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１ はじめに 

Rotunno et al. (1988) と Weisman and Rotunno (2004) 

は，スコールラインの構造は下層水平風の鉛直シアと自身

が作り出す Cold poolの強さのバランスによって決まると

述べ，下層水平風の鉛直シア(Us)と Cold pool 強度(CI)

の比（CI/Us）の値から，CI/Uｓ＞1 のときを Upshear 構

造，CI/Uｓ≈1 のときを Erect 構造，CI/Uｓ≪1 のときを

Downshear 構造としてスコールラインの構造を分類した

(RKW Theory)．しかし，下層水平風の鉛直シアの細かい変

化に対するスコールラインの振る舞いについては十分調

査されていない．そこで，本研究では下層水平風の鉛直シ

ア変化に対するスコールラインの応答について詳細に調

査した． 

 

２ 数値実験・解析方法 

 本研究では WRF モデルを用いてスコールラインの 2 次

元理想化実験を行った．計算領域は 600 km×20㎞，水平

解像度は 1㎞，鉛直は stretched 格子とし，6時間積分を

行った．雲微物理スキームには WSM6 を用いた．初 

期の温度・湿潤プロファイルには Weisman and Klemp(19

82)の Analytical sounding を用い，下層水平風の鉛 

直シア(以下単に鉛直シアと呼ぶ)を 5,10,15,～,30,35m

/s(15m/s から 30m/s の間は 1m/s 間隔)と変化させた実験

を行った．横境界は放射開放条件，上下境界は摩擦なしの

固定壁条件とし，上層 5 ㎞にはダンピング層を導入した．

準定常なスコールラインが形成される 5-6 時間において

解析を行い，特にスコールラインの構造と水収支に着目し，

C o l d  p o o l 強度，凝結量，蒸発量，降水量，ス 

トーム効率(SE ＝降水量/初期水蒸気量)などの鉛直シア 

変化に対する応答を調査した． 

 

３ 結果・考察 

実験で得られたスコールラインは，鉛直シアが強くなる

につれて Upshear に傾いた（Upshear-tilt）構造から，

Downshear に傾いた（Downshear-tilt）構造へと変化した

(図 1). Weisman and Rotunno(2004)を基に，CI/Us(＝Cold 

pool 強度/鉛直シア)≧1.5 のときを Upshear 構造，CI/Us 

＝0.8～1.5 のときを Erect 構造，CI/Us ＜0.8 のときを

Downshear 構造としてスコールラインの構造分類を行っ

た．なお，本研究で定義した Erect構造に分類されたスコ

ールラインは，形態的には“erect(直立)”ではなく，傾

きは小さいながらも Upshear-tilt であり，erect な形態

をもつスコールラインは Downshear 構造に分類される．水

収支解析の結果から，Erect構造は凝結量，降水量，スト

ーム効率が大きく，Upshear構造は Erect構造に比べて凝

結量，降水量,ストーム効率が小さい(図 2)．すなわち，

スコールラインは Upshear に少しだけ傾いた構造で最も

効率的に降水をもたらす．また，スコールラインが

Upshear-tilt から Downshear-tilt へ変化するとき， 

 

 

 

 

 

 

図 1：t=6h における凝結生成物混合比(kg/kg)の鉛直断面

図．鉛直シア(Us)は左から 10，24，30(m/s)であり，Us10

と Us24は Upshear-tilt，Us30は Downshear-tiltである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：t=5-6h，各鉛直シアにおける(上)RIJ の効果を考慮

しない Cold pool 強度(CI)と RIJ の効果を考慮した Cold 

pool 強度（CIj）(破線はそれぞれ CI(CIj)/Us＝ 

0.8,1.0,1.5を表す)．(中)凝結量(C)・蒸発量(E)・降水

量(R)．(下)ストーム効率(SE)． 



Cold pool 強度が急激に減少しており，それに伴って凝結

量，蒸発量，降水量，ストーム効率も大きく減少する． 

Upshear-tilt から Downshear-tilt に変わる前後である 

Us24と Us25における Cold pool強度の時間発展を見ると，

Upshear-tilt である Us24 では t=240(min)からの Cold  

pool の強化が見られたが，Downshear-tilt である Us25 

ではそのような Cold pool 強化が見られなかった(図 3)．

この Upshear-tilt における Cold pool の強化の原因とし

て考えられるのが，Upshear 側での蒸発と Rear inflow 

jet(RIJ)である．Upshear 側での蒸発と RIJ は Cold pool

にそれぞれ浮力的な影響と力学的な影響を与える． 

Upshear-tiltでは Upshear側での多量の蒸発と RIJによ

る Cold pool の強化が見られるが，Downshear-tiltでは

Upshear 側での蒸発が少なく，構造上 RIJが形成されない

ため Cold pool の強化は見られない(図 4)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：Us24と Us25の Cold pool 強度の時間発展． 

 

また，RIJは Cold poolの上端付近に流入するものと地

表付近に流入するものとで Cold poolに及ぼす影響が異な

る(Weisman,1992)．地表付近に流入する RIJ(Descending 

-RIJ)は Cold pool の(水平)渦度と同符号の渦度を持つた

め，Cold pool の渦度を強める．一方，Cold pool の上端

付近に流入する RIJ(Elevated-RIJ)は Cold pool 内では

Cold pool の渦度と異符号の渦度を持つため，Cold pool

の渦度を弱め，Cold pool の上では Cold poolと同符号の

渦度を持つため，正の渦度層を厚くし深い対流を作る(図

5)．この RIJの効果を定量的に調べるために，RIJの効果

を含んだ Cold pool 強度を考える．Weisman(1992)より，

鉛直シアを Us ，RIJ の効果を含まない Cold pool 強度を

CI ，RIJの鉛直シアを Uj ，RIJの効果を含めた Cold pool

強度を CIjとすると，これらの渦度のバランスは以下の式

で表される． 

 

図 2より，CIjは鉛直シアが 16～17 m/s より弱いケース

では CIより大きく，強いケースでは CIより小さいことが

分かる．この RIJの効果の違いにより Upshear-tiltの構

造の中でも Upshear-tiltの大きさを変化させ，凝結量，

降水量，ストーム効率を変化させる． 

 

 

４ まとめ 

下層水平風の鉛直シアを細かく変化させて実験を行っ 

た結果，スコールラインは Upshearに少しだけ傾いた構造

で最も効率的に降水がもたらし，Upshear-tilt から 

Downshear-tiltへ変化するとき，Cold pool強度が激減し，

それに伴い凝結量，降水量も大きく減少する． 

Upshear-tiltでは，Upshear 側での多量の蒸発冷却と RIJ

による Cold pool の強化が起こるが，Downshear-tilt で

はそのような Cold pool の強化が起こらないため， 

Upshear-tilt から Downshear-tilt に変化するときの 

Cold pool 強度の急激な減少が起こる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：(上)t=5h における Us24 と Us25 の蒸発量(1 分間当

たり)の鉛直断面図．(下)t=6h における Us24(左)と

Us25(右)の水平風の鉛直断面図．コンターは雲水＋雲氷の

混合比(kg/kg)，赤線は Cold poolのアウトライン(θ’＝

－1 K)，ベクトルは風(m/s)を示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：t=6hにおける Us24 と Us10の水平浮力傾度の鉛直断

面図．コンター，赤線，ベクトルは図 4と同じ. 


