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1. はじめに 
温帯低気圧に伴う降水は寒冷前線や温暖前線に沿って

ならぶ帯状の領域（降雨帯）に集中することが多い 

(Houze et al. 1976). 寒冷前線に伴う降雨帯のうち、幅の広

い降雨帯（Wide Cold-Frontal Rainband, 以下 WCFR）は 地

上付近に顕著な擾乱を伴わない、層状性の降水が強化さ

れた領域と定義される. これまで、その形成メカニズム

としては湿潤大気の対称不安定や、上空の降水セルから

の氷晶落下 /雲粒補捉による降水強化（ seeder-feeder 

process）、対流圏中～上層の強化された前線(cold front 

aloft) による強制など、様々な形成メカニズムが提唱され

ている. 本研究では冬季海洋上で観測された寒冷前線の

数値実験を行い、降水粒子の融解の熱力学的効果に注目

して WCFR の形成メカニズムを調べた.   

 

2. 対象事例と実験設定 

実験は複数の事例について行なったが、ここでは

CYCLES (CYCLonic Extratropical Storms)  Project 期間中

の 1976 年 12 月 8 日に米国西海岸で観測された寒冷前線 

(Parsons and Hobbs 1983ab)について結果を示す. この前

線は比較的若い低気圧に伴うもので、対流圏中～上層の

前線は WCFR のはるか後方に位置する.  

用いた数値モデルは ARW-WRF Ver. 3.2 で、三重双方向

ネスト実験を行なった. 主要な実験では水平格子間隔は

順に 18km, 6km, 2km とし, 雲微物理過程は Thompson 

(2008), 境界層はMellor-Yamada-Janjic（MYJ）を用いた. 初

期値、境界値には NCEP/NCAR 再解析を用い、18km 格

子の領域では Kain-Fritsch の積雲パラメタリゼーション

を用いた. 雲微物理スキームを変えた実験も行なったが、

氷相を含むものであれば、WCFR の位置や融解冷却の有

無に対する依存性などに顕著な違いは見られなかった. 

モデルの熱力学方程式において、氷相の降水粒子（こ

こでは主に雪）の融解冷却項を変えた感度実験を行うこ

とで、融解の熱力学的効果を調べた. また、前線に伴う

鉛直シア流中における融解冷却の効果を理解するため、

dryモデルを用いた熱源応答実験も行った. 

 

3. 再現実験の結果 

図 1 に積分開始 22 時間 30 分後、2km格子領域の中心

付近の地上降水強度を示す. 標準実験では地上の寒冷

前線に対応した幅の狭い降雨帯（NCFR）と、その西側の

WCFR に降水域が明瞭に分かれている. 一方、熱力学方

程式で融解冷却を OFF にした実験では両者は分離せず、

平均すると、降水は地上の寒冷前線からの距離とともに

単調に減少する . この結果から NCFR から独立した

WCFR の形成においては、融解冷却の効果が重要である

ことが分かる.  

図 2 に地上前線に直交する鉛直断面での鉛直風と前線

に相対的な直交風速(幅 100km, 1 時間の平均)を示す.  

融解冷却をOFFとした実験では前線面はほぼ一定の傾き

を持ち、地上寒冷前線背後では一様な滑昇が起こる. こ

のために降水の弱い場所が形成されなくなると考えられ

る. 一方、標準実験では、高度 2km付近, xc=－40～0km

に上昇流の弱い領域、その背後に上昇流の強い領域が示

されている。これらの場所ではそれぞれ雪の成長（主に

昇華成長）が抑制、強化されており、地上の弱降水域、

WCFRを形成する. 鉛直風擾乱の軸は前方に傾いており、

湿潤対称不安定の結果として生じる擾乱（今の場合は後

方に傾いた軸を持つ）とは逆である. WCFR の場所は相対

的な水平風(U)=0 で定義した前線面（kinematic frontal 

surface）と融解層とが交差する場所に対応しており、そ

の場所で前線面は階段状の構造を呈している.  

 

 
図１．積分開始から 22 時間 30 分後(1976 年 12 月 8 日

1030UTC) の降水強度(mm/h). (a) 標準実験, (b) 融解冷

却なしの実験.  

 

図 2. 相当温位（等値線, 1K おき）と 0.1m/s 以上の上昇流

(陰影)の分布. 上：標準実験. 下: 融解冷却なしの実験. 

X=0 は地上寒冷前線の位置、(a)の緑色の等値線は融解に

伴う冷却（－0.05K/hから 0.5K/hおき）を示す.  
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4. 熱源応答実験 

融解層高度は寒気側ほど低くなるため、融解層が上空
にあり、ある程度の水平方向の広がりを持てば必然的に

前線面と交差することになる. WRF による実験結果から、

融解層と前線面とが交差する場所で、空間的に集中した

応答が起こり、その結果として WCFR が形成したと考え

られる。これを確認するため、dryモデルを用いた熱源応

答実験を行った。 

用いたモデルは Kawashima (2011)に示されている非弾

性モデルにブシネスク近似を施したものである. 線形・

非線形方程式系の両方で実験を行ったが、ここでは非線

形方程式系を用いた実験結果を示す. 前線面自体は傾い

ているが、簡単のため、水平一様な鉛直シア流中に傾い

た長楕円型の冷源を与えることで、寒冷前線に伴うシア

層と融解層が交差する状況を表現する.  

まず、簡単のため一様風(U= －6m/s) を与えた場合と、

下層で風向が逆転する一般風を与えた場合を比較する. 

浮力振動数は N2=5×10－5 s－2であり、シアのある場所で
の Richardson数は 0.5 となる.   

図 3にほぼ定常となる 20時間後の鉛直風速の分布を示

す. 一様風の場合、鉛直伝播性の山岳波と同様の風上側

に傾いた位相を持つ重力波（上向きにエネルギーが伝播）

が選択的に励起される. これは熱源自体が風上側に傾い

ているためで、応答の水平スケールは熱源のスケールと

なる. シア流を与えた場合は、U=0 となる高度 1.5 kmよ

り下では熱源が風下に傾いていることにより、下向き伝

播する重力波も励起される. 応答は熱源とシア層が交差

する場所の付近に集中しており、鉛直風速の振幅も一様

風の場合と比較してかなり強くなっていることが分かる. 

これは、シア層と交差する場所で局所的に重力波のエネ

ルギー生成(－uw dU/dz > 0 ) が起こるためである. これ

は U=0 となる臨界高度がない場合でも言えることである

が、臨界高度がある場合、応答は空間的により集中する 

 WRF による実験結果と同様に、高度 5kmでも逆転する

風を与えた実験結果では、その高度で波の吸収/一部反射

が起こる. 融解層と U=0 の臨界高度（灰色の直線）の交

差点の右側上空で下降流、交差点の上下にそれぞれ上昇

流、下降流があるなど、鉛直風のパターンは湿潤実験の

結果（図 2 上）と良く似ている.  

 

5. まとめ 

以上の結果から、湿潤モデルによる実験で見られた

WCFR の形成やそれに伴う特徴的な前線の構造は、前線
に伴う鉛直シア流の傾いた融解冷却に対する局在的な応

答の結果であるといえる. 擾乱の上昇流の軸が今のよう

に風上側に傾いている場合、上空で生成された降水粒子

と下層で生成された降水粒子が近い場所に落下するため、

効果的に地上降水の集中化が起こる. 

この結果は融解高度によって地上前線とWCFRの距離

が決まる（融解高度が高くなると前線面と交差する場所

がより後方になる）ことを意味する. 実際、WRF による

実験では、より気温が高く、従って融解高度も高い南側

の方が WCFR と地上前線の距離は長くなっている. ま

た、WCFR の移動速度は地上前線の移動速度よりも早い

が、これは寒気移流の効果により融解層高度が時間とと

もに低下することと対応している. モデル中で融解の起

こる気温の設定を変えた実験も行ったが、融解層が高く

なると WCFR がより後方になるなど、上で提唱したメカ

ニズムと整合的な結果が得られた.  

また、湿潤モデルでは、WCFR の形成により融解層と

前線面が交差する場所で冷却がより強まることになる . 

この正のフィードバックが働くため、例えば融解冷却の

効果を 20%に弱めた実験でも WCFR が形成される(図は

省略).  

 

 

 
図 3 傾いた冷却に対する応答. 黒線は鉛直流(0.05m/s

間隔)、青色の線は冷却率（0.1K/h 間隔）. 右は一般風の

高度分布. 灰色の線は U=0 高度を示す.  
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