣞࢥࢿࢡࢩࣙ
ࣥࣃࢱ࣮ࣥࢆ≉␗್ศゎゎᯒࡼࡾᚓࡽࢀࡿ୰❧≉␗࣮ࣔ ࢻࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇࢆヨࡳࡓࠋ

−

−

16:25-16:50 ຍ⸨ ுᖹ (㝔⌮)ࠊᮡᒣ ⪔୍ᮁ (ప ◊)ࠊ୰ᓥ  (㝔⌮)
3 ḟඖࣔࢹࣝࡼࡿᮌᫍẼつᶍ ࡢᩘ್ᐇ㦂– ⤫ィⓗᐃᖖ≧ែ࠾ࡅࡿ ࡢ
ࡿ⯙࠸⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒–
ᮌᫍࡢ㉥ᩬࢆᛕ㢌⨨ࡁࠊ つᶍ ࡢࡿ⯙࠸ࢆ 3 ḟඖࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ㄪࡓࠋ ᖹᆒሙ
ᨐሙࡀ⤫ィⓗᐃᖖ≧ែ⮳ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ࠊᮾす㢼ࡀ༡௦ࡍࡿ」ᩘࢪ࢙ࢵࢺᵓ
㐀ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺࡞ᙉไࢆᵝࠎ࡞ᙉࡉ࡛ຍ࠼ࡓࠋ⤫ィⓗᐃᖖ≧ែࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ࠾ࡅࡿ
つᶍ ࡢࡿ⯙࠸ࡣᙉไࡢᙉࡉࡼࡗ࡚ 2 ㏻ࡾศࢀࡓࠋᙉไࡀᙉ࠸ሙྜࡣつᶍ ࡀ⏕
ᡂࡉࢀᖖᏑᅾࡍࡿࡀࠊ ᙉไࡀᙅ࠸ሙྜࡣつᶍ ࡢ⏕ᡂࡣ㛫Ḟⓗ࡛࠶ࡾࠊ⏕ᡂࡉࢀࡿᮇ㛫
ᙧᡂࡉࢀ࡞࠸ᮇ㛫ࡀᏑᅾࡋࡓࠋ ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ つᶍ ࡢ⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚
㆟ㄽࡋࡓࠋ
᭱ᚋ
ྛⓎ⾲ࡣ༑ศ࡞㛫ࢆ☜ಖࡋウㄽࢆάⓎ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࡢⓎ⾲ࡸཧຍࡶᩘከࡃ࠶ࡾ㸪
ᮏ◊✲㞟ࡀᑗ᮶ࢆᢸ࠺ⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢ୍ຓ࡞ࢀࡤ⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲㞟ࡣ㸪ẖᖺ୰ᚰ࡞ࡿ
ࢺࣆࢵࢡࢆ㑅ࡧ࡞ࡀࡽ㸪ᕞᏛ࣭ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤᮾிᏛ࣭Ẽᾏὒ◊✲ᡤࡢ㛫࡛㸪ཎ๎ࡋ࡚
㸯ᖺ௦࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㛤ദࡢᮇ㛫 ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥㸦Ỉ㸧㹼㸯㸳᪥㸦ᮌ㸧
௦⾲⪅ ⤌⧊ྡ
᪂㔝ᏹ
ᮾிᏛ࣭Ẽᾏὒ◊✲ᡤ
ཧຍ⪅ 㸲㸮ྡ

−

−

ޟᣣᧄᶏ߮ᣣᧄㄝᶏၞߩᶏᴫࡕ࠾࠲ࡦࠣߣ
ᵄᶉ⸘᷹ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㓸ળޠႎ๔

᳓↥ᄢቇᩞᶏᵗ↢↥▤ℂቇ⑼ ṚᎹືᄥ㇢
2011 ᐕ 12  15 ᣣ߆ࠄ 12  16 ᣣߦ߆ߌߡ㧘Ꮊᄢቇ╳⚡ࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅ߡ㧘ᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ
ห↪⎇ⓥ㓸ળޟᣣᧄᶏ߮ᣣᧄㄝᶏၞߩᶏᴫࡕ࠾࠲ࡦࠣߣᵄᶉ⸘᷹ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㓸ળ߇ޠ㐿ߐ
ࠇߚ㧚ᄢቇ߅ࠃ߮⹜㛎⎇ⓥᯏ㑐ࠍਛᔃߦ 42 ฬ߇ෳടߒ㧘ว⸘ 13 㗴ߩ⻠Ṷ߇ߞߚ(ࡊࡠࠣࡓෳᾖ)㧚
ᐕㅢࠅ㧘৻㗴ߚࠅ⾰⇼ᔕ╵ࠍ 30 ಽߩᤨ㑆ࠍഀߚߚ㧘㕖Ᏹߦᵴ⊒ߥ⼏⺰߇ⴕࠊࠇ㧘ᤨߦߪ
⻠Ṷᤨ㑆ࠍㆊߔࠆߎߣ߽ߞߚ㧚
⻠Ṷౝኈߪ㧘ቬ⼱ᶏጽၞߩầᵹߩቄ▵ᄌൻ㧘ጊ㒶ᴒߩᣣᦼầᵹ㧘ᣣᧄᶏ࿕᳓㧘᧲ࠪ࠽ᶏᷙวጀߩ
ᾲᡰ㧘Ꮊ᧲ᣇᴪጯၞߦ߅ߌࠆㅘᐲ㧘2011 ᐕ 9 ߩบ㘑ߦࠃࠆἑᚭౝᶏߩ⇣Ᏹầ㧘㘑ᵢ᳓ᮏߦ
ࠃࠆᵄᶉߩታ㛎⚿ᨐ㧘ኻ㚍ᶏጽ᳓ߩౝㇱầ᳤㧘ኻ㚍ᶏጽߩᵹേ᭴ㅧߩ⍴ᦼᄌേ㧘ᶏᐩࠛࠢࡑࡦႺ
⇇ጀߩ᷵☼ᕈଥᢙಽᏓ㧘ਤᓟඨፉ᧲ጯߩㄭᘠᕈౝㇱᵄ㧘บ㘑ㅢㆊߦኻߔࠆጀᶏᵗߩᔕ╵(ᢙ୯ࡕ࠺࡞ߣ
ജቇ)ߦߟߡߣ㕖Ᏹߦᐢ߽ߩߢߞߚ㧚ᧄ⎇ⓥ㓸ળߦ․ߦ㑐ㅪߔࠆࡕ࠾࠲ࡦࠣߢߪ㧘ቬ⼱ᶏጽߩ
HF ࠳(2003 ᐕ㨪)㧘ᵤシᶏጽߩࡈࠚADCP(1999 ᐕ㨪)㧘ኻ㚍ᶏጽߩࡈࠚADCP(1997 ᐕ㨪)
ߣ HF ࠳(2002 ᐕ㨪)ߦࠃࠆ᷹ⷰ߇ࠅ㧘ߘࠇߙࠇ 10 ᐕ೨ᓟߩ࠺࠲ࠍ⫾Ⓧߒߡࠆ㧚ߎࠇࠄߩࡕ
࠾࠲ࡦࠣ࠺࠲ߦട߃㧘ฦᄢቇ߅ࠃ߮⹜㛎⎇ⓥᯏ㑐ߢⴕߞߡࠆ⾆㊀ߥ᷹ⷰ࠺࠲߽ᢙᄙߊሽߔࠆ㧚
ㄭᐕ㧘⺞ᩏ⦁߿✵⠌⦁ߩᷫ⦁߇ㅴਛߢ㧘ฦࠆߡߞⴕ߇ޘ႐ᶏᵗ᷹ⷰߩ㊀ⷐᕈࠍᡷߡᗵߓߚ㧚
ᧄ⎇ⓥ㓸ળߢߪ㧘᷹ⷰ࠺࠲ߦၮߠߚࡕ࠾࠲ࡦࠣ߿ᢙ୯ࡕ࠺࡞╬ߩઁߩ᭽ߥޘᚻᴺߦࠃߞߡⴕࠊ
ࠇߚᣣᧄㄝᶏၞߩᶏᴫߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⊒߇ߞߚ㧚߹ߚ㧘ㄭᐕ㧘⻠Ṷᢙ߇ዋߥᵄᶉߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⊒
߽ߞߚ㧚ᓟߣ߽㧘ᣣᧄㄝᶏၞߩᶏᴫᵄᶉߩ⎇ⓥߦ៤ࠊߞߡࠆ⎇ⓥ⠪߇㓸߹ࠅ㧘ᵴ⊒ߥ⼏⺰
ࠍⴕ߁႐ߣߥࠆߎߣࠍᦼᓙߔࠆ㧚ᦨᓟߦ㧘ᧄ⎇ⓥ㓸ળߩ㐿ࠍᛚ⻌ߒߡ㗂ߚᎺᄢቇᔕ↪ജቇ⎇ⓥᚲ㧘
㓸ળࠍ㐿ߔࠆߦߚࠅ߅ߒߡ㗂ߚ᧲ࠕࠫࠕᶏᵗᄢ᳇ⅣႺ⎇ⓥࡦ࠲ᶏᵗജቇಽ㊁ߩჇ↰┨
ᢎࠍߪߓߣߔࠆ⻉᳁ߦᗵ⻢ߔࠆ㧚

−

−

ࡊࡠࠣࡓ
ᦼ㑆: ᐔᚑ 23 ᐕ 12  15 ᣣ(ᧁ)㨪12  16 ᣣ(㊄)
႐ᚲ: Ꮊᄢቇ╳⚡ࠠࡖࡦࡄࠬ ㅢ▤ℂ 3F ᄢળ⼏ቶ
ᚲౝੱ: Ⴧ↰ ┨
⎇ⓥઍ⠪: ṚᎹືᄥ㇢(᳓↥ᄢቇᩞ)
------- 12/15(ᧁ) ------13:00-13:10 ⿰ᣦ⺑
ṚᎹືᄥ㇢(᳓ᄢᩞ)
13:10-13:40 ቬ⼱ᶏጽၞߩầᵹߩቄ▵ᄌൻ
ᳯᷗ⋥ੱᷓ↸ ᐽᄢፉᘮ৻㇢(ർᄢૐ᷷⎇)
13:40-14:10 ᣣᧄᶏጊ㒶ᶏጯᴒߢ᷹ⷰߐࠇߚᣣᦼầ᳤ᵹߩⓨ㑆᭴ㅧ
ᩴᐾᷰㆻ㆐㇢ᅏ㊁ ┨ጊ㦮ᕺᏒ(᳓⎇ᣣ᳓⎇)
14:10-14:40 ᣣᧄᶏᷓጀߦ߅ߌࠆ᳓᷷৻᭽ጀߦߟߡ
⺈ᰴ(ᄢ㒮✚ℂᎿ)᧻㊁ ஜජᚻᥓ᥍(ᄢᔕജ⎇)
ႇ ⧷テ(ᄢ㒮✚ℂᎿ)ᣣᲧ⼱♿ਯ(᧲ᄢ㒮ℂ)
14:40-15:10 ᧲ࠪ࠽ᶏᷙวጀߩᾲᡰ
ਁ↰ᢕ(㐳ፒᄢ)⨃ᧁ⠹(JAMSTEC)
15:10-15:30 ભᙑ
15:30-16:00 Ꮊ᧲ᣇᴪጯၞߦ߅ߌࠆㅘᐲߩቄ▵⚻ᐕᄌേ․ᕈ
ᷰᘮᰴ ജ(ችፒ᳓⹜)ᩉ ື㓶(ᄢᔕജ⎇)ⴕᐔ⌀(ᄢಽ᳓⎇)
ᯅ↰ᄢテ(ᗲᇫ᳓⎇)ᏒᎹᔘผ(᳓⎇ਛᄩ᳓⎇)ᨋ↰⑲৻
↰ඳᢥ↲ผᢥ(ችፒ᳓⹜)
16:00-16:30 ἑᚭౝᶏߦ߅ߌࠆ 9 ߩ⇣Ᏹầߦߟߡ
⍹ፒ჻㇢(᳇⽎ᐡᶏᵗ᳇⽎ᖱႎቶ)
16:30-17:00 ㅧᵄᯏߦࠃࠆᱜᒏᵄ߇㘑ㅦಽᏓߣᵹㅦಽᏓߦ߷ߔലᨐ
᳓㊁ାੑ㇢(రᐢፉᎿᬺᄢቇ)

−

−

------- 12/16(㊄) ------09:00-09:30 ኻ㚍ᶏጽ᳓ߦ߅ߌࠆౝㇱầ᳤ߩવ․ᕈ
ṚᎹືᄥ㇢⩆ේ⟤✵วජᄐ(᳓ᄢᩞ)ᧄᤘᒾ(ฬᄢ᳓ᓴⅣ)
ች㇌(᳓ᄢᩞ)
09:30-10:00 ኻ㚍ᶏጽߦ߅ߌࠆ⍴ᦼᄌേ
ᆗ ಽ㗅ዣ ቬᾔ(ᄢᔕജ⎇)ਛዊේᜏ(ᄢ㒮✚ℂᎿ)
10:00-10:30 ᶏᐩࠛࠢࡑࡦႺ⇇ጀߦ߅ߌࠆ᷵☼ᕈଥᢙಽᏓߩផቯߣኻ㚍ᶏጽ߳ߩㆡ↪
㕍ጊ⊥(ᄢ㒮✚ℂᎿ)ศᎹ (ᄢᔕജ⎇)
10:30-10:50 ભᙑ
10:50-11:20 ਤᓟඨፉ᧲ጯߢ᷹ⷰߐࠇߚㄭᘠᕈౝㇱᵄߩᦼ․ᕈ㧙บ㘑⚻〝ߦࠃࠆ㆑㧙
ጊፒᕺᏒ(᳓⎇ᣣ᳓⎇/ᶏᵗᄢ⑼)ർੑ㇢(ᶏᵗᄢ⑼)
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地形のダイナミクスとパターン及び境界領域
研究代表者・柳田達雄（大阪電気通信大学）

1

研究集会の開催目的
多くの地形変化のダイナミクスは流体運動とそれに伴う物質移動からなっている．物質移動は，流体運

動を規定している境界条件を変化させ，その変化が流れにフィードバックする極めて非線形性の強い現象
である．地形変化の代表的な例は，河川流路変化・河岸変化・砂丘移動・鍾乳石形成・熱収縮割れ目の形成
などと多岐にわたり，各分野で異なる対象・異なる方法論で取り扱われてきた．
本研究集会では，これらの現象を流れとそれに伴う物質移動による境界の自発的運動として捉え，異分
野での理論，数値計算，実験・観測など異なる方法論の研究者が最新の知識を共有することにより，新たな
知見や方法論を見出すことを目的としたい．
このような流体の流れ場による固体移動，また，それに起因した流れ場へのフィードバックのダイナミ
クス及びパターン形成の研究 集会は，応用力学研究所の共同研究集会として開催することが最適と考えら
れる．

2

プログラム

１１月４日（金）
14:00–14:45 渦輪の衝突による粒状体表面上のパターン形成

14:45–15:30

物理過程に基づいた地形形成モデル

吉田隼也，佐野 理（農工大工）

岡村 誠（九大応力研），佐伯 亜由美（地圏環境テクノロジー）

15:45–17:15
17:15–18:00

地球内部のダイナミクスと物質循環

岩森 光（東工大理工）

2 次元ランダム表面とループ統計—宇宙マイクロ波背景放射を例として—

小林 奈央樹（中大理工），山崎義弘（早大理工），國仲寛人（三重大教育），

香取眞理，松下 貢（中大理工），松下聡樹，L.-Y. Chiang (台湾・中央研究院)

18:15–19:00

SPH 法を用いた乾燥破壊シミュレーションとその統計的性質

伊藤伸一，湯川 諭（阪大理）

１１月５日（土）
9:30–10:15 波打ち際の斜め交差模様のでき方

10:15–11:45
13:00–13:45

遠藤徳孝，村上貴志（金沢大理工），泉 典洋（北大工）

断層の摩擦法則と粉体ダイナミクス

レイリーテーラー不安定性条件下で形成される表面パターン

波多野 恭弘（東大地震研）

下川倫子（千葉大先進科学セ）

13:45–14:30
14:30–15:15

流体力学的相互作用を組み込んだ粒子法による粉体なだれのパターン形成

新屋啓文，粟津暁紀，西森 拓（広大理）

液膜流下の結晶成長

上之和人（ＷＤＢ）

−

1

−
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講演内容の概要

渦輪の衝突による粒状体表面上のパターン形成

SPH 法を用いた乾燥破壊シミュレーションとその

吉田隼也，佐野 理

統計的性質

渦輪が粒状体表面に衝突すると，渦輪の強さや衝突

伊藤伸一，湯川 諭

までの並進運動距離，粒状体の粒径や材質などに応

我々は日常的に干上がった湖や田んぼ等で乾燥破壊

じた特徴的な衝突痕を形成する．この衝突痕は，衝突

による亀裂パターンを見かける．今回それらのよう

した渦輪が半径を増大させつつ粒状体表面を掘削す

な乾燥破壊パターンを，粒子法の一種である SPH 法

ることでクレーター状の窪みが形成され，粒状体表

を用いて数値シミュレーションで再現し，その統計的

面上に形成された二次渦輪が波状変形しつつクレー

な性質について調べたので報告する．

ターの外周部に花弁状の窪みを形成していると推測
される．本研究では，渦輪の強さおよび粒状体の粒

波打ち際の斜め交差模様のでき方

径・材質を変化させ，衝突痕の形状や形成に必要な

遠藤徳孝，村上貴志，泉 典洋

渦輪の強さについて実験的に研究を行った．

砂浜の波打ち際に出来る，斜面最大傾斜方向に対し
て斜め２方向に伸び交差する細い溝地形（リル）の

物理過程に基づいた地形形成モデル

形成過程を検討した．斜面傾斜とリル交差角とは正

岡村 誠，佐伯 亜由美

の相関を示し，流水下の砂面に対する線形安定性解

地形形成の基本的な物理現象である土砂の浸食，輸

析の結果は定性的に一致した．

送，堆積を物理過程に基づいてモデル化する．さら
に，輸送と地形の特徴的な時間スケールの大きな違
いを解決する方法を提案する．また，このモデルは

断層の摩擦法則と粉体ダイナミクス

柳田，西森，小西のモデルと似ているので，両者を

波多野 恭弘

比較検討する．

地震は地殻のすべり破壊であり，岩石の摩擦特性が
その破壊伝播ダイナミクスに決定的な影響を与える．
そのすべり速度は年間数センチ程度 (クリープ) から

地球内部のダイナミクスと物質循環

1 メートル毎秒程度 (地震すべり) に至るまで実に 10

岩森 光

桁にわたって変化する．地震発生過程の研究ではこの

数値シミュレーションや地球物理学的・化学的データ

ような幅広い速度レンジにおける摩擦特性を系統的

の解析に基づき，プレート運動とマントル対流の特

に解明することが必要である．しかし精度よい実験

徴と仕組み，およびそれらにともなう物質循環につ

は技術上なかなか困難であり，定性的な実験結果は

いて，レビューと最新の研究成果について発表を行

これまでいくつか知られていたものの，統一的かつ

う．

定量的な経験則はこれまで知られていなかった．我々
は圧力・すべり速度・温度を精度よくコントロールで

2 次元ランダム表面とループ統計—宇宙マイクロ波

きる回転式摩擦 実験装置を用いて，幅広い速度レン

背景放射を例として—

ジにおける岩石の摩擦係数の系統的測定にまず成功

小林 奈央樹，山崎義弘，國仲寛人，香取眞理，松下

した． 実験結果の解析を通じて，摩擦特性がすべり

貢，松下聡樹，L.-Y. Chiang

速度に応じて定性的に異なる 3 つのステージに分類

地形などのランダム界面において， その揺らぎを特

されることを示し，複数ステージ間の移り変わりが

徴づける方法の一つとしてマンデルブロの経験則に

微視的物理過程のクロスオーバーに起因することを

従い，その等値線や断面を解析する手法が知られて

論じる．各ステージにおける物理過程についての微

いる．本研究では， 宇宙マイクロ波背景放射の温度

視的理論も簡単に紹介する．定常状態間の移り変わ

揺らぎ図から得られる等温線ループ集団・およびそ

りを記述する緩和方程式も理論的に導出できること

の断面について， そのパターンとしての性質に着目

を紹介する．

し， 2 次元ランダム表面で得られた知見を用いて揺
らぎの特徴づけを試みた．

−

2

−

レイリーテーラー不安定性条件下で形成される表面

相互作用を組み込んだ粒子法を構築した．その結果，

下川倫子

head 内部で渦対が発生した．さらに，粒径と head の

パターン

なだれ前端が不安定化し，複数の head が形成され，
厚さ，幅にスケーリング則が成り立つことを確認し

軽い溶液の表面に重い溶液の滴を静かに置くと，二

つの溶液界面でレイリーテーラ−不安定性が起こり， た．
二つの溶液の境界にフラクタル構造，もしくはセル
構造が観察される．円筒容器の半径 r と溶液の深さ

ｈを変化させた実験で，r > h のときセルパターン， 液膜流下の結晶成長
r < h ではフラクタルパターンが出現することが分 上之和人
かった．また，表面パターンの変化に伴い，r = h を

(1) 過冷却の液膜で覆われた氷柱，Aufeis，航空機翼

境に垂直方向の流れも変化することから，垂直方向

前縁への着氷，雹，(2) 過飽和の炭酸カルシウム水溶

の流れが表面パターンを決定していることが実験で

液 の 液 膜 で 覆 わ れ た 鍾 乳 石 や 石 灰 華 棚 ，(3) 過 飽 和

明らかになった．

のショ糖溶液の液膜で覆われた金平糖などは，液膜
が重力や表面張力，風による摩擦力の作用で流れる

流体力学的相互作用を組み込んだ粒子法による粉体

とき，固液界面上に数ミリから数センチメートルス

なだれのパターン形成

ケールの凸凹が現れるときがある．液膜の厚さは供

新屋啓文，粟津暁紀，西森 拓

給する流量，流れる斜面の角度，風速によって変化

なだれは，雪崩に限らず，岩屑流や火砕流などの重力

し，界面の成長率や波長と液膜の厚さには相関が見

流や密度流といった異なる流れで幅広く用いられて

られる．結晶化の際の潜熱や溶質の拡散過程と表面

おり，頭部-尾部構造と呼ばれる共通の構造を持つこ

張力による Gibbs-Thomson 効果を取り入れた従来の

とが知られている．例えば，ポリスチレン粒子を斜

Mullins-Sekerka 理論ではこのような長波長スケール

面上に流した場合，なだれ前端が不安定化し，波状

の凸凹を予測することはできず，上述の現象を統一

のパターン（複数の head）が形成すると報告されて

的に説明できる新しい理論体系が必要である．氷柱

いる．実験では低密度粒子を用いているため，head

上の凸凹や Aufeis の初期形態に関する理論モデルを

の形成要因は，なだれの駆動力である重力と空気抵

構築したので，実験結果との比較を行い上述の現象

抗であると考えられる．そこで，我々は空気抵抗が

との関連を示す．

粉体なだれへ及ぼす影響を調べるため，粉体-流体間

4

開催日程，場所
開催日程

2011 年 11 月 4 日（金）– 11 月 5 日（土）

開催場所

九州大学応用力学研究所西棟６階多目的研究交流室（W601 号室）

講演数

10 件
22 人

参加者数

−

3

−

−

−

（研究集会）

非線形波動研究の進展 – 現象と数理の相互作用 –
研究代表者

立教大学理学部

筧 三郎

研究集会の目的
本研究集会の目的は，
「非線形波動」というキーワードの下に，理論面に関心を持つ研究者，現象面に
関心を持つ研究者が一堂に会して議論することで，新たあ相互作用を引き出し，さらなる発展の新たな
可能性を探ることである。非線形波動は，流体力学，プラズマなどを始めとする多彩な系で観測され，
それを通して応用の可能性も追求されている。また，それぞれの分野における実験的研究に基づく理論
的アプローチから新たな概念が生み出され，さらにそこから新たな展開が広がってきた。近年では，
「交
通流」とか「疫病の伝播」などのような，広い意味での地球環境をとらえる際に重要となる社会現象に
までも，非線形波動の研究で培われた手法が使われるようになってきている。
非線形波動現象から生まれて，大きく発展した分野の一例として「ソリトン」がある。流体における
孤立波の伝搬を記述する理論から生まれた「ソリトン」という概念は，プラズマ中の非線形波動，固体
中の電荷密度波など，物理学を貫く一つの視点として広がってきただけでなく，
「逆散乱法」をはじめと
する理論的解法も，多くの応用数学者の関心を得てきた。日本においては，広田良吾氏による「広田の
方法」，および佐藤幹夫氏ら京都スクールによる KP 階層の理論などのように，ソリトン研究において
世界的な研究がなされてきた。さらに，それらの理論に基づいた離散化の手法が，現在でも盛んに研究
されており，離散ソリトン方程式から新たな数値計算アルゴリズムも生まれてきている。また，ソリト
ン現象を示すセル・オートマトン系から生まれた「超離散化」と呼ばれる手法は，偏微分方程式モデル
とセル・オートマトンモデルとを直接つなぐ方法論を与えた。さらに，そこから交通流を解析する新た
なモデルが提案され，逆にそのモデルがソリトン理論を拡張する一つの動機となっている。
「ソリトン」という話題に関して，このように現在でも活発に研究が進められているが，一方で数学
理論，数値計算および実験の乖離が見受けられるのも事実である。非線形波動研究初期の頃はこれらが，
より有機的に関連していた時期があり，そのことがお互いの進展に相補的に貢献していた。そこで現在
の状況を鑑みて，共通の「非線形波動」というキーワードの下に，理論から実験まですべての研究者が
一度に会して議論し，お互いの問題意識を確認して話し合う場が必要である。
開催予定地の応用力学研究所は，非線形波動研究の創成期以来，一貫して関連分野の研究における国
内外の拠点の一つである。過去にも継続して関連した研究集会が行われてきており，活発な議論が繰り
広げられ，そこから生まれた新しい研究分野も多い。本年度もまた多数の研究者の参加によって，さま
ざまな分野のテーマの有機的なつながりを目指すために，本研究集会の企画に至ったものである．
成果の概要
本研究集会は，平成 23 年 10 月 27 日から 29 日までの 3 日間にわたって開催され，特別講演 3 件と一
般講演 33 件（口頭発表 17 件，ポスター発表 16 件）の講演が行われた．さらに，平成 23 年 9 月に急逝
された和達三樹氏の非線形波動理論に対する貢献を偲んで，追悼講演が行われた．追悼講演を合わせる
と，計 37 件の講演が行われた．
特別講演は，
「数理的側面」と「実験的側面」をつなぐ話題を選んだ上で，3 名の講演者を選定して依
頼を行った。まず流体現象からの話題として，

• 浅水域における２次元弱非線形孤立波の相互作用の解析：Mach 反射における Benney-Luke 方程
式と KP 方程式
• 界面成長とランダム行列の不思議な関係 – 液晶乱流が示す実験証拠 –
という講演が行われ，２次元孤立波，および液晶乱流に対する近年の知見が紹介された。液晶乱流での
実験結果は，統計物理学の基礎的問題である普遍クラスの分類とも関係する話題であり，その方面から
の話題として

• KPZ 普遍クラスにおける厳密解
というタイトルでの講演も行われた。これらの内容は，非線形波動現象およびそれを記述する数学モデ
ルに関して，今後の研究の指針となるべき興味深い内容であった。
一般講演については，関連研究分野の先進的な内容に関する報告が主に行われた。提供された話題は
数学や物理の純理論的なものから，実験やシミュレーションの話題を始め，工学的な応用を含んだ多彩
なものとなり，聴衆の幅広い興味を集めた。内容を大別すると，

−

−

• 非線形波動・非線形力学系の実験と理論
• 離散系の理論と理工学上の諸問題への応用
• 可積分系の数理と応用
であった。2 日目の午後にはポスターセッションを行い，大学院生などの若手研究者をはじめとして多
くの研究者が参加して，幅広い内容のプレゼンテーションが行われた。一般講演においては，総じて実
験から理論までのレベルの高い講演がなされ，それを元に活発な討論が繰り広げられた。
本年度は，文部科学省グローバル COE プログラム「マス・フォア・インダストリ教育研究拠点」と
の共催となった。同プログラムおよびその周辺には，本研究集会の研究協力者をはじめ，関連分野の研
究者が在籍しており，それらの方々の参加によって研究集会がより活発なものとなった。昨年度までも
同様の試みがなされており，良好な関係性が継続的に築き上げられつつある。
本研究集会は，数学や物理の理論的な話題から工学的な応用問題にいたるまで多彩なテーマを扱いつ
つ，講演が公募されて自由に発表できることが大きな特色である。しかも，その内容は単に羅列的に提
供されているのではなく，多くの研究者が講演ごとに各自の視点から積極的に討論を行って議論を深め，
また関連する話題についての情報交換も活発に行われた。非線形波動に関連する研究分野における多く
のテーマの有機的なつながりは研究集会の当初の目的であるが，それは充分に果たし得たのではないか
と思われる。本研究集会では大学院生や学部生をはじめとした若手研究者の発表の場としても有意義で
あった。彼らによる新鮮な視点からの発表や討論が行われたことは，特筆しておかねばならない。非線
形波動の研究のような，さまざまなテーマが密接に関係し合う研究分野では，本研究集会のような場の
存在が大変重要である。このような場を提供して頂いた応用力学研究所の存在意義を，あらためて実感
させて頂いた。参加者を代表して心から感謝を申し上げたい。
講演プログラムと概要

10 月 27 日（木）
12:40-13:10 二項係数と Sierpinski 三角形
岩尾慎介（立教大学），増田哲（青山学院大学）
よく知られているように，Pascal の三角形を 2 を法として読み換えると，フラクタル
図形のひとつである Sierpinski 三角形が得られる．本講演では，任意の素数べき pq を
log p(p + 1)/2
法とした Pascal の三角形を考察し，そのハウスドルフ次元が
であるこ
log p
とを示す．
13:10-13:40

13:40-14:10

超離散反応拡散系
村田実貴生（青山学院大学）
我々は微分方程式に対して超離散化を行う系統的な方法を確立した．その方法は 1 階の
微分方程式や反応拡散方程式に適用できるものである．今回は 1 成分の反応拡散系とし
て知られている Allen-Cahn 方程式について，その手法で得られる方程式とその定常解
や進行波解などの厳密解について報告する．また，可能であれば 2 成分系についても言
及したい．

max-min 束と ECA
池上貴俊（早稲田大学），高橋大輔（早稲田大学），松木平淳太（龍谷大学）
今まで ECA の時間発展則を max-plus 表現によって表記し，解析してきた．ところが，
解けたルールにおいては max と＋でなく，max と min を基本演算とした構造でまとめ
られることがわかった．講演ではこの束と呼ばれる構造の定義，および ECA への通用
について述べる．

−

−

14:20-15:20

15:30-16:00

16:00-16:30

【特別講演】浅水域における 2 次元弱非線形孤立波の相互作用の解析：Mach 反射に
おける Benney-Luke 方程式と KP 方程式
丸野健一（The University of Texas-Pan American）
２次元孤立波の相互作用の研究は、様々な物理現象に関連して、種々の解析的、数値的
方法を用いて研究されてきた。弱非線形性・弱２次元性の仮定の下、浅水域における流
体波の方程式、または、イオンプラズマ音波の方程式から KP(Kadomtsev-Petviashvili)
方程式が導出されたが、その KP 方程式は可積分系であり、可積分系研究において重要
な役割を果たしてきた。近年、児玉と Chakravarty により KP 方程式のソリトン解の分
類が成され、様々なソリトン相互作用を示す厳密解が見つかった。KP 方程式は流体波
の方程式から弱非線形性・弱２次元性の仮定の下に導出されるため、これらの厳密解が
実際の流体の孤立波相互作用をどの程度まで記述できるかを調べる事が必要である。よ
り現実に近いモデル方程式のひとつとして、弱非線形近似ではあるが回転対称性を持つ
Benney-Luke 方程式が考えられている。しかしながら、この方程式は非可積分であり、
可積分系理論を、直接適用することはできない。2 本講演では、Benney-Luke 方程式の
孤立波相互作用を調べるための手法を解説し、それによって得られる結果を報告する。
解析手法は広田の方法と摂動法を基本にしたもので、これを用いて Benney-Luke 方程
式の（近似的）２ソリトン解の具体的な表示を求め、孤立波が壁に対し斜め入射して起
こる Mach 反射の問題を考える。この解から入射角に対し異なった相互作用パターン
が得られ、その臨界角度を求める。次に、Benney-Luke 方程式の直接数値計算を行い、
解析的に得られた臨界角度が数値的にも非常に良く一致する事を示す。この結果を KP
方程式の場合と比較し、KP 方程式の厳密解は実際の浅水域での Mach 反射における２
次元弱非線形孤立波の相互作用を非常によく記述できることを示す。本講演の内容は児
玉裕治氏（オハイオ州立大）、辻英一氏（九大・応力研）、Baofeng Feng 氏 (UTPA) と
の共同研究である．

Korteweg 力によって発生する流体現象の実験的アプローチ
伴貴彦（大阪大学），山田 智博（同志社大学），高木 洋平（大阪大学），岡野 泰則（大
阪大学）
2 溶液の相互溶解過程で発生する Korteweg 力は，100 年以上前に理論的に予測されな
がら，包括的な実験例がほとんどなされていなかったが，我々は組成依存型の流動現象
を実験的に実現することに成功した．
ソリトンの有効相互作用： ソリトン粒子力学の構築に向けて
角畠浩（富山大学）
ソリトン相互作用を記述する粒子力学にゲージ場的な相互作用を導入し，近似的に並進
不変性を保たせることを試みる。

10 月 28 日（金）
9:30-10:00
離散半線形波動方程式の解の爆発に関する定理
松家敬介（東京大学）
非線形項が累乗関数の形をした非線形波動方程式の離散化を報告する。この離散方程式
は元の偏微分方程式の解の爆発に対応した性質をもつ解が存在する。元の偏微分方程式
が爆発解をもつ条件として空間次元に依存したものが知られており、その離散アナログ
が得られたことをあわせて報告する。
10:00-10:30

10:30-11:00

Spiral な境界条件を持つ離散 KdV 方程式とその有限体上への拡張
神吉雅崇（東京大学），時弘哲治（東京大学），間田潤（日本大学）
本講演では、spiral と呼ばれる境界条件のもとで離散 KdV 方程式を考察する。まず保
存量の構成方法を紹介し、それらが超離散化できることをみる。次に方程式を有限体上
で取扱い、特殊な孤立波現象が観測されることを紹介する。
RII 格子と対応する箱玉系について
前田一貴（京都大学），辻本諭（京都大学）
有限超離散戸田格子と箱玉系との対応関係が知られている．本講演では，直交多項式か
らの離散戸田格子の導出を一般化した，RII 多項式からの（減算のない）RII 格子の導
出を考え，さらにこれを有限格子境界条件の下で超離散化することで得られる超離散系
と，対応して現れる箱玉系について議論する．

−

−

11:15-12:15

13:40-14:10

14:10-14:40

14:40-15:10

【特別講演】界面成長とランダム行列の不思議な関係〜液晶乱流が示す実験証拠〜
竹内一将（東京大学理学部）
液晶乱流を舞台に、成長界面の揺らぎがランダム行列理論の様々な統計則に従うという
実験結果を紹介する。数理モデルが示す固有値分布やエアリー過程が、スケール不変性
のために成長界面の普遍的性質としてロバストに現れる様は極めて非自明である。
線形化可能な超離散 QRT 系の厳密解と特異点閉じ込めテストについて
三村尚之（青山学院大学），薩摩順吉（青山学院大学）
保存量を持つ 2 階非線形差分方程式として、QRT 系がある。一方、超離散方程式の可
積分性判定法として、超離散特異点閉じ込めテスト (uSC) が提案されている。本発表
では、線形化可能な超離散 QRT 系の厳密解を構成し、uSC を適用した結果との関連に
ついて紹介する。
超楕円曲線の加法と可積分系ー差分および超離散ー
野邊厚（千葉大学）
周期戸田格子などの可積分系の時間発展は超楕円曲線のヤコビ多様体における平行移動
（＝加法）であることが知られている．このような加法は超楕円曲線と適当な曲線との
交叉を用いて実現できるため，可積分系を平面の写像力学系として解釈可能である．本
講演では差分系と超離散系を比較しながらこれらについて議論する．

Periodic phase solitons: N-ソリトン解と超離散化
広田良吾（早稲田大学名誉教授），太田泰広（神戸大学），長井秀友（早稲田大学）
周期的位相を持つソリトンを記述する双線形差分方程式の N-ソリトン解と超離散化を
議論する。

10 月 29 日（土）
9:30-10:00
符号付き超離散 Bessel 方程式とその特殊解について
奈良 史貴（青山学院大学），礒島伸（青山学院大学），薩摩順吉（青山学院大学）
符号付き超離散化は符号が一定でない解を持つ差分方程式を超離散化する手法である。
本講演では Bessel 方程式の符号付き超離散類似を提出し、その特殊解の構造を議論す
る。
10:00-10:30

10:30-11:00

11:10-12:10

Darboux 変換の一般化と準可換微分作用素
松島正知（同志社大学），大宮眞弓（同志社大学）
Dirac 作用素と Schrödinger 作用素は Miura 変換で結びついているが、この事を用いて
Dirac 作用素に関する準可換微分作用素環を構築し、定常 KdV 階層に関する Darboux
変換の一般化を得た。
離散可積分系と線形回帰モデルの D-optimal design
關戸啓人 (京都大学)
回帰モデルが与えられたとき，最も精度よく推定できる説明変数の組を D-optimal design
と呼ぶ．離散可積分系の時間発展が，回帰モデルにおいて事前情報を与えることに対応
することを説明し，D-optimal design の構成法を述べる．
【特別講演】KPZ 普遍クラスにおける厳密解
今村卓史（東京大学先端科学技術研究センター）
KPZ 普遍クラスは界面成長等の非平衡系に現れ、その物理量 (界面の高さ等) の揺らぎ
は、時間の 1/3 乗に比例するという特徴をもつ。この性質は普遍的で、さまざまな数理
モデル (各種界面成長モデルや、ASEP などの粒子モデル、ランダム媒質中のポリマー
のモデルなど) に現れる。Kardar, Parisi, Zhang は 1986 年に非線形の確率微分方程式
(KPZ 方程式) を提唱し、上記の指数 1/3 等を解析的に導出した。KPZ 普遍クラスの数
理的な理解は最近急速な進展を見せている。2000 年に RSK 対応等の組み合わせ論的
な手法を駆使して ASEP におけるカレント分布の厳密解が得られた。また 2010 年から
は、KPZ 方程式の厳密解も得られ注目されている。これらの厳密解は Fredholm 行列
式を用いて表わされ、長時間極限においてランダム行列理論における最大固有値分布
(Tracy-Widom 分布) に等しくなる。また Painleve 方程式とも深く関連している。本講
演では、厳密解のアプローチに基づいた KPZ 普遍クラスの数理的な側面を、我々の最
近の研究を中心としてご紹介する。

−

−

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

反復関数の共役性および準共役性による Sakaki-Kakei 方程式の解の構成
近藤弘一（同志社大学）
Sakaki-Kakei 方程式は超幾何関数で表される保存量をもつ 12 種類の 2 次元非可逆離散
力学系である．本論文では，Sakaki-Kakei 方程式の解の構成法を解説する．保存量を
求め，方程式を 1 次元化し，その反復関数がもつ共役性または準共役性を利用し一般解
または特殊解を構成する．

q 離散ドリンフェルト・ソコロフ階層と q パンルヴェ方程式
鈴木貴雄 (大阪市立大学)
本講演では、A 型リー代数に付随するドリンフェルト・ソコロフ階層の q 離散化につい
て考察し、その相似簡約として神保・坂井による q パンルヴェVI 方程式の高階化とな
る差分方程式系が導かれることを示す。
古典直交多項式における Bannai-Ito 多項式について
辻本諭（京都大学），Luc Vinet(Centre de Recherches Mathématiques Universite de
Montréal, Canada)，Alexei Zhedanov(Donetsk Institute for Physics and Technology,
Ukraine)
Bannai-Ito 多項式の持つ古典性および Askey スキームにおける位置づけを明らかにし
た後，その他の古典直交多項式と異なる固有の性質について，代数的な観点から議論す
る．

ポスターセッション概要
（1）

超離散系におけるカルマンフィルター
白瀬裕己（三菱 UFJ 信託銀行），礒島伸（青山学院大学），薩摩順吉（青山学院大学）
カルマンフィルターは，線形系の誤差を伴う観測量から実際の物理量を推定するアルゴ
リズムとして広く用いられている．本講演では，線形系と同様の考え方で超離散系（区
分線形系）に対するカルマンフィルターを提案し，その性質や非線形問題への適用可能
性を考察する．

（2）

中心多様体理論を用いた積型離散ハングリーロトカ・ボルテラ系の局所解析
飛田明彦（東京理科大学），福田亜希子（東京理科大学），石渡恵美子（東京理科大学），
岩崎雅史（大阪市立大学），中村佳正（京都大学）
力学系の局所的な解挙動を調べる際，中心多様体理論が有効である．本発表では積型の
離散ハングリーロトカ・ボルテラ系に対し中心多様体が存在することを示し，収束の最
終局面において，解が平衡点に単調に近づくことを示す．

（ 3）

シフト付き LR 変換に付随する離散ハングリー系について
濱洋輔（東京理科大学），福田亜希子（東京理科大学），石渡恵美子（東京理科大学），
岩崎雅史（京都府立大学），山本有作（神戸大学），中村佳正（京都大学）
非自励な離散ハングリー戸田方程式及び離散ハングリーロトカ・ボルテラ系に対し，シ
フト付き LR 変換との関連を明らかにすることで，ベックルント変換を導出する．さら
に，離散ハングリーロトカ・ボルテラ系における差分間隔がシフト量に対応することを
示す．

（ 4）

s2s-OVCA の複数の渋滞が共存する定常解
宇治野秀晃（群馬工業高等専門学校），矢嶋徹（宇都宮大学），小熊和仁（東京大学）
超離散化された最適速度模型にスロースタート効果を取り入れた s2s–OVCA について，
同じ速度を持つ複数の渋滞が共存する定常解を構成する．また定常解がこの模型の基本
図を再現することを示す．

（5）

s2s-OVCA の線形化連続極限の定常解と安定性
矢嶋徹（宇都宮大学），宇治野秀晃（群馬工業高等専門学校），小熊和仁（東京大学）
スロースタート効果を取り入れた最適速度 CA において，各変数の時間発展が漸近安定
なものであるかどうかを調べるため，連続モデルとしての s2s-OV モデルを取り上げ，
線形化して定常解まわりの平面波状の摂動の振る舞いを調べる．この摂動が安定に伝わ
る場合と，不安定成長が観察される場合とに分類し，安定な解が存在する条件を検討す
る．

−

−

（6）

A study of Hopﬁons and vortices in the extended Skyrme-Faddeev model
戸田晃一 (富山県立大学) ，澤渡信之（東京理科大学），L. A. Ferreira（サンパウロ大
学）, Juha Jaykka
Skyrme-Faddeev 模型（Skyrme 項をもつ SO(3) 非線形σ模型）はグルーボールを記述
するとされる模型である。今回は，この Skyrme-Faddeev 模型に新たな項（高階微分
項）を追加した，extended Skyrme-Faddeev 模型の，4 次元ミンコフスギー時空での
Hopﬁon 解と渦解に対する厳密解析および数値解析の結果を報告した。

（7）

離散可積分系による非交叉歩道の数え上げ
上岡修平（京都大学）
離散戸田方程式等の離散可積分系は、直交多項式等の直交関数系や連分数との関係を通
じて、格子上の歩道（径路）等の組合せ論的対象の数え上げ問題に結び付く。本講演で
は離散戸田方程式とその行列式解（分子解）に着目し、それを用いて三角格子上の非交
叉歩道（non-intersecting walks）の数え上げ問題を解く。

（8）

超離散化された線形波動方程式と戸田格子方程式
儀保伸吾（九州大学）
線形波動方程式は音波や電磁波など多くの現象を記述するために重要な方程式である.
本研究では, 線形波動方程式の超離散化を試みた. また, 得られた結果と戸田格子方程
式との関係についても議論する。

（9）

口蹄疫伝染パターンと変形 SIR モデル
松島弘典（同志社大学），大宮眞弓（同志社大学）
口蹄疫の伝染パターンの数理モデルとして、インフルエンザの流行の数理モデルであ
る SIR モデルを改良し、2010 年に宮崎県内で流行した口蹄疫の実際のデータに限りな
く近い変形 SIR モデルを構成した。

（10） A Combinatorial Method for the Vanishing of the Poisson Brackets of an
Integrable Lotka-Volterra System
伊藤栄明（統計数理研究所）
The combinatorial method is useful to obtain conserved quantities for nonlinear integrable systems, as well as the Lax representation. Here we extend the combinatorial
method and introduce an elementary geometry to show the vanishing of the Poisson brackets of the Hamiltonian structure for a Lotka-Volterra system of competing
species.
（11） Van der Pol
equation for the oscillation of stock price by majority orienting traders
伊藤栄明（統計数理研究所）
We consider an interacting particle system for the stock price ﬂuctuation. The change
of the stock price with a feedback by the price gives the van der Pol equation as a
deterministic approximation ( H. Takahashi and Y. Itoh (2004)). Considering the
investment position of each trader, we introduce the delayed van der Pol equation.
The history of investment positions, for example sell or buy, of each trader for a stock
makes a memory eﬀect, which is modeled by using the time retardation (T. Yamashita
and Y. Itoh (2007)).

−

−

（12） Bottom Up and Top Down Design of Ultra Discrete Burgers Cellular Automata for Simulating Traﬃc Flow
中田一紀（九州大学 INAMORI Frontier Research Center）
We propose bottom up and top down design for digital VLSI implementation of
multiple-value cellular automata for simulating traﬃc ﬂow. Recently, a family of the
Burgers cellular automata (BCA) has been extremely extended for modeling multilane traﬃc ﬂow using the ultra discrete method. The family of BCAs is suitable for
digital VLSI implementation because of the discreteness in time and space, and state
values in addition to the logical update procedure represented as max and min operators. As a ﬁrst step, we designed unit circuits for implementing the elementary BCA,
and veriﬁed fundamental operation in networks with the circuit simulator SPICE.
Based on the results, we discuss the bottom up and top down design for large-scale
integrated circuit implementation of the family of BCAs.
（13） (n+1,n) 型分割に付随した Painleve 系
山本聖爾（立教大学）
本研究では、分割 (n + 1, n) に対する A 型 Drinfeld-Sokolov 階層を相似簡約すること
で、新しい高階 Painlevé 型常微分方程式系を導く. この方程式系は 2n 階 Hamilton 系
(1)
として記述され、A2n 型 aﬃneWeyl 群対称性を持ち、超幾何解を持つ.
（14） 区分線形型 FitzHugh-Nagumo 方程式の逆超離散化
大川豪（立教大学），筧三郎（立教大学）
神経細胞のモデルである FitzHugh-Nagumo 方程式においては，非線形項の選び方にい
くつかのバリエーションがある。その１つである区分線形型非線形項の場合 (McKean
model) に対し，方程式の持つ定性的な性質を保つような逆超離散化を提案する。
（15） 連立 Euler-Poisson-Darboux 方程式の対称性
三澤彰宏（立教大学），筧三郎（立教大学）
いわゆる Euler-Poisson-Darboux 方程式 が sl2 対称性を持つことは良く知られて
いる。本研究では，１つの拡張として連立型 Euler-Poisson-Darboux 方程式を考察し，
それが sl2 対称性を持つことを示す。また，連立型の場合の昇降作用素についても，具
体的に構成できる。
（16） 立体魔方陣と有限体
宮川文香（立教大学）
白川俊博氏は、魔方陣に関する懸賞問題の１つである「積で成立する立体魔方陣で３６
４未満の数からなるもの」という問いを、サイズ４に対して解いた。本研究では、白川
氏の魔方陣の背後の幾何的構造について解析する。

開催の期間
参加者

平成 23 年 10 月 27 日 ∼ 平成 23 年 10 月 29 日

69 名

−

−

−

−

−

−

−

−

ඹྠ⏝◊✲㞟

ࠕᮾࢩࢼᾏࡢᚠ⎔ΰྜ㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
"Workshop on the vertical processes in the shelf region of the East China Sea"
◊✲௦⾲⪅

▼ᆏ㸦ྡᆅ⌫Ỉᚠ⎔◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

㸯㸬┠ⓗ㛤ദ⤒㐣
ᮾࢩࢼᾏࡢ⏕≀⎔ቃࡣࠊ㛗Ụ㉳※ࡢᰤ㣴ሷࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿྠࠊ㝣Ჴᇦࡢୗᒙศᕸࡍࡿ
ᰤ㣴ሷࡢᐤࡶᑠࡉࡃ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୗᒙศᕸࡍࡿᰤ㣴ሷࡣ⾲ᒙ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ᭷ᶵ≀ࡀỿ㝆
ࡋ࡚ศゎࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㯮₻ள⾲ᒙ௨῝ࡽ㍺㏦ࡉࢀࡓࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᰤ㣴ሷࡀᮾࢩࢼ
ᾏࡢ⏕≀⏕⏘ࡁࡃᐤࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ㝣Ჴᇦࡢᇶ♏⏕⏘ࢆᛕ㢌⨨࠸࡚ᾏỈࡢᚠ⎔ΰ
ྜ㐣⛬ࢆ㆟ㄽࡍࡿࡇࡣࠊᙜᾏᇦࡢᾏὒ⎔ቃࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲㞟ࡣྡྂᒇᏛᆅ⌫Ỉᚠ⎔◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤࡢࠊឡᏛࠊ㛗ᓮ
ᏛࠊᐩᒣᏛࡽࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ6 ᪥ࡣ≀⌮㐣⛬⏕≀࣭Ꮫ㐣⛬ࡢ㸰ࡘࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆタࡅࠊ≀
⌮㐣⛬࡛ࡣΰྜᒙ୰࡛ࡢὶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ✚ࡶࡾࠊ㯮₻ࡢ

ࡸྎ㢼ࡢᙳ㡪ࠊᾏὒࡢᾏୖ㢼ࡢບ㉳

㛵ࡋ࡚ࠊ⏕≀࣭Ꮫ㐣⛬ࡣள⾲ᒙࢡࣟࣟࣇࣝᴟᰤ㣴ሷ㌍ᒙࠊప㓟⣲Ỉሢࠊᰤ㣴ሷࡢᚠ⎔㛵
ࡋ࡚ヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾࠊ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ7 ᪥ࡣᖺணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿඹྠ◊✲⯟ᾏ㛵ࡋ࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
㸰㸬◊✲㞟ࡢᴫせ
᪥㸸2012 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧

13:00㹼17:00

2 ᭶ 7 ᪥㸦ⅆ㸧

9:30㹼12:00

ሙᡤ㸸ᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ 6F W601
◊✲㞟࡛ࡣᮾࢩࢼᾏ࠾ࡅࡿᚠ⎔ΰྜ㐣⛬↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸰ࡘࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆタࡅࡓࠋ
㸦㸯㸧 ᮾࢩࢼᾏ࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶ᾏᇦ࠾ࡅࡿ≀⌮㐣⛬ࡘ࠸࡚
㸦㸰㸧 ᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴᇦ࠾ࡅࡿ⏕≀࣭Ꮫ㐣⛬ࡘ࠸࡚
㸯ࡘ┠ࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ≀⌮㐣⛬ࢆ୰ᚰ㢼ࡢᙳ㡪࡞ࠊࡋ࡚Ẽ㛵ಀࡋࡓᾏὒࡢᚠ⎔࣭ΰ
ྜ㐣⛬ࡢヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡗࡓࠋᕞࡢ㐲⸨ࡣࠊᕞྡྂᒇࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⥅⥆ⓗᐇࡋ࡚࠸
ࡿᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴᇦ࡛ࡢඹྠほ
ほ

ࡽࠊ2007 ᖺ 10 ᭶ᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴୖ࡛⾜ࢃࢀࡓὶᚤ⣽ᵓ㐀ࡢ⣔ิ

ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊᑐὶΰྜᒙෆ࠾ࡅࡿὶ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨭࡢぢ✚ࡶࡗࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ

ࡓࠋᩓ㐓㡯ࡣࠊὶᚤ⣽ᵓ㐀ほ

ࣉࣟࣇ࣮ࣛࡢ

ᐃ್ࢆ⏝࠸ࠊᾋຊ⏕ᡂ㡯ࡣࠊ㖄┤୍ḟඖࡢᐦᗘ

ಖᏑᘧࢆ㖄┤✚ศࡍࡿࡇࡼࡾィ⟬ࡋࠊࢩ࣮⏕ᡂ㡯ࡣ┦ఝ๎ࢆ௬ᐃࡋ࡚ぢ✚ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯ࡢṧ
ᕪࡋ࡚ぢ✚ࡶࡽࢀࡓ㍺㏦㡯ࡣࠊΰྜᒙୖ㒊ࡽΰྜᒙୗ㒊ࡢὶ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㍺㏦┦ᙜࡋࠊ
ΰྜᒙ῝ᗘྠࡌ࣮࢜ࢲ࣮ࡢᐦᗘ㏫㌿ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࠸࠺ほ
ࡣほ

ᐇᩚྜⓗ࡞⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ

ᇶ࠸࡚⾲ᒙΰྜᒙ࠾ࡅࡿὶ㐣⛬ࢆホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ࡞ࡾ≀⌮ⓗᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ

−

−

ࡀࠊ᭷ගᒙෆࡢࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡸ≀㉁ࡢᣲືࡢ⌮ゎ⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ឡࡢ Guo ࡣࠊኴᖹὒつᶍࡢ PDO ࡞Ẽೃࣥࢹࢵࢡࢫᮾࢩࢼᾏ࿘㎶ᇦࡢỈኚືࡢ㛵ಀ࠸࠺
つᶍ࡞⌧㇟ࡘ࠸࡚ヰ㢟ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋᮾࢩࢼᾏ࠾ࡅࡿ㯮₻ὶ㔞ࡢኚືࡣࠊ2003 ᖺࢆቃࡑࡢ≉ᚩࡢ
ኚࢆ♧ࡋࠊ2003 ᖺ௨๓ࡣ PDO ᑐᛂࡋࡓኚືࡀぢࡽࢀࡓࡢᑐࡋࠊࡑࢀ௨㝆࡛ࡣ≉ྎ‴༡ᮾᾏᇦ
࡛ᙧᡂࡉࢀࡿ㢧ⴭ࡞୰つᶍ

ᑐᛂࡋࡓኚືࡀ༟㉺ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ2003 ᖺ௨㝆ࡣ



ᑐᛂࡋࡓኚືࡀࡁࡃࠊPDO ᑐᛂࡋࡓኚືࡣ┠❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞つᶍ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࠊ
ࡲࡓࣞࢪ࣮࣒ࢩࣇࢺࡢࡼ࠺࡞Ẽೃኚື㝣Ჴᇦࡢ⏕≀⎔ቃࡢ㛵㐃ࡣ⌧Ⅼ࡛ࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ᚋ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ឡࡢຍྂࡣẼೃ್ࢆ⏝࠸࡚ SSS  SST ┦㛵ࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࠊࡑࡢࡇࡽపሷศỈࡢᏑᅾࡀ
ΰྜᒙ┤ୗࡢᡂᒙࢆᙉࡃࡋ࡚ࠊࡑࢀࡼࡗ࡚⾲ᒙỈ

ࢆୖ᪼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽࡑࡢ⾲ᒙ

Ỉ

ࡢୖ᪼ࡀᾏୖ㢼ࢆᙉࡍࡿࡇࢆ♧ࡋࠊࡑࡢᾏୖ㢼ࡢᙉࡲࡾࡀ࢚ࢡ࣐ࣥ㍺㏦ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇࡽࠊ

Ỉ

ୖ᪼ࡼࡗ࡚࢚ࢡ࣐ࣥ㍺㏦ࡀ 10㸣⛬ᗘୖ᪼ࡍࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋᚋ᭦᳨ウࡍࡁⅬࡶ㆟ㄽࡉࢀࡓ

ࡀࠊ㛗Ụᕼ㔘ỈࡢᗈࡀࡾࡀẼኚືࢆ⤒࡚᭦⾲ᒙᚠ⎔ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࠊ⯆
῝࠸ࠋ
ྡྂᒇࡢ᳃ᮏࡣྎ㢼ࡢ㏻㐣ࡶ࡞ࡗ࡚ྎ‴ࡢᮾ㒊ࡢ㝣Ჴ⦕㎶ᇦ࡛㢧ⴭ࡞෭ỈᇦࡀⓎ㐩ࡍࡿ⌧
㇟ὀ┠ࡋࠊẼᾏὒ⤖ྜࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ㐲㊥㞳ᾏὒ࣮ࣞࢲࡼࡾ㯮₻ࡢ⛣ືࡀほ
 2009 ᖺࡢྎ㢼㏻㐣ࢆྲྀࡾࠊ㯮₻ࡢ⛣ືᇶ♏⏕⏘ቑຍ㛵ಀࡍࡿపỈ
⾜ࡗࡓゎᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊపỈ

ࡉࢀࡓ 2005 ᖺ

Ỉሢࡢືࡁὀ┠ࡋ࡚

Ỉሢࡣᙉ࠸༡ᮾ㢼ࡼࡿྎ‴ࡢ࡛ࡢἢᓊ᪼ࡼࡾ

㝣Ჴୖ౪⤥ࡉࢀࠊྎ‴ᾏᓙ㏆ࡢᮾ㢼ࡼࡾບ㉳ࡉࢀࡓྎ‴ἢࡗࡓᙉ࠸ὶࢀࡼࡾྎ‴ᾏᓙ㍺
㏦ࡉࢀࡓࡇࠊ㯮₻ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ㧗Ẽᅽᛶࡢ

ࡀ⏕ࡌࡿࡇࠊἢᓊ᪼ࡸἢᓊὶࡢᙧᡂࡣྎ‴ࡢᏑᅾࡀ

㔜せ࡞ࡇࠊ㯮₻ࡣ㝣Ჴୖ౪⤥ࡉࢀࡓపỈ

Ỉሢࡢ㖄┤㍺㏦㔜せ࡞ࡇࠊ࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ◊

✲࡛ࡣࠊྎ㢼㏻㐣క࠺ṇࡢ㝣Ჴୖࡢᰤ㣴ሷ౪⤥ࡣࡁࡃ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊྎ‴ᮾᇦ࡛
ࡢୗᒙỈࡢ᪼ࡣ㝣Ჴᇦ౪⤥ࡉࢀࡿእὒ㉳※ࡢᰤ㣴ሷࡢᣲືᐦ᥋㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊಶࠎࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡘ┠ࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ≉㝣Ჴᇦ࡛ࡢ᭱㏆ࡢほ

⤖ᯝᇶ࡙࠸ࡓ⏕≀࣭Ꮫ㐣⛬ࢆྵࢇࡔヰ㢟ᥦ

౪ࡀ㸳௳࠶ࡗࡓࠋ᭱ึᐩᒣࡢᙇࡣࠊ2000 ᖺ௨㝆ᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴ⦕㎶㒊࠾ࡼࡧእ㒊㝣Ჴᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚
ࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋࠊప㓟⣲Ỉࢡࣟࣟࣇࣝᴟᒙࡢศᕸᣲືࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓࠋ≉ 2003 ᖺ

ࡁࡓほ

௨㝆ࡢࢹ࣮ࢱࡽࢡࣟࣟࣇࣝ⃰ᗘࢆᾏᇦ࡛✚⟬ࡋࠊ༢㠃✚࠶ࡓࡾࡢࢡࣟࣟࣇࣝ㔞ࡀྠࡌᏘ⠇࡛ࡣ
ẚ㍑ⓗ୍ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋᖺࡼࡗ࡚㛗Ụᕼ㔘Ỉࡢศᕸࡀ␗࡞ࡿࡇࢆ⪃៖ࡍࡿ⯆῝࠸ࡀࠊ
ࡇࢀࡀఱࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠊᚋ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊḟᖺᗘ௨㝆ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᗈ⠊ᅖࡢⓑ
㬅ࡢほ

ࡸࠊ୰ᅜᾏὒᏛࡢほ

ィ⏬࡞ࡀ⤂ࡉࢀࡓࠋ

ᕞࡢᯇ㔝ࡣࠊᖺ 6 ᭶ࡢྡྂᒇᏛ࠾ࡅࡿ◊✲㞟࡛ࡢሗ࿌ᘬࡁ⥆࠸࡚ࠊࡋ࡚ 2011 ᖺ 7
᭶㛗ᓮ࡛ほ

ࡉࢀࡓࢡࣟࣟࣇࣝᴟࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ࠊ2010 ᖺ௨๓ࡢ≉ᚩẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ⤂ࡋࡓࠋ

2009ࠊ2010 ᖺࡢ 7 ᭶ࡣ 20㹫㏆ࢡࣟࣟࣇࣝᴟࡀ࠶ࡗࡓࡢᑐࡋࠊ2011 ᖺࡣࢡࣟࣟࣇࣝ㸦⺯
ගගᗘ㸧ࡢᴟࡣ 30㹫㏆ぢࡽࢀࠊࡑࢀࡣᡂᒙࡢୗ㒊㸦ࡑࢀ௨῝ࡣᾏᗏΰྜᒙ㸧⨨ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋ๓ᖺࡲ࡛ࡢ┦㐪ࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰤ㣴ሷࡢศᕸࡸගࡢ᮲௳ࡢẚ㍑࡞ࠊᚋࡢ᳨ウࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㛗ᓮࡢᱵ⃝ࡣ 2009 ᖺࡽ 2011 ᖺࡢほ

⯟ᾏࡽᚓࡽࢀࡓᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴᇦ࠾ࡅࡿ❅⣲ࣜࣥࡢศ

ᕸᣲືࡘ࠸࡚ࠊ≉◪㓟㓟⣲ྠయὀ┠ࡋࡓሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕≀⏕⏘ࡢ㧗࠸⾲ᒙ࣭ள⾲ᒙ࡛ࠊ

−

−

㍍࠸◪㓟ࡀ⏕≀ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇࡼࡗ࡚㔜࠸❅⣲ྠయࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ♧ࡋࠊྠయ⤌ᡂ
ࡢィ

ࡽ⏕≀⏕⏘άືࢆᢕᥱࡍࡿどⅬࢆ⤂ࡋࡓࠋ᭷ගᒙෆ࡛ࡢ⏕⏘ࡢ㔞ⓗホ౯ᛂ⏝࡛ࡁࡿྍ⬟

ᛶࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡉࢀࡓࡀࠊఱࢆᇶ‽ࡍࡿ࡞㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㛗ᓮࡢṊ⏣ࡣᯤῬ≧ែ࠶ࡿ⾲ᒙ࡛ࡢᰤ㣴ሷࡢࢼࣀ࡛ࣔࣝࣞ࣋ࣝࡢほ
ࡢ㧗࠸ᰤ㣴ሷࡢศᕸ

ࡢヨࡳࠊ㖄┤ⓗゎീᗘ

ᐃࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓࠋ⯟㉮୰ᐇࡉࢀࡓ⾲ᒙᰤ㣴ሷࡢ

ᐃ࡛ࡣẚ㍑ⓗ㧗

ᰤ㣴ሷࡶぢࡽࢀࠊᾋ㐟ࡋ࡚࠸ࡓ㟷ࡢࡾࡢ㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ1㹼3㹫ẖࡢ᥇Ỉࡽィ

ࡉࢀࡓᰤ

㣴ሷࡣࠊ㠀ᖖ㢧ⴭ࡞ᰤ㣴ሷ㌍ᒙࡸ㠀ᖖⷧ࠸ࢡࣟࣟࣇࣝᴟᒙࡢᏑᅾࢆ᫂ࡽࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣࢡ
ࣟࣟࣇࣝᴟࡢᙧᡂࡸ㖄┤ᣑᩓࡢᐤࡢホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウࡀᚲせ࡞ࡿࡼ࠺࡞⯆῝࠸⤖ᯝ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
᭱ᚋྡྂᒇࡢ㗟ࡣࠊ2010 ᖺ,2011 ᖺ㸵᭶㛗ᓮࡼࡗ࡚ᐇࡉࢀࡓ⁻ὶࣈࢆ㏣㊧ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡢࢭࢹ࣓ࣥࢺࢺࣛࢵࣉࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮾࢩࢼᾏኟᏘࡢỿ㝆⢏Ꮚࡘ࠸࡚ࠊ20m ௨
ὸ࡛ࡣ᭷ගᒙ୰ࡢ⏕≀㉳※⢏Ꮚࠊ30m ௨῝࡛ࡣሁ✚≀⏤᮶ࡢ⢏Ꮚࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊᾏ㠃ୗ
30m ⛬ᗘࡲ࡛ᾏᗏࡽࡢᠱ⃮ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࠊࡲࡓࠊỿ㝆⢏Ꮚࡢ᭷ᶵᡂศࡣࠊ2010 ᖺ 2011
ᖺ࡛ࡁࡃ␗࡞ࡾࠊᾏᇦࡢᡂᒙᵓ㐀ࡸᰤ㣴ሷ⎔ቃᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇࢆ♧ࡍ⤖ᯝࢆ⤂ࡋࡓࠋ
ᐇ㝿ࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺ 2010 ᖺ 2011 ᖺ࡛ࡣᡂᒙᵓ㐀ࡁ࡞┦㐪ࡀ࠶ࡾࠊࢡࣟࣟࣇࣝᴟࡢ῝ࡉࡶ
10㹫⛬㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋᚋࠊᡂᒙᵓ㐀ࡸᰤ㣴ሷࡢศᕸྛᒙ࠾ࡅࡿ᭷ᶵ≀ࡢỿ㝆㔞ࡢẚ㍑ࡽࠊᰤ㣴
ሷᚠ⎔ᑐࡍࡿỿ㝆᭷ᶵ≀ࡢᐤࡢྜࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
⥲ྜウㄽ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ᭱㏆ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖺኟᏘ࠾ࡼࡧ⛅Ꮨィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛗ᓮ
ῐ㟷ࡢ⯟ᾏ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ほ
ලయⓗ࡞ほ

ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ほ

どⅬࡽほ
ࡽࠊ

ࢆࡍࡁ࡞ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㛵ᚰࡢ࠶ࡿཧຍ⪅ࡀᨵࡵ࡚⩣᪥㆟ㄽࡢሙࢆタࡅࠊᵝࠎ࡞

⥺࣭

ࡢ᪉ྥᛶ࡞ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽᇶ࡙࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢほ
Ⅼᅗࡢࢆసᡂࡋࠊࡉࡽほ

ィ⏬ࢆワࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

−

−

ࡢᢸᙜ⪅

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
2012 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧
13:30㸫13:50

㐲⸨ ㈗ὒ࣭ᯇ㔝 ࣭ྜྷᕝ ⿱࣭ሐ ⱥ㍜
ኪ㛫ࡢᑐὶΰྜᒙෆ࠾ࡅࡿὶ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨭࡢぢ✚ࡶࡾ

13:50㸫14:10

Endro SOEYANTO, Xinyu GUOۑ, Jun ONO,Yasumasa MIYAZAWA
Interannual variability in the sea level and Kuroshio transport in the East China
Sea detected by a data assimilation ocean model

14:10㸫14:30

ຍྂ┿୍㑻࣭☾㎶⠜ᙪ
㛗Ụᕼ㔘Ỉࡀບ㉳ࡍࡿᮾࢩࢼᾏ㝣Ჴୖ࠾ࡅࡿᾏୖ㢼ࡢኚ

14:30㸫14:50

᳃ᮏᙪ࣭┦ᮌ⚽๎࣭ྜྷᒸ┿⏤⨾࣭ᆤᮌஂ
ྎ㢼㏻㐣క࠺ྎ‴ᮾ㝣Ჴୖ࡛ࡢపỈ

14:50㸫15:10

ఇ᠁

15:10㸫15:30

ᙇວ࣭⸨ᇛ⩏ஂ࣭ᯇ㔝
᭱㏆ 10 ࢣᖺࡢᮾࢩࢼᾏほ

15:30㸫15:50

ᯇ㔝

ᇦࡢⓎ⏕

⤖ᯝࡽࡳࡿప㓟⣲Ỉሢཬࡧ Chl-max Ỉሢࡢᣲື

࣭㐲⸨㈗ὒ࣭ྜྷᕝ ⿱࣭ሐ ⱥ㍜࣭▼ᆏ

2011 ᖺኟࡢ㛗ᓮ⯟ᾏ࠾ࡅࡿ Chl-max 㖄┤ΰྜࡢほ
15:50㸫16:10

⤖ᯝ

ᒣཱྀ⪷࣭ᱵἑ᭷
ᮾࢩࢼᾏࡢ❅⣲࣭ࣜࣥࡢศᕸᣲື㸫2009 ᖺ㹼2011 ᖺ⯟ᾏࡢࡲࡵ

16:10㸫16:30

Ṋ⏣㔜ಙ࣭Ụ⸨♸㍜࣭㏄ 㞝୍
ኟᏘࡢᮾࢩࢼᾏ⾲ᒙ࠾ࡅࡿ㛗Ụ㉳※Ỉࡢᣑࡀࡾᰤ㣴ሷࡢືែ

16:30㸫16:50

㗟

༓✑࣭୕㔝

⩏ᑦ࣭Sarat Chandra Tripathy࣭▼ᆏ

࣭ᯇ㔝

ኟᏘᮾࢩࢼᾏ୰ኸ㒊࠾ࡅࡿ⢏Ꮚ≧≀㉁ࡢ⏕ᡂ࣭ỿ㝆㐣⛬ࡘ࠸࡚
16:50㸫17:20

⥲ྜウㄽࡲࡵ

2012 ᖺ 2 ᭶ 7 ᪥㸦ⅆ㸧
09:30㸫

2012 ᖺࡢほ

ィ⏬㸦㛗ᓮ࣭ῐ㟷㸧ࡘ࠸࡚

−

−



