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Chapter 1  Introduction（序論） 
 

熱的な影響がない中立な条件での境界層乱流中に「組織構造」と呼ばれる比較的長く持

続する乱渦の構造が間欠的に出現し，乱れの生成と乱流輸送に大きな寄与を及ぼすことが

室内実験により調べられている。この室内実験では，壁面近くの筋状構造が上方へ持ち上

げられ，それが崩壊して大きな乱れを引き起こす「バースト」と呼ばれる現象が代表的な

ものとして知られている。 
本研究が対象とする大気境界層でも強風域に伴う小規模の前線的な構造や流れ方向に伸

びた構造が観測されているが，室内実験とは異なって慣性力と粘性力の比に相当する無次

元数であるレイノルズ数が非常に高い流れである。このような場合には，大規模乱渦が下

層へ侵入することによって乱れを引き起こすトップダウン的な機構が重要であるという考

えが提案されている。 
本研究の目的は，中立に近い大気境界層で観測を行い，室内実験の「組織構造」に対応

する乱流構造を見出し，それらの構造を比較すること，また，乱流輸送過程への寄与が大

きいと考えられる大気境界層での大規模な乱流構造の特徴を明らかにすることである。 
 

Chapter 2  Observations and the Data Analysis（観測とデータ解析） 
 

大気境界層における観測は，本州最南端の京都大学防災研究所潮岬風力実験所で 1998 年

11 月から 12 月にかけてと，本州丘陵地帯に位置する京都大学生存圏研究所信楽 MU 観測

所で 2001 年 12 月から 2002 年 1 月にかけて実施した。潮岬では超音波風速計により接地層

での乱流観測を実施し，信楽では 2 高度に設置した風向風速計と温度計を超音波風速計の

代わりに使用した。両地点とも，上空の風の測定にはドップラーソーダを使用し，大気境

界層の厚さの測定には S バンド境界層レーダー（潮岬）あるいは L バンド下部対流圏レー

ダー（信楽）を使用した。 
上記の観測に加えて，関東平野に位置するつくば市の気象研究所気象観測鉄塔で観測さ

れ保存されているデータより 1999 年 12 月から 2000 年 3 月にかけての期間のデータも研究

に使用した。この気象観測鉄塔では，10m から 200m まで 6 高度に設置した超音波風速計



により乱流観測が実施されている。 
解析に使用する中立に近い観測例は，安定度の指標であり，浮力による乱流生成とシア

ーによる乱流生成の比に相当する z/Lの値により選んだ。ここで，zは観測高度，LはObukhov
の長さである。その際の中立に近いと見なす基準は，潮岬と信楽では|z/L| < 0.1，つくばで

は|z/L| < 0.2 としている。 
データの解析方法については，ある大きさを持った乱流構造を抽出するために，Mexican 

Hat 函数を用いたウェイブレット解析を風速変動データに適用した。また，乱流構造の代表

的なスケールを調べるためにウェイブレット分散スペクトルも使用した。 
 

Chapter 3  Large-Scale Turbulence Structures in the Near-Neutral ABL at Shionomisaki 
and Shigaraki（潮岬と信楽における中立に近い大気境界層での大規模乱

流構造） 
 

この章では，潮岬と信楽の各地点で 5 例ずつの中立に近い観測例を解析した結果を述べ

ている。おのおのの観測例は 218 分間で，それを 4 つのパートに分け，各パートで各種の

統計量を求めた。まず，接地層で風速計によって測定された平均流方向風速成分（u）にウ

ェイブレット解析を適用して大きな時間スケールを持った強風のイベントを抽出し，その

時の上空のドップラーソーダデータから風速変動の平均パターンを作成した。その結果，

風速変動の最大が接地層（高さ 100m 程度）より充分に高い位置にある下降する強風の乱

流構造を見出すことができた。この乱流構造は，大気境界層の厚さと同程度の平均流方向

のスケール（400～800m）を持っており，室内実験での組織構造に似た大気境界層中での

構造と考えられる。 
次に，ドップラーソーダ各高度の風速成分 u にウェイブレット解析を適用して，鉛直方

向に拡がった強風の大規模乱流構造が間欠的に出現することを示した。風速計のデータか

らこの乱流構造の平均出現時間間隔を求め，ドップラーソーダ観測最高高度の風速成分 u
と大気境界層の厚さから無次元化すると，少し高めの値の一例を除き 3.0～6.2 という値を

得た。これは，室内実験での規格化したバースト周期の一般的な値と同程度の結果である。 
接地層での乱流観測から，強風の大規模乱流構造中の下方への運動量輸送量を求め，乱

流輸送に対する寄与について調べた。その結果，潮岬での各例で大規模乱流構造の発生時

の運動量輸送量は，全期間の平均値に比べて，1.15 から 1.36 倍大きくなっている。また，

風速変動をその平均流方向と鉛直方向の風速成分から 4 象限に分類して調べると，高速流

の下降運動であるスウィープによる運動量輸送への寄与も低速流の上昇運動であるイジェ

クション同様に重要であり，またそのスウィープの乱流運動が起きている期間を調べるこ

とからスウィープへは強風の大規模乱流構造の影響が大きいことが確認された。 
潮岬と信楽で観測された強風の大規模乱流構造は，トップダウン的な機構として上空か

ら下層へ侵入し乱れを引き起こすと予想されている「大規模乱渦」に対応していると考え

られる。 



Chapter 4  Large-Scale Structures and Their Contributions to the Momentum Flux and 
Turbulence in the Near-Neutral ABL Observed from a Meteorological Tower
（気象観測鉄塔で観測された中立に近い大気境界層における大規模構

造とその運動量フラックスと乱流への寄与） 
 

この章では，研究の次の段階として，運動量輸送や乱れの生成に対して上空から下降し

てくる乱流構造の寄与がどの程度なのかについて調べるため，超音波風速計が 6 高度に設

置されていて接地層よりも上の高度から乱流輸送の観測ができるつくばの気象観測鉄塔の

データを解析した。中立に近い観測例として，全部で 31 例を取り扱った。 
まず典型的な観測例について，各高度の乱流観測データから平均流方向風速成分（u）を

求め，それについてウェイブレット解析を行い，乱流構造のスケール分布をウェイブレッ

ト分散スペクトルにより調べた。その結果，上層（100～200m）の高度において，大きな

時間スケール（100～300 秒）に明瞭なスペクトルピークが見られた。前章の潮岬と信楽で

下降してくる乱流構造が観測されたことから，同じような乱流構造を調べるために最上層

200mの風速成分uに対するウェイブレット係数より大きな時間スケールを持った強風のイ

ベントを抽出した。そして，そのイベントでの風速変動について平均の構造を作成し，前

章でドップラーソーダによって示した構造とよく似た下降する強風の乱流構造を見出した。 
上記の強風の乱流構造による寄与を調べるために，全 31 例について，各高度の風速成分

u にウェイブレット解析を適用し，ウェイブレット分散スペクトルから選んだ時間スケー

ルでのウェイブレット係数がしきい値（0.5）以上となる強風の大規模乱流構造の領域を抽

出した。それにより，強風の大規模乱流構造が下方への運動量輸送へ大きな寄与をなし，

乱流運動エネルギーもその構造中で増加していることを明らかにした。 
また，各高度の風速成分 u に対するウェイブレット係数間で時空間相関を調べると，上

空の高度 200m の大きな時間スケールでの風速変動が大きい時ほど，その下方との間で大

きな相関を示した。これは，上空の大規模乱流構造が下方の風速変動へ大きく影響するこ

とを示唆している。 
 

Chapter 5  Stability Dependence and Diurnal Change of Large-Scale Structures in the 
Near-Neutral ABL（中立に近い大気境界層における大規模構造の安定度

依存性と日変化） 
 

この章では，中立に近い大気境界層で大規模乱流構造が出現するのに適した条件を，つ

くばの気象観測鉄塔のデータより調べた。その結果，中立に近い条件の中でもわずかに不

安定寄りの場合と中立により近い場合に，100～300 秒の時間スケールを持った大規模な乱

流構造が卓越して存在することを確認した。また，この大規模乱流構造の出現は，大気境

界層構造の日変化とも関係していると考えられた。 
大規模な乱流構造の出現と関係して，その乱流構造が果たす役割について調べ，境界層



下層での流れ構造の変化と関係していることを明らかにした。これについて，例えば大規

模乱流構造が卓越して存在する時，上空 200m と下層の高度間で平均流方向風速成分（u）
は高い相関を示した。 

さらに，わずかに不安定寄りの場合，強風の乱流構造の前方に位置する弱風域では，大

気下層が熱せられた時に現れるプリュームの構造に似た風速と温度の変動を示すことが分

かった。しかし，鉄塔で観測された不安定な観測例と比べて中立に近い観測例の方が上層

（高度 200m）での運動量の輸送効率が大きく，また運動量輸送に対するスウィープの乱流

運動の寄与が相対的に大きいという特徴があった。 
 

Chapter 6  Discussions（議論） 
 

この章ではこの研究に関連する以下の課題について議論した。 
 
・大気境界層における大規模乱流構造と室内実験におけるバーストの現象について比較す

ると，無次元化した出現の時間間隔は似た値が得られている。大気境界層と室内実験で

はその流れのレイノルズ数はかなり異なっているが，結果としての現象では共通する性

質を有していることを意味している。 
・この研究で見出された強風の大規模乱流構造は，大きな規模を持ちその風速変動の中心

は比較的地表から離れた位置にあるが，運動量輸送に寄与する「アクティブ」な性質を

持っている。このことは，この研究での重要な結果である。また，観測された強風の大

規模乱流構造は，非常に高いレイノルズ数の流れにおいてトップダウン的に下層での乱

れに影響を与える「大規模乱渦」に対応していて，このような大規模な乱流構造が存在

することは大気境界層の特徴であると考えられる。 
・大規模乱流構造の生成機構は本研究では明らかにされていないが，いくつか関係すると

考えられる以下のことを提示した。１）大気境界層での平均流は，室内実験で与えるも

のとは異なり，非常に大きな時間スケールで変動している場合がある。２）大気境界層

の流れは，その上の自由大気の流れとの相互作用により，大気境界層上層で大きな規模

の乱渦を引き起こす可能性がある。３）大気境界層は時間変化し，日中その厚さが増加

していくが，大規模な乱流構造の出現状況の変化と関係している可能性がある。４）中

立に近い条件でもわずかに不安定寄りの場合，大規模乱流構造の発達に好都合であると

考えられる。 
・中立に近い条件でもわずかに不安定寄りの場合に示された正の温度偏差を持つ上昇する

弱風域はプリュームの構造と似ている。大気境界層下部が（わずかに）不安定な成層を

している場合，強風の乱流構造前方で収束により上昇した空気は浮力を得る。この上昇

流域と強風の乱流構造の間では風速シアーが大きく，それによりさらに大きな規模の運

動を引き起こす可能性がある。 
・平均流方向風速成分（u）に対するウェイブレット分散スペクトルにおいて大きな時間ス



ケールの領域で風速変動が大きい場合に対応し，フーリエ変換によるパワースペクトル

でも低周波数側で波数の−1 乗に比例するスペクトル領域が現れる。本研究では，このス

ペクトル領域は上方の高度において明瞭に見られ，大規模な乱流構造の出現と関係して

いると考えられる。 
 

Chapter 7  General Conclusions（総括的結論） 
 

本研究の目的は，中立に近い大気境界層における乱流構造の特徴を観測から明らかにす

ることである。その際に重要なことの一つは，室内実験で示されてきた組織構造との類似

性である。大気境界層中では「大規模な」乱流構造が全体的な乱流の状況に大きな影響を

与えると考えられるので，この研究ではこの大規模乱流構造の特色を明らかにすることに

重点が置かれている。また，乱流構造による下方への運動量輸送，乱れの生成への寄与も

重要な課題である。 
本研究での結果の概要として，潮岬と信楽における中立に近い大気境界層についての観

測から下降する強風の乱流構造を見出し，室内実験で示されてきた組織構造に対応するも

のと考えた。また，つくばの気象観測鉄塔によるデータの解析から，強風の乱流構造が接

地層よりも上空の高さから地表近くまでにわたり，下方への運動量輸送と乱れに対して重

要な役割を果たしていることを示した。 
最後に，この研究において示された新しい視点は，強風の大規模乱流構造は高レイノル

ズ数の中立境界層において「トップダウン的」に下層での乱流に影響を与える「大規模乱

渦」に対応するということである。そして，大規模な乱流構造が下層へ影響を与えるとい

うこの性質は，室内実験での境界層乱流と重要な相違をもたらすと考えられる。 




