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1.はじめに 
竜巻の多くは，メソサイクロン(MC)を内部に含む親雲

(スーパーセル)の存在下で発生する(Trapp et al. 2005)．
現在最も有力視されている竜巻発生メカニズムは，親雲

内の下層MCによる地表付近の初期渦引き伸ばしであり，
何らかの原因で生じた地表渦が強いMCの回転に伴って
励起された上向きの摂動気圧傾度力(PGF)によって引き
伸ばされると考えられている(e.g., Noda and Niino 
2010)． PGFの強さは下層MCが持つ渦度の大きさと関
係しており，この竜巻発生メカニズムに従えば，下層MC
発達が竜巻発生の必要条件としてみなされ得る

(Markowski et al. 2012)． 
しかしながら，このメカニズムには先行する対流が形

成したOutflow境界をはじめとする，環境場の水平非一
様性の影響が考慮されていない．実際，北米での観測実

験の結果，ほとんどの竜巻が何らかの境界付近で発生し

ている事が指摘されている(e.g., Markowski et al. 1998)．
そこで本研究では，Outflow 境界を含む水平非一様場に
おける竜巻発生過程を数値実験によって調査する． 

 
2.数値モデル・実験方法 
	 使用した数値モデルは，完全圧縮系非静力学モデル

WRFである．計算領域は90 km×80 km×20 kmであ
り，水平格子間隔は100 mとした．また，鉛直格子には
可変格子(81 層)を用いた．サブグリッドスケールの乱流
パラメタリゼーションには，1.5次のTKEクロージャを
用いた．加えて，惑星境界層(および接地層)の影響を取り
込むために，MYNN3(Nakanishi and Niino 2009)を使用
した．また，雲微物理スキームにはMilbrandt and Yau 
(2005)のスキームを設定した．そのほか，コリオリ力や
放射等は無視した． 
	 水平一様な基本場の温度および水蒸気プロファイルは

Weisman and Klemp (1982)，風プロファイルは Del 
City storm (Ray et al. 1981)のsoundingをそれぞれ用い
た．CAPEは1822 J kg-1，対流抑制(CIN)は13 J kg-1で

あり，SREHは137 m2 s-2である．この基本場内に極大

値が+4 Kの温位摂動(半径10 km, 中心は高度1.5 km)を
導入して45分間積分した後，計算領域の東側(高度約0.5 
km 以下)に幅 10 km の遷移領域を挟んで先行する

Outflow境界を模した—4 Kの温位摂動を与え，計算を再
開した．  
 
3.結果 
	 図 1は，親雲の上昇流およびMCの鉛直渦度水平分布
の時間発展を示している．計算開始から65分後には親雲
が，強いMCを伴う上昇流やストームの前面および後面
に広がる冷気プール等の，典型的なスーパーセルの構造

を持っていた．一方，Outflow 境界を模した温位境界は

85分の時点でMCから 20 km離れた場所に位置してお
り，その後105分頃にはMCに到達していた(図1c,d)． 
	 図2は，領域内における高度0.1 kmおよび1.0 kmで
の最大鉛直渦度時間発展を示している．積分開始から67
分ごろに，地表付近で竜巻 likeな渦が非常に強化されて
おり，渦度極大値は0.2 s-1に達している(図2)．このとき，
高度1 km付近の下層MCも渦度が0.1 s-1に達するほど

強化されており，下層MC強化による竜巻発生過程と整
合的である(図2)．一方，この時点では，温位境界は渦度
極大から約 25 km 離れた場所に位置しているため，67
分ごろの渦度強化には影響していないと考えられる(図
1b)．その後，地表付近の竜巻 likeな渦は95分および114
分ごろにも0.1 s-1を超えるほどまで強化されている(図2)．
特に，114 分ごろの極大は温位境界が渦付近に到達した
タイミングと一致している(図1d,2)．一方，下層 MCは
67分頃と比べてかなり弱かった(図2)． 
 
4.地表渦の強化過程 
	 温位境界到達前(67 分頃)と温位境界到達時(114 分頃)
における地表の竜巻 likeな渦強化の要因を調べるため，
渦度方程式の収支解析を行った．ブジネスク近似を施し

た鉛直渦度方程式は以下のように表される． 
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ここで，ζは鉛直渦度，ωhは水平渦度ベクトル，∇hは

水平微分演算子，vhは水平風ベクトルをそれぞれ表す．

右辺第 1項と第 2項は水平および鉛直方向の移流，第 3
項はtilting，第4項は引き伸ばしをそれぞれ示している．
計算にあたっては，各時間における渦の中心を囲む 400 
m×400 m×100 mの直方体内で各項を平均した． 
	 図 3 は，渦度収支解析の結果を示している．両時間と
も，竜巻 likeな渦の強化に最も寄与しているのは引き伸
ばし項である(図 3a,b)．引き伸ばし項の大きさは，鉛直
渦度そのものと水平収束(または∂w/∂z)の大きさとの積
である．したがって，渦度強化の直接の原因は水平収束(ま
たは∂w/∂z)の強化であると考えられる．実際，渦度方

程式の各項と同様の領域内で平均した水平収束は，渦度

極大よりも早く極大となっていた(図省略)． 
	 水平一様場における従来の竜巻発生メカニズムでは，

地表渦付近における水平収束(または∂w/∂z)強化は，下
層MCに伴う上向き PGFによって生じる．温位境界到
達前(67分頃)の渦度強化時には，高度 1 km付近のMC
に対応する渦度極大が地表付近の渦のほぼ真上に位置し

ている(図 4a)．このとき，高度 1 km以下では上向きの
摂動気圧傾度力がはたらいており，Noda and Niino 
(2010)らによる従来の竜巻発生過程と整合的である(図
4a)． 



	 一方，温位境界到達時(114分頃)の竜巻 likeな渦の強化
は，従来の竜巻発生メカニズムと様相が異なっていた．

温位境界到達時(114 分頃)において，高度 1 km 付近の
MCに対応する渦度極大域は地表付近の竜巻 likeな渦か
ら数 km 離れた場所に位置しており，上向きの摂動気圧
傾度力もはたらいていなかった(図4b)． このことは，温
位境界到達時(114 分頃)における水平収束(および竜巻
likeな渦)強化が，下層MCが関係しない過程によって起
きていることを示唆している． 
 
5.まとめ 
	 Outflow 境界を模した温位境界を含む，水平非一様な
環境場における竜巻発生過程を調査した．地表付近にお

いて，温位境界到達前(67分頃)と後(114分頃)に発生した
竜巻 likeな渦について鉛直渦度の収支解析を行ったとこ
ろ，いずれの渦強化過程においても引き伸ばし項が卓越

していた．引き伸ばし項強化に関係した水平収束の強化

をもたらす上向きの PGF は，温位境界到達前(67 分頃)
の渦強化時にのみはたらいていた．従来の竜巻発生メカ

ニズムにおいて上向きの PGFをもたらす下層MCは，
温位境界到達後(114 分頃)の渦強化時には地表の渦度極
大と離れた場所に位置していた．このことは，温位境界

到達後の竜巻 likeな渦の発生過程が従来の竜巻発生メカ
ニズムと異なることを示唆している．今後は，流跡線や

循環，渦線の解析によって，竜巻 likeな渦の強化過程を
詳細に調査する．また，温位以外の物理量(e.g., 水平風や
水蒸気量)の境界を与えた追加実験も行う予定である． 
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図2. 高度0.1 km(実線)と1.0 km(点線)における最大
鉛直渦度(10-2 s-1)の時間発展．横軸は時間(分)． 
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図 4. (a)積分開始から 67分，(b)114分後の地表面に
おける渦度極大を含む東西鉛直断面．陰影は渦度(10-2 
s-1)，コンターは気圧摂動(Pa)，ベクトルは断面内の風
速(m s-1)をそれぞれ表す． 
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図 3. 高度 0.1 kmの渦周囲で平均した渦度方程式右
辺各項の時間発展．赤線は水平移流，紫線は鉛直移流，
緑線は tilting，青線は引き伸ばし，灰色の線は右辺の
総和をそれぞれ示している(単位は全て 10-4s-2)．横軸
は時間を表し，(a)67-74分，(b)113-116.5分である． 

図1. 高度1 kmにおける鉛直流(カラー: m s-1)および鉛
直渦度(赤線: 0.01 s-1)．青線は高度0.1 kmにおける温位
摂動(K)．ベクトルは高度1 kmにおける水平風(m s-1)． 


