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1111. . . . はじめにはじめにはじめにはじめに    

2012 年 5 月 6 日の関東地方に発生した竜巻について、これまでに、ドップラーレーダーの動径風を用いた解析か

らスーパセルに伴うものであること（山内ほか）、決定論的な予報から、下層の湿った気塊がピンポイントで竜巻を引き

起こした降水域に供給されていたこと（加藤ほか）、竜巻の親雲の強い下降流が竜巻の発生に寄与していたこと（益子

ほか）が、報告されている。また、局地アンサンブル変換カルマンフィルター（LETKF）のネストシステムを用いて解析

値を作成し、得られた解析値から格子間隔 350m や 50m のダウンスケール実験をすると、つくば市の発生したものを

含め、実況と同じように 3 箇所で竜巻に伴う渦が再現できたこと、複数のアンサンブルメンバーのシナリオの比較から、

下層がより湿っていて、水平風の鉛直シアが大きいほど、竜巻に伴う渦の寿命が長いことが示されている。 
今回は、つくば市で発生した竜巻に伴う渦について、上記の 350m 格子のダウンスケール実験の出力を用い、再

現されたメンバーと再現されなかったものを比較して、竜巻に伴う渦の発生要因を調べた初期的な結果を示す。 
 
2.2.2.2.    計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と計算領域内の最大渦度と鉛直シア等鉛直シア等鉛直シア等鉛直シア等との関係との関係との関係との関係 

今回は、竜巻を伴う渦とその周りの環境を両方見るために、格

子間隔350mのダウンスケール実験の結果を用いることとした。最

初に、各メンバーで、どの程度の渦度が再現できたかを見るため

に、高度 20m での計算領域内の最大渦度の時間変化を示す。

予報時間 75 分から 120 分に、殆どのアンサンブルメンバーで強

い渦度が再現されていることがわかる。最大渦度の位置を描画す

ると、つくば市北部を通過した降水域の南端や、その北側で竜巻

を発生させた降水域の南端であった（図省略）。 
個々のアンサンブルメンバーを見てみると、#004 の渦度が最も

強く、#007 では強い渦度は再現できていない。#004 と#007 の初

期値の何が効いているかを見るために、これらの 2 つのメンバー

の初期値をブレンドして作成した初期値から予報を行った。図 1
の#004-#007_0125 は#004 の重みを0.125にしたもので、0.125
の他に、0.25、0.5 と順に大きくして実験をおこなった。図 1 か

ら、#004 の重みを大きくしていくに従って、計算期間内に現れた領域内の最大渦度が大きくなっていることがわかる。

次に、水平風、水蒸気量、気温のそれぞれ寄与を見るために、渦が再現された#004 の重みを 0.25 にして、さらに水

平風など 1 つずつの物理量を#007 のものに置き換えた。水平風を#007 にした#004-#007_025_UV は強い渦度は

再現できず、温度を#007 のものにすると（#004-#007_025_PT）、強い渦度が現れた。この結果は、#004 の水平風 
  

図 1 アンサンブルメンバーと#004 と#007 の内挿値を

与えたときの渦度の最大値の時間変化。 
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図 2 #004 と#007 についての最大渦度と、その南側の 1km から東西 6km×南北 9km の矩形内の鉛直シア等の平均値。◆が#004、

■が#007 を示している。 
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分布は、#007 に比べて渦度を強めるように、逆に温位分布は妨げるように働いていたことを示している。 
次に、#004 と#007 について、領域内の最大渦度の大きさと、湿った気流の流入側である南側の 6km×9km の矩

形領域内での、高度 0.8km と2.5km の水平風の鉛直シア等の平均値との関係を調べた（図 2）。鉛直シアは、10m/s
程度であるが、#004 の強い渦度が現れた時には、図 2a 内の丸で示したように、#007 に比べて鉛直シアが大きくなっ

ていた（図 2a）。また、高度 0.8km の水蒸気量は、強

い渦度が現れていた時には 10.0g/kg を超えていたが、

強い渦が再現できなかった#007 でも 10.0g/kg を超え

る期間があったことがわかる（図 2c）。温位については、

強い渦度が現れていた時は、高度 0.8km や 2.5km
の温位は、他の時刻と比べて必ずしも高くなかった

（図 2e,f）。領域内の最大渦度がある地点での、周辺

からの気圧偏差を見ると、渦度が大きいほど気圧が低

く、#004 と#007 を比べると、#004 の方が同じ気圧偏

差でも渦度が大きい（図 2g）。最大渦度の地点付近で

20m/s を超えた格子点数について、#004 の方が狭い

範囲に限られている（図 2h）こととから、#004 の方が、

渦が小さくて気圧傾度も大きく、強い渦度になってい

たことがわかる。 
 
3.3.3.3.    #004#004#004#004 とととと#007#007#007#007 の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の各物理量の空間分布の比較の比較の比較の比較    

次に、強い渦度が現れる前の 12 時 08 分について、

#004 と#007 の海面気圧や下層の水蒸気量等の分布

を比較した（図 3）。両メンバーとも、つくば市を通過す

る降水域とともに、北側の降水域も再現できている。

海面気圧は、これらの降水域周辺で低く、特に#007
の南の降水域の南東側で低くなっていた（図 3a）。こ

の気圧傾度により、下層の水平風がより強められてい

て（図 3e の○で示す）、それによって、より広い範囲で

下層の水平風が 20m/s を超えて、図 2a で見たように、

鉛直シアを弱めていた（図 3f の○で示す）。竜巻を引

き起こした南の降水域の南側に注目すると、#004 の

方の水蒸気量が多く（図 3b）、温位も高くなっている

（図 3c）。図 2c,e では水蒸気量や温位に差が見えな

かったが、これは図 2c,e の値は、#007 の最大渦度の

南側の値であり、必ずしも図 3b,c と一致しないためで

ある。下層の渦度分布については、このスケールでは、

#004 と#007 に大きな差は見られなかった（図 3d）。 
 

4444. . . . まとめとまとめとまとめとまとめと今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    
本報告では、350m 格子の再現結果を用い、降水

域の周りの環境に注目して解析を行った。2 章の結果

は、南側の環境が渦の発達に寄与するまでの時間差

を考慮していないため、結果が違って見える可能性が

あるが、#004 で強い渦度が現れたときに、より強い鉛

直シアになっていたことから、下層の湿った気塊ととも

に、鉛直シアが渦の強化に寄与していたことが示唆さ

れた。 
今後はこれらの渦の発生に好都合な複数の条件が、

どのようなタイミングで重なったかについて確認すると

ともに、鉛直シアに影響を及ぼした可能性のある‘地

上気圧に見られた低圧部’やその広がりや強さの違い

の成因についても検討したい。また、格子間隔 50m
のダウンスケール実験の結果を含め、竜巻に伴う渦自

体にも注目して解析を行う予定である。 
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図 3 アンサンブルメンバーと#004 と#007 の 12 時 08 分（FT=38min）の

海面気圧と比湿、温位、渦度、風速差、鉛直シアの差の空間分布。実

線は、それぞれのメンバーの降水域を示す。 
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