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要旨

本研究は次の二つの目的のために、日本海で発達する polar lowについて事例
解析を行った。一つは、環境場に対する polar lowの内部構造や発達力学との関
係を明らかにすることである。これは、Yanase and Niino (2007)の数値実験結果
が、現実の polar lowにも見られるかどうか確かめるためでもある。彼らは理想
化した大気場で polar lowを発達させる数値実験を行い、傾圧性が強い環境場で
はコンマ型の擾乱が主に傾圧的に発達する一方、傾圧性が弱い環境場では同心円
型の擾乱が主に非断熱加熱の影響で発達することを示した。もう一つの目的は、
渦位的考え方 (PV thinking)によって、上層の渦位が polar lowの発達に果たす役
割を理解することである。上層の渦位アノマリーや短波トラフが北大西洋 polar
lowの発生トリガーになっているとの先行研究はあるものの (例えばGrønås and
Kvamstø1995, Mailhotet al. 1996, Claudet al. 2004など)、日本海 polar lowに関し
て特に渦位の視点からの研究はこれまでほとんど行われていない。本研究では、
前者の目的のために前線解析とエネルギー収支解析を行い、後者の目的のために
PV thinking(渦位的考え方)を行った。解析した事例は、2006年 12月 29日に北海
道南西沖で発生した A事例、2008年 2月 6日に山陰沖で発生した B事例、2008
年 3月 4日前後に秋田沖で発生したC事例である。
前線解析を行った結果、三つの polar lowには形状に関係なくいずれも中心の
暖気核を取り囲む明瞭な前線が存在することがわかった。エネルギー収支解析に
よってpolar lowの発達を定量的に見積もると、polar lowは基本場の傾圧性が強い
環境場ではコンマ型に、傾圧性が弱い環境場では同心円型に発達する傾向があっ
た。また、おおまかに言って、擾乱が発達するにつれて基本場の傾圧性が弱くなる
と、傾圧的な発達の程度が小さくなる傾向があった。これらの解析結果はYanase
and Niino (2007)の数値実験結果と整合的だった。しかし、コンマ型に発達してい
ても、必ずしも傾圧的な発達が支配的になるとは限らず、非断熱加熱の影響によ
る発達が支配的になる場合があった (B事例)。そうなる理由は、非断熱加熱の強
さが直接的には前線帯における対流活動の強さに関係するからだと考えられる。
したがって現実の polar lowのエネルギー論的な発達力学は、メソ αスケールの
基本場の傾圧性の強さだけではなく、メソ βスケールの前線帯での対流活動の強
さにも依存すると考えられる。
渦位分布を解析すると、どの polar lowも最盛期に向けて急発達している時、下
層渦の中心から西側にかけての上層 600hPa付近に高渦位フラグメントが流入し
てきていた。下層では前線帯で対流活動が急速に活発になり、潜熱によって下層
の渦位が増加していた。この時 polar low周辺では大気の安定度が低くなってお
り、上層の渦位の影響が下層に及びやすくなっていたと考えられる。一方、上層
の高渦位フラグメントが北東に移動すると、polar lowの発達が止まる事例があっ
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た (C事例)。さらに、平均流の傾圧不安定に伴って polar lowが発達しているか
どうか渦位の視点から考察した結果、大気場は傾圧不安定が起こりうる渦位分布
をしておらず、下層渦と上層渦が相互に強め合って発達している様子は見られな
かった。
これらの解析結果を総合して考えられる日本海 polar lowの発達メカニズムは
次の通りである。Polar lowが発達する時、日本海では寒気ドームの存在と海面熱
フラックスの影響で大気の安定度が 600hPa付近まで低くなっており、上層の渦
位の影響が下層に及びやすくなっている。下層渦の中心から西側にかけての上層
600hPa付近に高渦位フラグメントが流入してくると、下層では上層の影響で渦が
強められ、強い傾圧性と非断熱加熱の効果で、明瞭な前線と活発な対流活動が起
きる。すると、下層の前線付近でも非断熱加熱の影響で渦位の増大が生じる。そ
して、上層と下層の渦位アノマリーの両者が強い低気圧性循環を形成することに
よって、polar lowの急発達が引き起こされる。一方、上層では下層のような渦の
強化は起こらない。
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第1章 はじめに

1.1 Polar Lowとは
Polar lowとは一般的に、主要な傾圧帯の極側で発生する小さいがかなり強い

海上の低気圧のことを指し、水平スケールは 200kmから 1000km、地上風速は
15m/s以上と定義されている (Turneret al. 2003)。またこれに準ずる擾乱を polar
mesocyclone、あるいは polar mesoscale cycloneと呼ぶことがある。日本ではし
ばしば「寒気内小低気圧」などと呼ばれる擾乱のことである (二宮 2005,山岸ら
1992)。主な発生場所として、ノルウェー海やバレンツ海 (Wilhelmsen 1985, )、北
海 (Aakjær 1992)、ラブラドル海 (Rasmussenet al. 1996)を初めとする海氷と暖流
が接する北大西洋や、ベーリング海やアラスカ沖、日本海、オホーツク海を含む
北太平洋 (Businger 1987,浅井 1988, Yarnal and Henderson 1989, Ninomiya 1989)
が挙げられる。

Polar lowは、歴史的には古くからノルウェーなどの船乗りの間で恐れられなが
ら知られていた冬の強暴なストームで、しばしばこのストームに遭遇して被害に
遭っていたようである (Turneret al. 2003)。しかし、polar lowの発生する冬季極域
海上の観測データはまばらなため、水平スケールが小さく、寿命の短い polar low
の全貌を知ることは極めて困難であった。したがって初めて本格的に polar lowを
認識できたのは、気象衛星が打ち上げられ、擾乱の全貌を観測できるようになっ
てからであった。それゆえ、一般的な温帯低気圧と異なり、この種の擾乱の気象学
的な研究の歴史は比較的浅いと言える。最近では、高解像度の雲画像 (AVHRR)や
海上風速 (ADEOS/NSCAT)などの衛星データや、高解像度の数値シミュレーショ
ンが可能になったことで、polar lowについてますます詳細に理解できるように
なった。例えばMoore and Vachon (2002)は、約 100m解像度の合成開口レーダー
RADARSAT-1によって、polar lowの強風帯や風の不連続帯、スパイラル構造な
どの詳細を明らかにした。あるいは、RADARSAT-1データを用いて、過去の地
上天気図に解析されていなかった polar lowを地上天気図に加える取り組みもな
されている (Friedmanet al. 2001)。また Yanaseet al. (2002)は 2km解像度の非静
力学モデルを用いて polar lowのシミュレーションを行い、水平スケールやスパイ
ラルバンドなどの詳細な内部構造の再現に成功している。
日本付近、とりわけ日本海で発生する polar lowについては、衛星画像だけでは
なく、気象レーダーやアメダス観測のデータも入手できる環境にあるため、1980
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年代以降、内部構造や発達メカニズムの解明が活発に行われてきた (例えば Asai
and Miura 1981,浅井 1988, Ninomiya and Hoshino 1990など)。Fuet al. (2004)は、
レーダー、ADEOS/NSCAT、AVHRR等のデータを用いて、1997年 1月 21日に
北海道南西沖で発生した polar lowのライフサイクルと内部構造を詳細に解析し
た。Polar lowの発生前、北海道の西岸には強い水平風シアーに伴う収束帯が存在
していた。その後、収束帯に沿った東西に伸びる雲バンドの先端が次第に反時計
回りの回転をし始め、最盛期には中心に暖気核を持ったコンマ型の polar low(図
1.1(a))になった。

Polar lowの形状は図1.1(a)のようなコンマ型の他に、台風によく似た中心に目を
持つスパイラルバンド型のものも発生している (図 1.1(b); Nordeng and Rasmussen
1992)。コンマ型の polar lowについてはメソスケールの前線が存在していること
がいくつか報告されている。Shapiroet al. (1987)は航空機観測を行って、polar
lowの内部構造を詳細に観測し、中心から北東と南西に伸びる前線を解析した。
またHewsonet al. (2000)は、レーダー観測領域を通過した polar lowに前線が存
在することを示し、その構造は図 1.2のように冬季海上で爆発的に発達する温帯
低気圧の発達モデルである Shapiroモデル (Neiman and Shapiro 1993)に類似して
いることを指摘した。このようにいくつかの研究で、polar lowには前線と見られ
る温位勾配や水平風シアーの大きなところがあると報告されているものの、日本
付近の polar lowに関してそのような点に着目した研究は少ない。また雲の形状や
前線構造は、発生環境場や発達メカニズムと関連があると考えられ、そのような
観点での研究が最近始まっている。このことについては 1.3節で詳しく述べる。

(a) (b)

図 1.1: (a) 1997年 1月 21日 16UTCのひまわり 5号による相当黒体輝度温度 (TBB)画像. From

Fuet al. (2004). (b)同心円型に発達した polar lowの例. 1987年 2月 27日 0431UTCにおける赤外

衛星画像. From Nordeng and Rasmussen 1992.

1.2 発達メカニズム
Polar lowの発生・発達メカニズムはこれまで活発に研究されてきており、主な
メカニズムとして、傾圧不安定、CISK/WISHE、順圧不安定、発生トリガーとし
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図 1.2:温帯低気圧の発達過程を表す Shapiroモデル. I:幼年期, II: 前線の断裂, III: 後屈温暖前線

と Tボーン, IV: 暖気核の隔離. From Neiman and Shapiro 1993.

ての上層の渦位の影響、熱フラックスや凝結加熱の影響などが示されている。以
下、それぞれのメカニズムについて簡単にレビューする。

1.2.1 傾圧不安定

傾圧不安定波とは、簡単に言うと、地衡風バランスにある傾圧場で、有効位置
エネルギーを運動エネルギーに変換することで発生する波のことで、温帯低気圧
の発達メカニズムとして知られている。例えば、東向きの鉛直シアーがある流れ
場で、上層には北向きの水平渦位勾配があり、下層には南向きの水平渦位勾配が
あるとする。この場合、上層の擾乱はロスビー波的なメカニズムによって流れに
対して西に進む。一方、下層の擾乱は流れに対して東向きに進む。この上下二つ
の擾乱の位相速度は水平スケールによって決まるので、ある波数では上層と下層
の位相速度が一致することが考えられる。そのような状況で、図 1.3に示すよう
に、もし上層と下層の渦位アノマリーの分布が西に傾いているなら、上層では正
のアノマリーがあるところで南向きの流れが、負のアノマリーがあるところで北
向きの流れが下層によって誘起される。すると、上層の渦位は北向き勾配なので、
正と負のアノマリーはそれぞれ下層に誘起された流れで強められる。下層でも同
様にして正と負の渦位アノマリーが上層に誘起された流れで強められる。こうし
て上層と下層の渦位アノマリーが相互に影響して互いを強め合い、傾圧不安定波
が作られる。

Tsuboki and Wakahama (1992)は、日本海北部で polar lowが発生する時近くで
観測された大気の流れ場が水平に一様であると仮定し、その線形安定性を、準地
衡風方程式系を用いて調べた。その結果、傾圧不安定波のもっとも大きな増幅率
とその波長は、実際に日本海北部で発生する polar lowの波長や増幅率に合致する
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図 1.3:傾圧不安定波の概念図. 図の上半分が上層、下半分が下層の擾乱を表し、上 (下)層が下

(上)層に及ぼす流れを青 (赤)の円で示している. ＋はそれぞれの層における正の渦位アノマリー

(低気圧性の渦)、－はそれぞれの層における負の渦位アノマリー (高気圧性の渦)を意味する.

ことがわかった。そして彼らは、「小低気圧の発生において傾圧不安定が重要な
働きをしている」と結論付けた。また、Mansfield (1974)は、北東大西洋で発生す
る polar lowの増幅率や波長、位相速度が、Eady(1949)の摂動理論に観測値をパ
ラメータとして組み込んで得られる傾圧不安定波と一致することを示した。他に
もこれに類似した研究として、Duncan (1977)やReed and Duncan (1987)がある。
北大西洋の海氷と暖流が接するところでは、対流圏下部に局地的に強い傾圧
場が発生しやすく、そこで polar lowがしばしば発生している (Sadie and Warner
1985)。日本海北部では、大陸からの強い寒気吹き出しと東にある温帯低気圧か
らの相対的に暖かな風の吹き込みで強い南北の温度傾度が生じ、polar lowが発生
することがある (Ninomiya 1991, Tsuboki and Wakahama 1992)。このような対流
圏下部の強い傾圧場は傾圧的に不安定なのかもしれない。ただし、ここで述べた
傾圧不安定を主張する研究は、線形理論であったり、一点で観測された大気のプ
ロファイルを使用したりしており、実際の事例の大気の三次元構造がどのように
なっているかについては全然議論していない。そのような点をしっかり調べない
限り、傾圧不安定で発達したとは結論付けられないだろう。

1.2.2 CISK/WISHE

二つ目のメカニズムとして提案されているのは、CISK(Conditional Instability
of the Second Kind)またはWISHE(Wind Induced Surface Heat Exchange)である。
Polar lowには活発な深い対流雲が見られ、台風のようなスパイラルバンドが存在
していることから (例えば図 1.1(b))、台風と同じメカニズムが働いているのでは
ないかと考えられた。CISKとWISHEについての概念図を図1.4に示す (Bluestein
1993)。CISKは、まず下層収束があって、そこでの積雲対流とそれに伴う潜熱解
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放で中心に暖気核が形成される過程が本質的である。したがって、CISKが起こ
る前提として、例えば対流発生の可能性の指標であるCAPE(Convective Available
Potential Energy)が存在する必要がある。一方WISHEは、下層収束があって、そ
こへ吹き込む強風により海面から大気へ熱と水蒸気が大量に供給され湿潤中立の
大気と暖気核が形成される過程が本質的である。なお、CISKやWISHEは傾圧不
安定とは異なり、すでに存在する渦を強める「発達の理論」であることに注意し
なければならない。

(a) CISK (b) WISHE

図 1.4: (a) CISKの概念図. (b) WISHEの概念図. From Bluestein 1993.

Rasmussen (1979)は、準地衡風二層モデルを用いて、極域の寒気吹き出し時に
観測される条件付不安定の順圧大気で発生するCISK擾乱の増幅率とその波長を
計算した。そして彼は、理論と観測の比較を行い、少なくともいくつかの polar
lowは小さな熱帯擾乱と非常に類似して基本的に熱的不安定な現象であると結論
付けた。Sardie and Warner (1983)は、三層・二次元で、CISKに関連した対流パ
ラメタリゼーションを組み込んだ準地衡風モデルを用いて、CISKと傾圧不安定
の重要性を調べた。その結果、北大西洋で発生した polar lowについては、傾圧
不安定とCISKの両方が発達に重要であることが示された。また、Craig and Cho
(1988)は、wave-CISK積雲パラメタリゼーションを適用した線形セミ地衡風モデ
ルを用いて、polar lowのCISK的な発達の可能性について調べ、加熱の割合に応
じ二種類の擾乱が現れることを示した。一つ目の擾乱は加熱の割合が比較的小さ
な時に現れ、本質的には加熱がない時よりは大きな増幅率と短い波長を持つ傾圧
不安定波だった。この時、加熱は単に大気の安定度を小さくするように働いてい
た。もう一つの擾乱は、加熱の割合を上げた時に現れ、純粋なCISKモデルに現
れる擾乱に類似していた。この時の加熱量は、純粋なCISKのみの解に必要とさ
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れる加熱量よりやや低かったので、傾圧性はCISKを促進すると考えられる。ま
た三つの現実の polar low事例で観測された大気のパラメータをそれぞれモデル
に当てはめたところ、二つはCISKが効いているように見え、もう一つは傾圧不
安定とCISKの中間であることが示された。
このように当初はCISKを主張する考えが主流だった一方で、Emanuel and Ro-

tunno (1989)は、「polar lowの環境場で観測される対流は、十分な CAPEを伴わ
ず、ほとんど湿潤断熱減率を維持する役目をすると思われ」、polar lowの発達も台
風と同様にWISHEが効いていると主張した。彼らは、傾圧不安定と順圧不安定
の作用を排除した軸対称の非静力学モデルを用いて、polar lowが発達する典型的
な極域の大気場でも、大気と海洋の相互作用によって観測と一致した構造を持つ
polar lowが発達しうることを示した。同時に彼らは、傾圧不安定などを通じた非
軸対称の初期渦形成プロセスの必要性も指摘した。Craig and Gray (1996)は、台
風や polar lowの発達感度がCISKやWISHEに関連する地表面摩擦や熱、水蒸気
フラックスそれぞれに対して異なることを示した。すなわち、発達の程度は、熱
や水蒸気の輸送係数に強く依存する一方で、摩擦抵抗係数にあまり関係なかった。
したがって彼らは、「数値的にシミュレーションされる台風と polar lowの強化は
WISHEによる」と結論付けた。しかし彼らは、軸対称渦と小さなCAPEを仮定
して計算しているため、前線を伴った非軸対称で、寒気流入により大きなCAPE
の場合がある実際の polar low事例にこの計算結果が当てはまるのかどうか、疑
問が残る (Van Deldenet al. 2003)。CISK/WISHEに関する研究は現在このような
状況にあり、まだ決着がついていない。

1.2.3 順圧不安定

三つ目のメカニズムは順圧不安定である。このメカニズムは、例えば図1.3の縦
軸を南北方向に置き換えて、水平面内で波の干渉が起こる不安定である。Nagata
(1993)は JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)で発生するメソβ渦を数値シミュレーショ
ンで再現し、エネルギー解析によって渦は主に順圧シアー不安定で生じているこ
とを示した。

1.2.4 上層の渦位の影響

四つ目は、西から移動してきた上層の渦位アノマリーまたは短波トラフが下
層の polar lowの発生トリガーになるメカニズムである。Montgomery and Farrell
(1992)は、非線形地衡風モデルを用いて数値実験を行い、まず初期段階として上
層の短波トラフが下層の渦をスピンアップさせ、その後は潜熱解放によって生成
された下層の渦位が下層の渦を強化・維持するという二段階の発達メカニズムを
示した。この結果を基に彼らは、「polar lowは自発的な不安定では形成せず、上
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層の渦位擾乱によって駆動される」と主張した。そして、「より一般的な視点に立
つと、polar lowの形成メカニズムは、polar low事例で中心的な役割を果たす湿潤
プロセスも含め、中緯度温帯低気圧の形成メカニズムと実際には同じである」と
いう仮説を立てた。このような上層の渦位の下層への影響は、実際の事例でも解
析されている。Mailhot et al. (1996)は、15km格子間隔のメソモデルを用いて、ラ
ブラドル海で発生した polar lowについて渦位の視点で解析した。初期段階では、
氷縁近くの浅い傾圧場に上層の渦位の接近がきっかけとなって傾圧的な発達が起
こった。その後、寒気ドームの接近に伴って深い対流活動が発生し、これによって
polar lowは急速に深められ、最盛期を迎えた。類似した解析結果はRasumussenet
al. (1996)やClaudet al. (2004)にも示されている。またこれと関連して、Grønås
and Kvamstø(1995)は、上層の正の渦位アノマリーの最下部の高度と大気境界層
の最上部の高度の差が小さいと polar lowは発生し、差が大きいと総観場が他の
polar low事例と似ていても polar lowは発生しないことを示した。これは、大気
の安定度が低くないと上層の渦位の影響を受けて polar lowが発生することがで
きないことを示していると考えられる。
これらの研究に共通するのは、渦位アノマリーがトリガーになって、「傾圧的
な発達 (Baroclinic development)」、あるいは「傾圧不安定」による発達が起こると
述べている点である。Montgomery and Farrell (1992)の数値実験も、設定された
初期値の状況から考える限り、上層の渦位がトリガーとなって「傾圧不安定」が
起きていると考えられる。このメカニズムに関して、上層の渦位が発生トリガー
になるという点には疑問は残らないものの、実際の大気場の三次元的な渦位分布
などを詳細に解析することなく、「傾圧不安定」と述べている点には疑問が残る。

1.2.5 熱フラックス・凝結加熱の影響

最近は高解像度の数値実験によって、凝結加熱や海面熱フラックスなどの物理
過程の重要性が見出されている。例えば、Breschet al. (1997)は、ベーリング海で
発生した polar lowについて解析し、メソモデルで感度実験を行った。その結果、
polar lowの発生 24時間前から海面熱フラックスをオフにした場合、polar lowは
発生しなかった。さらに polar low発生後に潜熱や海面熱フラックスをオフにする
と polar lowは弱まった。Yanaseet al. (2004)は、北海道南西沖で発生した polar
lowについて、二種類の数値実験を行った。一つは、海面熱フラックスや凝結加熱
を全積分時間にわたってオフするもので、凝結加熱か海面顕熱または潜熱フラッ
クスのどれか一つをオフにした場合、polar lowはある程度発達することができた
が、凝結加熱のみオンの時は発達できなかった。もう一つは全期間にわたってオ
フせず、直近の 1時間のみオフするもので、海面熱フラックスをオフにした場合、
polar lowはそのまま発達し続けることができた一方で、凝結加熱がない場合、そ
の後発達し続けることができなかった。彼らはこの二つの数値実験から、凝結加
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熱の効果は、大気が十分に湿っていて安定度も低い環境場が与えられている限り
において、渦の発達にもっとも重要な物理過程であること、一方、海面からの熱
フラックスの効果は、長い時間スケールで環境場の弱い成層を維持し、間接的に
渦の発達に強い影響を与えるという解釈を主張した。

このようにさまざまな事例や解析方法によって、多くのメカニズムが提唱され
ている。しかし恐らく polar lowの発達には、どれか一つが効いているというわ
けではなく、それぞれのメカニズムが複合的に効いていると理解した方が良いだ
ろう。
最後に詳しくは述べないが、発生トリガーとして地形の影響があることを指摘
した研究があることも紹介しておく (Leeet al. 1998, Tsuboki and Asai 2004, Martin
and Moore 2006)。

1.3 研究課題
これらのことを踏まえ、polar lowの研究課題を整理すると次の三つにまとめら
れる。
一つ目は、どのような環境場でどのようなメカニズムで polar lowが発生・発達

するのかという理解はまだ十分に得られていないことである。これは、解析する
事例ごとに、あるいは研究者ごとに解析方法が異なるため、なかなか統一的で体
系的な見解が見出されにくいからである。筆者は保存量である渦位や発生環境場
の状況に着目することによって、ある程度統一的にメカニズムを説明できるよう
になるのではないかと考えている。
二つ目は、航空機観測やレーダー観測によって polar lowの内部構造を解析す
る研究は行われているものの (例えば、Shapiroet al. 1987, Douglaset al. 1991,村
上ら 2005など)、日本海で発生する polar lowについて、特に前線や渦位分布な
どの構造の解明は十分とは言えない。これは、これまで格子間隔の大きな客観解
析データ (100～30km程度)を用いた研究や、数値モデルを用いた感度実験が主流
だったためであると思われる。
三つ目は、日本海で発達する polar lowに対する上層の渦の役割である。前の
節で述べたように、上層の渦位アノマリーや短波トラフが polar lowの発生トリ
ガーになっているとの先行研究はあるものの、日本海 polar lowに関して特に渦
位の視点からの研究はこれまであまり行われていない。また、日本海で発達する
polar lowの背後には、しばしばスケールの大きな寒冷渦が存在していることが指
摘されているものの (Ninomiyaet al. 1990, Leeet al. 1998, Fuet al. 2004)、その役
割やなぜそれよりもスケールの小さな polar lowが発生するのかについてまだよ
くわかっていない。さらに、傾圧不安定を主張する先行研究は、渦位の三次元的
な分布をしっかりと調べていないため、渦位分布と傾圧不安定的な発達の関連に
ついても詳しく調べる必要があるだろう。図 1.5はラブラドル海で polar lowの発
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図 1.5: Polar lowを発達させた上層の渦位アノマリー. 1995年 3月 5日 1200UTCにおける 265-

270K面 (約 500hPa高度に対応)の渦位分布を示す. 影は渦位が 0以下の領域. From Rasmussenet

al. 1996.

達に関与した上層の渦位アノマリーの分布である (Rasmussenet al. 1996)。彼ら
は傾圧不安定が polar lowの発達に重要だったと述べているものの、よく見るとこ
の渦位はフラグメント状であり、傾圧不安定を引き起こすような渦位分布をして
いないように見える。
これらの課題の中で、一つ目について解明を試みた最近の研究が Yanase and

Niino (2007)である。彼らは、環境場の傾圧性の強さによって polar lowの発達力
学がどのように異なるのか調べるために、理想化した大気場を作って高解像度の
非静力学モデルを用いて数値実験を行った。その結果、傾圧性がない環境場で発
生する polar lowはスパイラルバンド型だった (図 1.6(a))のに対し、傾圧性が比較
的強い環境場で発生する polar lowは発達した温帯低気圧のようなコンマ型だった
(図 1.6(b))。図 1.7は両者のエネルギー収支の時系列である。傾圧性が強い環境場
で発達する polar lowは、非断熱加熱によるエネルギー供給 ([Pm,Pe])の他に、基
本場の有効位置エネルギーからの供給 ([Pm,Pe])もあるため、傾圧性が弱い環境
場で発生する polar lowより急速に強く発達した。しかしこの研究には、1)上層
のトラフとの相互作用を取り扱っていない、2)傾圧性の強さが積分時間の最後ま
で一定であり、非現実的である、3)最盛期に達するまでの時間が観測されるもの
よりかかりすぎる、という課題が残った。また現実の polar lowでも傾圧性の強さ
によってこの数値実験のような特徴が見られるか確かめる必要があるだろう。

1.4 本研究の目的
これらの研究の到達点や課題を踏まえ、本修士論文は次の二つの目的のために、
日本海で発達する polar lowについて事例解析を行う。一つは、環境場に対する
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(a) (b)

図 1.6: (a)傾圧性が全くない場で発達した polar lowの雲水分布. (b)傾圧性が比較的強い場で発

生した polar lowの雲水分布. From Yanase and Niino 2007.

(a) (c)

(b) (d)

図 1.7: (a),(b);傾圧性が全くない場で発達した polar lowのエネルギー収支の時系列. (c),(d);傾

圧性が比較的強い場で発生した polar lowのエネルギー収支の時系列.上段が渦の有効位置エネル

ギー、下段が渦の運動エネルギーの収支を示す.各項の意味については、本論文の 2.3節で詳細に

述べている. From Yanase and Niino 2007.

polar lowの内部構造や発達力学との関係を明らかにすることである。本研究では
この目的のために、前線解析とエネルギー収支解析を行う。エネルギー収支解析
は、Yanase and Niino (2007)に習って行い、発達力学をエネルギー論的に理解す
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るために行う。これによって、現実の polar lowはどのような環境場でどのような
メカニズムで発達するのかという一つ目の研究課題の解明が期待できる。また、
二つ目の課題である前線構造についても解明できる。もう一つの目的は、上層の
渦が polar lowの発達に果たす役割を理解することである。本研究では、この目的
のためにPV thinking(渦位的考え方)を行う。この解析によって三つ目の研究課題
である、上層の渦が polar lowの発達に果たす役割を解明し、さらに polar lowが
平均流の傾圧不安定に伴って発達しているかどうかを明らかにすることができる
と期待される。そして、最終的には三つの解析方法による結果から、polar lowの
発達メカニズムを上層と下層の相互作用を含めて理解したい。本研究で解析する
事例は日本海で発生した三つの polar lowで、2006年 12月 29日に北海道南西沖
で発生した事例、2008年 2月 6日に山陰沖で発生した事例、2008年 3月 4日前後
に秋田沖で発生した事例である。以下、それぞれ発生順に、A事例、B事例、C
事例と呼ぶことにする。
以下では、第二章で使用データと解析方法について述べ、第三章で各事例の解
析結果を述べる。第四章では各事例の共通点や差異などについて考察を行い、第
五章で結論を述べる。
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第2章 使用データと解析方法

2.1 使用データ
本研究で使用したデータは以下の通りである。

・気象庁MSM 初期値データ (メソ客観解析データ)
このデータは、水平格子間隔0.125°×0.1°(約11km程度)、鉛直16層 (1000,975,9

50,925,900,850,800,700,600,500,400,300,250,200,150,100hPa)、3時間間隔である。
このデータは、もともと気象庁メソ数値予報のために作られた初期値データであ
る。この初期値を作成することをメソ解析と言う。ここでは 2007年 5月からメ
ソ解析の方法が変更になったことに伴うMSM初期値データの特性と利用時の注
意点を述べる。なぜなら、本研究は 2006年 12月の事例と 2008年 2,3月事例を
扱っているため、前者の事例と後者の事例で使用するデータの特性が異なる可能
性があるからである。ここでは便宜的に 2007年 5月以前のメソ解析の方法を旧
MSM、それ以降の方法を現MSMと呼ぶことにする。
メソ解析の方法として旧MSMでは、同化窓 (同化に使う観測の時間幅)6時間

でメソ 4次元変分法の反復計算の後に、水平解像度 10kmの静力学MSMによる
6時間予報を実行して解析値を作成していた。現MSMでは、静力学MSMによ
る 6時間予報のうち、後半 3時間を水平解像度 5kmの非静力学モデルを実行し
て解析値を作成している (荒波ら 2006)。この同化に使用するデータは表 2.1の通
りである (原 2008)。また、旧MSMと現MSMでは鉛直座標系も異なっており、
旧MSMは地形に沿うZ∗系が用いられており、対流圏中層まで地形の凹凸による
水平面の変形が存在する。現実の大気の大規模な運動は、中上層では地形の影響
をあまり受けずに運動していると考えられるため、中上層でも水平面の変形があ
る座標系では計算誤差が大きくなる (荒波ら 2006)。実際、旧MSMによる初期値
データは、陸上の鉛直流が上層で非現実的な値を示している。したがって、解析
する際には、陸上の鉛直流データをなるべく利用しないなど考慮する必要がある。
幸い本研究の対象領域はほとんどが日本海なので、このデータを使用しても結果
にそれほど影響はないと考えられる。一方、現MSMでは、旧MSMの欠点を克
服するために、下層では地形に沿うが中上層では水平面になるハイブリッド鉛直
座標系というものを用い、計算誤差の軽減を図っている (荒波ら 2006)。実際、現
MSM初期値データを見ると、以前のような陸上の不自然な鉛直流はほぼ解消し
ている。
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表 2.1:メソ解析に用いている観測データ一覧.原 (2008)から抜粋.同化開始年月が空欄である観

測はMSMの運用開始時 (2001/3)から同化していたことを示す.

また、これと関連し、この初期値を用いて予報した大気場が積分 3時間後です
でに実際の大気場と異なる場合が時々あることに注意しなければならない。そう
なる理由の一つに、初期値がうまく現実を解析していなかった可能性が挙げられ
る。したがって、解析データは必ずしも正しいわけではないということも留意し
ておく必要がある。
さらにもう一つ、3時間間隔のこのデータは、あくまでもそれぞれの時間での
解析データであることに注意が必要である。解析データは前の時間のデータと力
学的に連続ではない。そのため、例えば等温位面で渦位を見ると、移流される渦
位の値が保存されていないように見える場合がありうる。
このMSM初期値データには、非断熱加熱量のデータはないので、Emanuelet

al. (1987)によって導出された熱力学的に根拠のある数式を用いて見積もった。

dθ
dt

= ω

(
∂θ

∂p
− Γm

Γd

∂θe

∂p

)
(2.1)

ただし、ω < 0が条件で、Γmは湿潤断熱気温減率、Γdは乾燥断熱気温減率を示
す。以下の解析では全てこの式で見積もった値を使用した。
等温位面で渦位の分布を解析するために、本研究では二階堂 (1986b)に習い、
気象庁MSM等圧面データにスプライン補間を施すことによって等温位面データ
を求めた。

・気象庁地上天気図
気象庁HP(http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html)から取得した図

である。

・赤外衛星画像データ
高知大学から提供していただいたひまわり 6号 (MTSAT-1R)のデータで、解像
度は 20画素/度である。

・レーダーアメダス画像
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ウェザーニューズと気象庁から提供していただいた画像である。

本研究では、GMT(Generic Mapping Tools)を用いてデータを描画した。渦位や
鉛直断面を描画する際には、GMTに組み込まれている極率最小化アルゴリズム
をもとにした補間機能を利用して、より細かい格子点データを推定して描画した。
また流線を描く際には、GrADSの機能を使用して描いた。

2.2 前線解析
解析する polar lowに前線が存在するか確かめるために、前線と見なす判断基

準を定義する。本研究では、1,水平温位勾配が 3[K/100km]以上ある、2,強い鉛
直上昇流がある、3,水平風シアーがある、の三点に注目して、前線かどうか判断
する。
前線が強化される要因を探るために、前線強化関数を用いて調べる (小倉 2000)。

F ≡ d
dt
|∇hθ|

= − 1
|∇hθ|


(
∂θ

∂x

)2
∂u
∂x

+

(
∂θ

∂y

)2
∂v
∂y

 −
1
|∇hθ|

∂θ

∂x
∂θ

∂y

(
∂v
∂x

+
∂u
∂y

)

− 1
|∇hθ|

(
∂θ

∂p

) (
∂θ

∂x
∂ω

∂x
+
∂θ

∂y
∂ω

∂y

)
+

1
|∇hθ|

{
∂θ

∂x
∂

∂x

(
dθ
dt

)
+
∂θ

∂y
∂

∂y

(
dθ
dt

)}
(2.2)

右辺第一項は合流項で、風が収束することによって温度勾配が大きくなる効果で
ある。第二項は水平シアー項で、風の水平シアーが大きいと温度勾配が強まる効
果である。第三項は傾斜項で、鉛直流に水平シアーがあると温度勾配が強まる効
果である。第四項は非断熱加熱項で、潜熱の解放などによる非断熱加熱で温度勾
配が強まる効果である。

2.3 エネルギー収支解析
本研究ではエネルギー収支解析を、通常の緯度経度座標ではなく別のXY 座標
を定義して行った。図2.1(a),(b),(c)の赤の四角で囲まれた領域は、それぞれA,B,C
事例のXY 領域を示す。このXY 座標は、等温位線がX方向の二つの境界でほぼ
同じ値のY座標に来るよう定義した。このような座標でエネルギー収支解析を行
う理由は、総観規模のエネルギー収支解析を行う時と同様に、等温位線や卓越す
る風がなるべくX方向の基本量として現れるようにしたいからである。このよう
にすることにより、帯状 (X 方向)平均する物理量がなるべく X 方向に一波長に
なるようにすることができる。また、polar lowが発生する環境場によく見られる
reverse shearの場 (Kolstad 2006)を基本場で表すことができる。Reverse shearと
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は、風ベクトルと温度風ベクトルが逆向きである状況を意味する。なお、A事例
に関しては、XY 領域で場の状況を図示する時は赤の広い領域で、XY 領域で平
均する時は紫の狭い領域で計算する。これは、A事例の広いXY領域には、2.1節
で述べたような不自然な鉛直流があるため、その値が平均値に影響を及ぼさない
ように、そのような地点を領域から除外するためである。
緯度経度データをXY 座標データに変換するにあたっては、次の二つの手順で
行った。

1. MSMデータは経度方向の格子間隔が南北で異なるので、線形補間によって
経度方向の格子間隔が南北で等しい新たなデータを作成。

2. 1で作成したデータを XY 座標へ線形補間によって変換。

(a) (b)

(c)

X

Y

X

Y

X

Y

図 2.1:赤で囲まれた領域はエネルギー収支解析で使用する XY 領域 (950hPa面)を示す.影は温

位勾配が 3[K/100km] 以上の領域を示し、実線は等高度線、破線は等温位線、ベクトルは風向風

速を示す. (a) A事例の XY 座標領域. 赤は図示に使用する領域、紫は領域平均に使用する領域を

示す. polar lowが最盛期を迎える 29日 0000UTCを示す. (b) B事例の XY 座標領域. polar lowが

発達の第一ピークの 5日 2100UTCを示す. (c) C事例の XY 座標領域. polar lowが最盛期を迎え

る 4日 1500UTCを示す.
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この二回の線形補間によってXY 座標でのデータはオリジナルデータと比べて極
値がやや滑らかになる。しかしエネルギー収支解析ではXY 領域で平均すること
によって解釈するので、その影響はあまりないと考えた。
次に、Kawashima and Fujiyoshi (2005)や加藤 (2005)、Kawashima (2007)を参考
にして、エネルギー収支式を静力学近似のプリミティブ方程式系から導出する。
X方向への平均値 (基本場)をバーで、そこからのズレをダッシュで表す。例えば、
ある物理量 φに対して、

φ(X,Y, p, t) = φ̄(Y, p, t) + φ′(X,Y, p, t) (2.3)

と表す。A事例の場合、XY領域の温位場を基本場とダッシュ場で表すと図 2.2の
ようになる。

(a) (b)

図 2.2: (a) 29日 00UTCの 850hPaにおける XY 領域 (赤線領域)の基本場 (気温 (カラー)、風向風

速 (ベクトル)). (b) XY領域のダッシュ場 (気温 (カラー)、風向風速 (ベクトル)、高度 (実線)). (a)

と (b)でカラーバーが異なるので注意.

渦の有効位置エネルギーは、Pe = S0θ′2/2で定義し、渦の運動エネルギーは
Ke =

(
u′2 + v′2

)
/2で定義する。

途中の数式は省略することになるが、まず渦の有効位置エネルギー Peの収支
式を導く。初めに熱力学の式を基本項とダッシュ項で表す (式略)。この時、基本
項のX微分の項は 0になるので消える。次に、熱力学の式にS0θ

′をかけて、X方
向で平均をする。ここで、

S0 ≡ − g
θ0

1
∂(θ0+θ̄)
∂p

である。θ0は基準温位であり、pのみの関数である。最後に、

S0
∂

∂t

(
θ′2

2

)
=
∂

∂t


S0θ′2

2
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と近似することによって、渦の有効位置エネルギー Peの時間変化式が求まる。

∂Pe
∂t

= −uS0
∂Pe∗

∂X
− vS0

∂Pe∗

∂Y
− ωS0

∂Pe∗

∂p︸                                        ︷︷                                        ︸
移流項

−u′S0
∂Pe∗

∂X
− v′S0

∂Pe∗

∂Y
− ω′S0

∂Pe∗

∂p︸                                           ︷︷                                           ︸
移流項

−S0(v′θ′)
∂θ

∂Y︸         ︷︷         ︸
基本場からの変換項

+ω′α′︸︷︷︸
傾圧変換項

+
1
π

S0

(
dθ
dt

)′
θ′

︸           ︷︷           ︸
非断熱加熱項

(2.4)

ここで、P∗eは θ′2/2で定義し、α′ は比容のダッシュ成分、πはエクスナー関数
(= cp(p/p0)κ、κ = R/cp)である。右辺第一項から第六項までは Peの移流項で、第
七項は有効位置エネルギーの基本場 Pmからの変換項 [Pm,Pe]、第八項は渦の運
動エネルギー Keへの傾圧変換項 [Pe,Ke]、第九項は非断熱加熱項 [Q,Pe]である。
[Pm,Pe]項は、基本場の傾圧性の強さ ∂θ

∂Y と擾乱の発達状況 (v′θ′)に比例し、[Q,Pe]
は非断熱加熱量に比例する。なお、ここで導入した Peの次元は Keと異なるた
め、Peと式 (2.4)の各項には、( p

1000)
(R/cp) θ0

g
R
p をかけることによって、以降は次元

を統一することにする。
次に渦の運動エネルギー Keの収支式を導く。まずX方向の運動方程式とY方
向の運動方程式、連続の式それぞれを基本項とダッシュ項に分ける (式略)。この
時、基本項のX微分の項は 0になるので消える。次に、X方向の運動方程式に u′

をかけて、X方向で平均し、Y方向の運動方程式には v′をかけて X方向に平均
し、二つの式を足す。この時、連続の式を用いて、

u′
∂Φ′

∂X
+ v′

∂Φ′

∂Y
=

∂

∂X
(u′Φ′) +

∂

∂Y
(v′Φ′) − Φ′

∂u′

∂X
− Φ′

∂v′

∂Y

=
∂

∂X
(u′Φ′) +

∂

∂Y
(v′Φ′) +

∂

∂p
(ω′Φ′) + ω′α′

という式変形を行うことによって、渦の運動エネルギー Keの時間変化式が求ま
る。ここで、Φはジオポテンシャル (= gz)である。

∂Ke
∂t

= −u
∂Ke∗

∂X
− v

∂Ke∗

∂Y
− ω∂Ke∗

∂p︸                              ︷︷                              ︸
移流項

−u′
∂Ke∗

∂X
− v′

∂Ke∗

∂Y
− ω′∂Ke∗

∂p︸                                 ︷︷                                 ︸
移流項

−(u′v′)
∂u
∂Y
− (v′v′)

∂v
∂Y︸                      ︷︷                      ︸

順圧変換項

−(u′ω′)
∂u
∂p
− (v′ω′)

∂v
∂p︸                       ︷︷                       ︸

鉛直シアーと対流活動による項

−ω′α′︸︷︷︸
傾圧変換項

− ∂

∂X
(u′Φ′) − ∂

∂Y
(v′Φ′) − ∂

∂p
(ω′Φ′)

︸                                         ︷︷                                         ︸
渦による potential energy f luxの収束項

+u′F′X + v′F′Y︸           ︷︷           ︸
摩擦項

(2.5)
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ここで、K∗eは、1
2

(
u′2 + v′2

)
で定義する。式 (2.5)右辺第一項から第六項までは

Keの移流項で、第七項と第八項は順圧変換項 [Km,Ke]、第九項と第十項は鉛直シ
アーと対流活動による項 [Km,Ke]、第十一項は Peからの傾圧変換項 [Pe,Ke]、第
十二項から第十四項は渦によるポテンシャルエネルギーフラックスの収束項、残
りは摩擦項である。
これらの項を概念図で示すと図 2.3のようになる。温帯低気圧が発達する時に
は、エネルギーはまず [Pm,Pe]項を通じて、渦の有効位置エネルギーPeへ変換さ
れる。Peが [Pe,Ke]項を通じて渦の運動エネルギー Keに変換されると温帯低気
圧は発達する。一方、台風のような擾乱の場合、発生域の温度勾配は小さいので、
渦の有効位置エネルギー Peは主に [Q,Pe]項、すなわち非断熱加熱によって供給
され、[Pe,Ke]項を通じて渦の運動エネルギー Keが生成される。したがって、以
降では、[Pm,Pe]項からエネルギーを供給されて発達した場合を「傾圧的な発達」、
[Q,Pe]項からエネルギーを供給されて発達した場合を「非断熱加熱的な発達」と
便宜的に呼ぶことにする。そして擾乱が発達する環境場によってエネルギーの供
給源がどのように変わりうるのか調べる。

図 2.3:エネルギー収支解析の概念図.詳細は本文参照.

ここで導入したエネルギー収支解析の方法は、次のような欠点がある。一つ目
は、XY 領域の位置が少し変わると、エネルギー収支解析の結果も変わる可能性
があることである。二つ目は、基本場が時間毎に変化することである。三つ目は、
使用データに力学的な連続性がないということである。これらのことから、本研
究で行われるエネルギー収支解析は厳密に擾乱のエネルギー収支を表しているわ
けではない。しかし、擾乱の発達をおおまかな傾向として見る目的には十分使え
る方法であると考える。

2.4 PV thinking
本研究では上層の渦位の役割を探るために、渦位的考え方 (PV thinking)を採用
する。これは渦位分布から大気の様子を診断的に理解する方法である。この節で



20 第 2章 使用データと解析方法

は、渦位に関連した一般的な性質を述べる。
まず θ座標系の渦位は

qθ = −g
(ζθ + f )(

∂p
∂θ

) (2.6)

と表され、ζθは等温位面での相対渦度である (Hoskinset al. 1985)。この渦位 qθを
p座標系で表すと、

qp = −gκπ
p

{(
f +

∂v
∂x
− ∂u
∂y

)
∂θ

∂π
− ∂v
∂π

∂θ

∂x
+
∂u
∂π

∂θ

∂y

}
(2.7)

と書ける (Davis and Emanuel 1991)。ここで、κ = R/cp、πはエクスナー関数 (=
cp(p/p0)κ)である。なお本論文で渦位を図示する際には、渦位の単位をPVU[10−6m2

s−1K kg−1]として表す。
次に、本論文で使用する渦位アノマリー (偏差)、または渦位フラグメントとい

う単語の意味をここで定義しておく。一般的に渦位アノマリーとは、渦位の東西
平均値からのズレ、あるいは時間平均値からのズレの量として定義される。本研
究では渦位アノマリーの値をこのような定義で厳密に求めない代わりに、渦位の
値が周囲よりも大きかったり小さかったりする場合や渦位が孤立して存在する場
合に、便宜的にそれを (正または負の)渦位アノマリー、または渦位フラグメント
と呼ぶ。
もし上層に渦位のアノマリーが存在する場合、大気場にはどのような風が誘起
されるのだろうか。二階堂 (1986a)、小倉 (2000)の説明を参考に、図 2.4,2.5にそ
の例を示す (Hoskinset al. 1985)。図 2.4は、対流圏界面付近に孤立して存在する
仮想的な軸対称の渦位アノマリーに伴う風と温位の分布を示したものである。(a)
は正の渦位アノマリーに伴うもので低気圧性循環、(b)は負の渦位アノマリーに伴
うもので高気圧性循環を示している。図 2.5は、地表面付近に孤立して存在する
仮想的な軸対称の渦位アノマリーに伴う風と温位の分布を示したもので、(a)は暖
かい地表面気温に対応した正の渦位アノマリーで、低気圧性循環を示し、(b)は冷
たい地表面気温に対応した負の渦位アノマリーで、高気圧性循環を示している。
これらの渦位アノマリーの一般的な性質は以下の通りである。

1. アノマリーによって誘起される循環は上層から下層まで同じ向きで、正の
アノマリーは低気圧性、負のアノマリーは高気圧性になる。

2. 大気の安定度が低い場合、誘起された循環の鉛直方向のスケールは大きい。
逆に大気が非常に安定成層の場合は、誘起された循環の鉛直方向のスケー
ルは小さい。

3. 正のアノマリーの上と下の領域では、大気の安定度は低く、負のアノマリー
は逆である。
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(a)

(b)

図 2.4:対流圏界面付近に孤立して存在する仮想的な軸対称の渦位のアノマリーに伴う風と温位
の分布. (a)正のアノマリー. (b)負のアノマリー.真ん中の点々部分がアノマリー.太線が対流圏界

面、細線が温位と風速分布を表す. (a)は低気圧性循環、(b)は高気圧性循環である.中心点Oから

半径 2,500kmの範囲が示されている. From Hoskinset al. 1985.

(a)

(b)

図 2.5: 図 2.4と同じ. ただしアノマリーはそれぞれ地表面付近に存在する. From Hoskinset al.

1985.
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ここで、上層の渦位アノマリーの影響がどのくらい下層まで及ぶかの指標とし
てロスビーハイト

dz=


√

f(f + ζ)L

N

 (2.8)

を導入する。Lは擾乱の水平スケール、f はコリオリパラメータ、ζ は渦位アノ
マリーに関連した Lスケールの平均的な相対渦度、Nはブラントバイサラ振動数
である。式 (2.8)より、冬季陸域でよく見られる対流圏下層の高い安定度は、上
層の正の渦位アノマリーに伴う低気圧性循環の下層への到達を妨げることがわか
る。また、上層の正の渦位アノマリーが、対流圏下層の安定度が高い海氷に覆わ
れた領域から安定度が低い暖流域に移動すると、ロスビーハイトが大きくなり、
急に対流圏下層に低気圧性の循環を誘起することが考えられる (Van Deldenet al.
2003)。本研究では、詳しくは第 3章で述べるが、polar lowの発達に 600hPa付近
の渦位アノマリーが関与していたことがわかったので、600hPaの渦位アノマリー
に関してロスビーハイトを計算する。この時、ブラント・バイサラ振動数は、

N =

√
g

θ(600+925hPa)/2

∆θ(600−925hPa)

∆z(600−925hPa)
(2.9)

として計算する。なお、Lは解析事例ごとに定める。
渦位は断熱で摩擦がない条件では保存量である。したがって渦位は等温位面で
保存される。本研究で渦位の等温位面分布を見るのは、その空気塊がどこから移
流してきたか調べるためである。しかし実際の大気では潜熱や地表面摩擦の影響
で渦位の値は時間的に変化しうる。渦位の時間変化式 (p座標系)は、

∂(PV)
∂t

= −V · ∇(PV) + gζa · ∇pH − g∇p ·
(
∇pθ × F

)
(2.10)

と書ける (Martin and Otkin 2004)。ここで、Vは三次元の風ベクトル、ζaは三次
元絶対渦度ベクトル、Hは非断熱加熱量、∇pは三次元の微分演算子、F は摩擦
ベクトルである。式 (2.10)の右辺第一項は渦位の移流項、第二項は非断熱加熱に
よる項、第三項は摩擦による項である。第二項は、非断熱加熱のあるところの下
部で渦位の増加が起き、上部で渦位の減少が起きることを意味している。本研究
ではこの渦位の時間変化式の各項を求めることはしない。しかし例えばもし「潜
熱による渦位の増大が考えられる」と言えば、この数式の第二項のことを指して
いる。
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第3章 解析結果

　本研究では三つの日本海 polar lowについて解析した。一つ目は、2006年 12月
28～29日に北海道南西沖で発生した事例 (A事例)、二つ目は、2008年 2月 5～6
日に山陰沖で発生した事例 (B事例)、三つ目は、2008年 3月 3～5日にかけて秋田
沖で発生した事例 (C事例)である。以下、それぞれの節で詳しく述べていく。な
お polar lowは一般的に、地上風速 15[m/s] 以上のものと定義されている (Turner
et al. 2003)が、ここでは風速に関わらず発生から衰弱まで全てを通して polar low
と便宜的に呼ぶ。

3.1 A事例

3.1.1 A事例の発達概要と前線構造

この polar lowは、日本の東海上にある発達した温帯低気圧の西側背後の寒気内
で 28日 00UTC以降発生し、12月 29日 00UTCに最盛期を迎えた。この時の地上
天気図を図3.1に示す。Polar lowが発達する前の日本海北部では、西ほど寒気移流
が強く、東西の温度勾配が大きくなっていた (28日 00UTC～12UTC)。雲画像 (図
3.2,3.3)を見ると、北海道南西沖で次第に対流活動が活発になり、28日 12UTCま
でに対流雲が一つにまとまった (図 3.2(a)-(e))。図 3.4は、実線と矢羽で 500hPa面
の高度場と風向風速、カラーで海面気圧分布を示す。上層 500hPaには、下層の小
低気圧に接近しつつあるスケールの大きな寒冷渦が存在していた (図 3.4(b)-(c))。
対流雲はこの寒冷渦が接近するにつれて急速に反時計回りの回転をし始め、コン
マ型の擾乱に発達した (図 3.2(f)-3.3(c))。図 3.5は最盛期におけるレーダーアメダ
ス画像である。中心に目があり、その周辺にレインバンドが広がっていた。その
後 polar lowは 29日 03UTCには東北地方に上陸して急速に消滅した。
このpolar lowの内部構造を解析した。図3.6は、擾乱の最盛期 (29日0000UTC)
の950hPa面における温位勾配が3[K/100km]以上の領域を影で、上昇流を赤線で、
下降流を青線で、等温位線を破線で示す。Polar lowの中心付近にある暖気核を取
り囲む明瞭な前線が存在していた。青線部分の鉛直断面を図3.7に示す。前線帯の
暖域側で強い上昇流、寒域側で下降流となっていた。この前線は約 700hPa高度ま
で明瞭で、閉塞前線的な構造ではなかった。図 3.8にXY座標 (図 2.1(a))から見た
前線の時間発展の様子を示す。初めXY領域の上側に広がっていた傾圧帯は次第に
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図 3.1: A 事例が最盛期を迎えた時 (29日 0000UTC)の地上天気図 (気象庁提供).

強まり、コンマ型の前線構造にまとまっていった。この前線の発達の様子は、冬季
海上で急発達する温帯低気圧の発達モデルであるShapiroモデルの第 IV段階に見
られる (図 1.2の赤枠部分, Neiman and Shapiro 1993)、後屈温暖前線が擾乱の中心
付近で暖気核を形成し発達する様子と似ていた。スケールは異なるものの、この
polar lowにも急発達する温帯低気圧と同じような発達メカニズム (傾圧不安定＋
非断熱加熱)が働いていた可能性が考えられる (例えば、Reedet al. 1993)。ちなみ
に、28日03UTCのXY領域の基本場 (925-800hPa)における傾圧不安定波が増幅す
る e-folding time(Gill 1982, p.557,e-folding time≡ 1/σmax = 1/(0.3098(f/N)du/dz);
各 Y地点での鉛直シアーが水平に一様と仮定して計算)は、最小の領域で約 9時
間だった (図 3.9,Y = 525km付近)。
次に前線強化関数 (式 (2.2))を用いてこの前線の発達要因を探った。図 3.10は

29日 00UTC(最盛期)における合流項 (950hPa)と非断熱加熱項 (850hPa)の分布を
示す。赤線は前線強化、青線は前線弱化を示す。前線下部では風の合流によって、
前線上部では非断熱加熱によって前線強化が起きており、強化要因が前線下部と
上部で異なっていた。なお、水平シアー項は小さく、tilting項は前線弱化に効い
ていたので省略する。
次に渦度方程式を用いて、前線周辺の渦の発達力学について調べた。渦度方程
式は、

∂ζ

∂t
= −Vh · ∇h(ζ + f ) − ω∂ζ

∂p
− (ζ + f )∇h · Vh + k ·

(
∂Vh

∂p
× ∇hω

)
(3.1)

である (Holton 2004)。Vhは水平風ベクトル、kは鉛直上向きの単位ベクトルを示
す。第一項は水平移流項、第二項は鉛直移流項、第三項は stretching項、第四項
は tilting項である。図 3.11は図 3.10(b),(d)と同じ鉛直断面における stretching項
(a)と鉛直移流項 (b)の分布を示す (他の項は省略)。これによると、800hPa以下で
は stretching効果で渦度が増大していた。一方 800hPaより上部では渦度の鉛直移
流によって増大していた。このように渦度も下部と上部で増大に寄与する効果が
異なっていた。
次に、XY 領域 (図 2.1(a))で平均した渦の運動エネルギー (Ke)、中心海面気圧、

XY 領域平均した 950hPaの渦度の時系列を示す (図 3.12)。この時系列の初期時刻
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(a) 12/28/00UTC

(e) 12/28/12UTC(b) 12/28/03UTC

(d) 12/28/09UTC

(f) 12/28/15UTC(c) 12/28/06UTC

incipient developing

図 3.2: 28日 00UTCから 28日 15UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

は、今後 polar lowへと発達していく渦がはっきりと解析場に現れた時刻で定義
し、polar lowが消滅する直前まで時系列が続く。この時系列によると、A事例の
polar lowには、28日 06UTC前後と 28日 15UTC前後に二回の発達ピークがあっ
た。以下の解析では、この polar lowを発達段階ごとに見ていくために、便宜的に
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(a) 12/28/18UTC

(d) 12/29/03UTC(b) 12/28/21UTC

(c) 12/29/00UTC

mature weakening

図 3.3:図 3.2の続き. 28日 18UTCから 29日 03UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

四つの期間に分ける。

・初期渦期； 28日 00UTC～28日 09UTC

・発達期； 28日 12UTC～28日 18UTC

・成熟期； 28日 21UTC～29日 00UTC

・衰弱期； 29日 03UTC

3.1.2 A事例のエネルギー収支解析

渦の有効位置エネルギー Peの時間変化をもたらす各項の時系列を図 3.13に示
す。また、渦の運動エネルギー Keの時間変化をもたらす各項の時系列を図 3.14
に示す。これらの図の各項の値は 925hPaから 800hPaにかけてのXY 領域で平均
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(a)

(d)

(c)

(b)

図 3.4: 500hPa寒冷渦の動き. 実線と矢羽は 500hPaの等高度線と風向風速、カラーは海面気圧

分布を示す. 図はそれぞれ、(a) 12月 27日 1200UTC、(b) 12月 28日 0000UTC、(c) 12月 28日

1200UTC、(d) 12月 29日 0000UTCに対応する.

12/29/00UTC

図 3.5: 29日 00UTCにおける東北地方のレーダーアメダス画像. (ウェザーニューズ提供)

し、その時刻の Peまたは Keで割って標準化し、前後の時刻で平均している。ま
ら、Peと Keの時間変化率は前後の時刻との差分で計算している。
まず渦の有効位置エネルギー Peを見ると (図 3.13)、Peは擾乱の発達期にあた

る時期に最大値をとり (15-18UTC)、以後急速に減少していた。Peの増加に最も
寄与した効果は、傾圧的な発達を意味する基本場の有効位置エネルギーからの変
換項 [Pm,Pe]と、非断熱加熱による項 [Q,Pe]だった。一方、傾圧変換項 [Pe,Ke]
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図 3.6: 29日 00UTCにおける 950hPa面の前線構造.影は水平温位傾度 3[K/100km]以上の領域、

赤線は上昇流、青線は下降流 (10[hPa/hr]の線以降は 50[hPa/hr]間隔)、破線は等温位線 (1[K]間

隔)を示す.

図 3.7:図 3.6の青線部分の鉛直断面.影は図 3.6と同じ.破線は上昇流、実線は下降流 (30[hPa/hr]

間隔)を示し、青点線は等温位線、矢羽は水平風である.

は、Keの増加に寄与するように、Peを減少させていた。渦の運動エネルギー Ke
を見ると (図 3.14)、Keは擾乱の発達とともに増加し、29日 00UTCに最大値をと
り、以後急速に減少した。擾乱の発達の観点から見た Keの増加に寄与した効果
は、Peからの変換項 [Pe,Ke]と、鉛直シアーと対流活動による項だった。一方、
順圧変換項 [Km,Ke]は Keの減少に寄与していた。
次に、発達メカニズムが第 2章 2.3節で定義した「傾圧的な発達」か「非断熱
加熱的な発達」かを詳しく見るために、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項、[Pe,Ke]項の時
系列を図 3.15に示す。また発達環境場の指標として、XY 領域平均した基本場の
Baroclinicity(傾圧性の強さ)

Baroclinicity = −ρg

(
∆u(800−925hPa)

∆p(800−925hPa)

)
;

(
∂u
∂z

)

(800−925hPa)

(3.2)

の時系列を図 3.16に示す。以下、それぞれの期間ごとに特徴を述べる。
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(a)

(d)

(c)

(b)

図 3.8: XY 座標から見た polar lowの前線構造 (850hPa面). 影は図 3.6と同じ. 実線は等高度

線 (20[m] 間隔)、破線は等温位線 (1[K] 間隔)を示す. 図はそれぞれ、(a) 28日 03UTC, (b) 28日

12UTC, (c) 28日 18UTC, (d) 29日 00UTCに対応.

図 3.9: 28日 03UTCにおける傾圧不安定波の e-folding time. XY 領域の基本場で計算.ここでは、

鉛直シアーが水平に一様と仮定して、各 Y地点で 1/σmax = 1/(0.3098(f/N)du/dz)を計算している.

横軸は Y 座標、縦軸は e-folding timeを示す.

初期渦期；
初期渦期前半 (00-03UTC)は、相対的に非断熱加熱によるエネルギー供給の割
合が高い (図3.15)。衛星画像 (図3.2(a),(b))によると、北海道南西沖には00UTC以
降対流雲があるので、それによる非断熱加熱が影響していると考えられる。また
この時傾圧性は非常に強いにもかかわらず (図 3.16)、傾圧的な発達の程度は小さ
かった。そうなる理由は、擾乱がまだ弱いために、[Pm,Pe]項の (v′θ′)項が小さい
からだと考えられる (式 (2.4)参照)。初期渦期後半 (06-09UTC)になると、[Pm,Pe]
項によるエネルギーの供給の割合が [Q,Pe]項による供給より約二倍程度まで増大
した (図 3.15)。そして、傾圧場の強さも徐々に減少し始めた (図 3.16)。この時対
流雲は徐々にまとまり始めており (図 3.2(c),(d))、発達の第一ピークを迎えた (図
3.12)。初期渦期全体を通してみると、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割
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(a)

(d)

(c)

(b)

図 3.10: 29日 00UTCにおける (a) 950hPa面の合流項の分布と、(b) (a)の緑線部の鉛直面にお

ける合流項の鉛直分布. (c) 850hPa面の非断熱加熱項の分布と、(d) (b)の青線部の鉛直面におけ

る非断熱加熱項の鉛直分布.赤線は前線強化、青破線は前線弱化 (10[K/(100km∗ 3hr)]の線以外は

20[K/(100km∗ 3hr)] 間隔)を示す.黒線は等温位線 (1[K] 間隔)、影は図 3.6と同じ.

(a) (b)

図 3.11:29日 00UTCにおける図 3.10と同じ鉛直断面における (a) stretching項と (b)鉛直移流項

の分布 (2[1/(s∗ hr)] 間隔).陰影は相対渦度 (×10−4s−1)を示す.

合は、1.4：1であまり大きな差はなかった。この時の環境場は傾圧性が強く、平
均で 5.5× 10−3s−1だった。また、傾圧性の強さの下落値 (28日 00UTCの値から
09UTCの値を引いたもの)は、0.36× 10−3s−1と小さかった。
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time[hr]

time[hr]

time[hr]

(c)

(a)

(b)

12/28/00UTC 12/2 9/03UTC12/28/1 5UTC
incipient maturedeveloping

図 3.12: (a) A事例の XY 領域 (925-800hPa)平均した渦の運動エネルギー Ke, (b) Polar lowの中

心海面気圧, (c) XY領域平均した 950hPa面渦度.

発達期；
この期間を通じて擾乱の渦度は急速に増大し (図 3.12(c))、それに対応して基本
場の有効位置エネルギーが [Pm,Pe]項を通じて渦の有効位置エネルギーに変換さ
れる量が増えていた (図 3.15)。この時、基本場の傾圧性の強さは急速に減少して
いた (図 3.16)。同時に、対流活動が活発なことを反映して、非断熱加熱によるエ
ネルギー供給量も増加していた (図 3.15)。この期間を通しての傾圧的な発達と非
断熱加熱的な発達の割合は、1.8：1と約二倍の開きがあり、平均した傾圧性の強
さは 3.6× 10−3s−1だった。また、傾圧性の強さの下落値 (09UTCの値から 18UTC
の値を引いたもの)は、2.52× 10−3s−1と非常に大きかった。

成熟期；
図 3.12に見られるように、発達期が終わると擾乱の急発達は止まり、成熟期は
勢力を維持する過程になる。この時、基本場の傾圧性の強さは平均 1.4× 10−3s−1

で非常に小さく (図 3.16)、傾圧的な発達は支配的でなくなる。そのため、傾圧的
な発達と非断熱加熱的な発達の割合は平均で 0.6：1となっていた (図 3.15)。雲画
像を見ると (図 3.3(b),(c))、コンマ型に発達していた擾乱が中心に目を持つ同心円
型に変わりつつあるように見えた。しかし、この polar lowは成熟期が短いまます
ぐに東北地方に上陸して形を崩して消滅したため、非断熱加熱が主なエネルギー
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time[hr]12/28/00UTC 12/2 9/03UTC

図 3.13: Peの時間変化率 (太黒線)と渦の有効位置エネルギー収支の各項の値. 各値はその時間

の Peで割ることで標準化している。Peは渦の有効位置エネルギー、Advは移流項、Bcliは傾圧

変換項 [Pe,Ke]、Diaは非断熱加熱項 [Q,Pe]、dPe/dtは Peの時間変化率、[Pm,Pe]は基本場から

の変換項、Resは dPe/dtから全ての項を引いた残差量である.

time[hr]12/28/00UTC 12/2 9/03UTC

図 3.14: Keの時間変化率 (太黒線)と渦の運動エネルギー収支の各項の値. 各値はその時間の

Keで割ることで標準化している。Keは渦の運動エネルギー、Advは移流項、Bcliは傾圧変換項

[Pe,Ke]、Vertは鉛直シアーと対流活動による項、dKe/dtは Keの時間変化率、Btroは順圧変換

項 [Km,Ke]、PE fは渦による potential energy fluxの収束項、Resは dKe/dtから全ての項を引い

た残差量である.
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time[hr]

matureincipient developing

図 3.15: [Pm,Pe]項 (緑), [Q,Pe]項 (青), [Pe,Ke]項 (赤)の時系列.

time[hr]
12/28/00UTC 12/28/1 5 UTC 12/2 9/03UTC

図 3.16:XY 領域平均した Baroclinicity(式 (3.2))の時系列.

供給源になると擾乱がどのような振る舞いを見せるのか、これ以上見出すことは
できなかった。

衰弱期；
東北地方に上陸すると、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項からのエネルギー供給がなくな

り、急速に衰弱した (図 3.15)。なお、この期間の擾乱の位置はXY 領域の境界付
近にあったため、この期間について深く解析することは行わなかった。

これらのエネルギー収支解析から、A事例では次のことが起きていたことがわ
かった。初期渦期は、傾圧性が非常に強い環境場で初期渦と対流活動が徐々に強
まる時期であり、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項は両方とも次第に大きくなった。発達期
は、基本場の傾圧性が比較的強いものの急速に弱まっている状況にあり、擾乱は
主に傾圧的な発達をしていた。一方成熟期は、基本場の傾圧性が弱く、非断熱加
熱が主なエネルギー供給源になっており、コンマ型から同心円型に変わりつつあ
るように見えた。

3.1.3 A事例のPV thinking

これまでは前線解析やエネルギー収支解析によって polar lowの下層の状況だけ
を見てきた。しかし例えば上層 500hPaの高度場を見ると (図 3.4(c))、polar lowよ
りはるかにスケールの大きな寒冷渦が polar lowの上層にある。polar lowは背後
から進んできた寒冷渦とカップリングした 29日 00UTCに最盛期を迎えたので、
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polar lowの発達に寒冷渦が関与しているように見える。しかし、もし上層の渦が
下層の polar lowの発達に関係しているなら、下層の polar lowのスケールはもっ
と大きくてもいいはずである。あるいは、上層の寒冷渦は polar lowの発達に関係
していなかったのだろうか。このような疑問を解決するために、ここでは、期間
ごとに PV thinkingを行うことにする。また状況に応じて渦位以外の角度からも
発達要因を考える。図 3.17はXY 座標における 925hPa面の渦位分布、図 3.18は
鉛直流 (カラー)と収発散場、図 3.19は温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示
す。同じく図 3.20はXY座標における 600hPa面の渦位分布、図 3.21は鉛直流 (カ
ラー)と収発散場、図3.22は温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示す。上層の渦
位分布として 600hPa面を見る理由は、以下に詳述するように、ちょうど 600hPa
面に下層の低気圧性循環を強化するような渦位フラグメントの移流が明瞭に現れ
ていたためである。700hPa以下だと下層の潜熱解放によって増大した渦位アノマ
リーと見分けがつかなくなり、500hPaより上層だと寒冷渦に関連したスケールの
より大きな渦位フラグメントが分布しているからである。

初期渦期；
初期渦期前半、初期渦近傍の上層には初期渦を誘起するような小さなスケール
の渦位アノマリーは存在していなかったため、上層の渦位は初期渦形成に直接的
に関与していないと考えられる。例えば、00UTCから 03UTCにかけて 600hPaの
渦位分布を見ても、主だった渦位アノマリーは存在していない (図3.20(a),(b))。下
層渦の真上 600hPa面で計算したロスビーハイトの時系列を図 3.23に示す。水平
スケール Lは 270kmとして計算した。時系列によると、初期渦期はロスビーハイ
トがあまり大きくなく、下層には影響がないと見られる。
一方下層の 925hPa面を見ると、ところどころで下層収束と強い上昇流があり

(図 3.18(a),(b))、低気圧性の回転があった (図 3.19(a),(b))。またそこには小さなス
ケールの渦位アノマリーもあった (図 3.17(a),(b))。
そこで初期渦の形成要因を上層の渦位の影響以外の観点から探るために、まず
初期渦形成時の環境場を調べた。図 3.24(a)は相当温位の 850hPaと 950hPaの差
(∆θe(850−950hPa))のうち、対流不安定にあたる負の領域を陰影で示す。図 3.24(b)は
reverse shearのパラメータ値を陰影で示す。ここで reverse shearは、まず温度風を

uT = −1
f

∆(Φ700hPa− Φ925hPa)
∆x

, vT =
1
f

∆(Φ700hPa− Φ925hPa)
∆y

と定義して計算した上で (Φはジオポテンシャル、∆は水平方向に∆xもしくは∆y
離れた点の差)、温度風と 900hPaの水平風 vs900hPaの角度が 135度から 225度の
間である場合として定義される (Kolstad 2006)。そして、

cosα900hPa =
vT · vs900hPa

|vT | |vs900hPa| , (ただし − 1 ≤ cosα900hPa ≤ −
√

2
2
を満たす)

の値を reverse shearのパラメータ値とする (これを満たさない cosα900hPaはすべて
0とする)。図 3.24(c)は (a)の値と reverse shearのパラメータ値をかけて正になっ



3.1 A事例 35

(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(i)

(j)(e)

(d)

図 3.17: XY 座標から見た 925hPa面の渦位分布 (青のカラートーン). 実線は等高度線 (25[m] 間

隔)、ベクトルは水平風を示す.
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(a)

(g)

(f)

(d)

(c)

(b)

(h)

(i)

(j)(e)

図 3.18:XY 座標から見た 925hPa面の鉛直流 (カラー).実線は発散、破線は収束 (5[×10−5s−1]の

線以外は、15[×10−5s−1] 間隔)を示す.ベクトルは水平風を示す.
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(a)

(c) (h)

(g)(b)

(f)

(j)

(i)

(e)

(d)

図 3.19:XY 座標から見た 925hPa面の温位のダッシュ場 (カラー).実線は正の渦度、破線は負の

渦度 (5[×10−5s−1] の線以外は、15[×10−5s−1] 間隔)を示す.ベクトルは水平風を示す.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(j)

(i)

(e)

(d)

図 3.20: XY 座標から見た 600hPa面の渦位分布 (青のカラートーン). 実線は等高度線 (25[m] 間

隔)、ベクトルは水平風を示す.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(j)(e)

(i)(d)

図 3.21:XY 座標から見た 600hPa面の鉛直流分布 (カラー).実線は発散、破線は収束 (5[×10−5s−1]

の線以外は、15[×10−5s−1] 間隔)を示す.ベクトルは水平風を示す.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(j)

(i)

(e)

(d)

図 3.22:XY 座標から見た 600hPa面の温位のダッシュ場 (カラー).実線は正の渦度、破線は負の

渦度 (5[×10−5s−1] の線以外は、15[×10−5s−1] 間隔)を示す.ベクトルは水平風を示す.
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time[hr]

図 3.23:下層渦の真上の 600hPa面で計算したロスビーハイトの時系列. L = 270kmで計算.

(a)

(c)

(b)

図 3.24: 28日 03UTCにおける (a) ∆θe(850−950hPa)(負の領域のみ陰影で示す). (b) cosα900hPaの値

(reverse shearを満たす領域のみ陰影) . (c) reverse shearを満たす cosα900hPaと ∆θe(850−950hPa) をか

けた値.正の領域のみ陰影で示す.実線は 900hPaの等高度線を示す.

た領域、すなわち対流不安定と reverse shearの両方を満たす領域を陰影で示す。
図 3.24(a)によると、日本海の大部分は対流不安定になっていて、polar lowが発
生するすぐ西側は reverse shearの領域が広がっていた (図 3.24(b))。そして対流不
安定と reverse shearのどちらも満たす領域は、ちょうど初期渦が生じた位置とほ
ぼ重なっていた (図 3.24(c))。これは、reverse shear且つ大気の安定度が低いとこ
ろでは polar lowの発生頻度が高いことを統計的に示したKolstad (2006)の結果と
一致する。しかし、なぜその両者が polar lowの発生と結びつくのか、その因果関
係まではここでは解析しなかった。
その代わりに、そもそも下層の初期渦が何によって生じたのか、もう少し考え
る。図 3.25には、初期渦期、北海道南西沖における 950hPa面の流線を示す。図
3.26は渦度収支 (式 (3.1))の stretching項の分布を示す (それ以外の項は省略)。こ
れらの図によると、28日00UTC頃から奥尻島のすぐ北のところで北東風と北西風
の水平風シアーができていて (図 3.25(a))、そこには正の渦度が分布し (図 3.19(a),
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(a)

(b) (d)

(c)(c)

図 3.25:28日 00UTCから 09UTCにかけての 950hPa面における流線図.

X = 580km, Y = 280km周辺)、下層収束が生じていた (図 3.18(a))。この水平風シ
アーは徐々に強まり、09UTCには奥尻島の南に渦ができた (図3.19(d),X = 470km,
Y = 300km周辺)。渦度収支を見ると、渦の生成は主に stretching効果が寄与して
いた (図3.26)。また水平風による渦度移流も起きていた。この解析方法では、なぜ
水平風シアーが生じたかは解明できないけれども、水平風シアーのところで下層
収束と対流活動があり、stretching効果によって初期渦が形成されたことはわかっ
た。このような水平シアーに伴って初期渦が形成される過程は、Fuet al. (2004)に
よって示された北海道西岸沖で発生した polar lowとよく似ていた。ただしこの解
釈だと、なぜ初期渦に関連した対流雲が500hPaまで達することができたのか解明
しなければならない。寒冷渦の接近で大気の安定度が上層の方まで低くなってい
たことが関係していると考えられるが、ここではこれ以上の解析は行わなかった。

発達期；
初期渦期後半頃から、600hPaのXY領域を見ると、左上から細長いフィラメント
状の高渦位フラグメントが右下の下層渦に向かって移動してきていた (図 3.20(c)-
(g))。この高渦位フィラメントは、下層渦の中心から西側にかけての上層 600hPa
付近に反時計回転しながら流れ込んでいるように見えた。この様子を渦位が保存
される 285K面で見ると (図 3.28(c)-(g))、600hPa面と同様に左上から右下へ下層
渦の上層に高渦位フィラメントが流れ込んでいた。またXY 領域の右側の 3000m
高度付近に停滞していた渦位アノマリーも下層渦の上層に流れ込んでいた。この
時、polar low周辺では大気の安定度が低くなっていた (図 3.27)。日本海にはス
ケールの大きな寒冷渦 (寒気ドーム)があり、これと海面熱フラックスの影響で安
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(a)

(d)

(c)

(b)

図 3.26: 28日 00UTCから 09UTCにかけての 950hPa面における渦度の stretching項の分布

[s−1hr−1]. 赤線は正、青線は負の等値線を示し、細実線は等高度線である.

図 3.27:28日 1200UTCにおけるブラント・バイサラ振動数 [925-600hPa間](=大気の安定度;式

(2.9)で計算)の分布.

定度が低くなっていたのではないかと考えられる。またこれに対応して、下層渦
の上層 600hPaで計算したロスビーハイトも 4000mを超えて大きくなっていた (図
3.23)。
高渦位フィラメントが流入してくるにつれて、下層では渦度が急速に増大し、

polar lowの急発達が起こった (図 3.12)。下層の渦度の増大は直接的には、前線と
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対流活動が非断熱加熱の効果も加わることによって急速に強まり、stretchingが効
いたことと関連している (時期は少し異なるが、例えば図 3.7,図 3.8(b),(c),図 3.10,
図 3.11)。この時、下層には非断熱加熱によって増大したと考えられる渦位アノマ
リーが前線付近に広がっていた (図 3.17(e)-(g))。
それゆえ、渦位の視点から polar lowの急発達を説明すると、下層の低気圧性
循環の急速な強まりは、流入してきた上層の高渦位フィラメントとともに、非断
熱加熱の影響で増大した下層の渦位アノマリーによって引き起こされたと考えら
れる。

600hPa面の鉛直流分布 (図 3.21(c)-(g))を見ると、流入してきた高渦位フィラメ
ントはちょうど 600hPa面の下降流域に対応していて、その下降流域の移動とと
もに流れ込んできていた。285K面で渦位分布と等高度線を見ると (図 3.28)、高
渦位フィラメントはジオポテンシャル高度の高い領域、すなわち寒気ドームの前
面に存在していて、この寒気ドームを下るようにして (すなわち下降しながら)下
層渦に接近していた。
この渦位フィラメントの流れ込みの実態を探るために、285K面の日本全域の
渦位分布を示す (図 3.29)。この図によると、上層の寒冷渦 (寒気ドーム)に付随し
た大きな渦位アノマリーの先端がフィラメント状になって日本海中部から北海道
南西沖へ移流していく様子がわかる。このことから、polar lowの背後にあった寒
冷渦に対応したスケールの大きな渦位アノマリーは、polar lowの発達に直接的に
は関与していなかったと考えられる。
最後に、流入してきた高渦位フィラメントの鉛直構造を図 3.30と図 3.31に示
す。図 3.30は図 3.20(d),3.21(d)に示した 28日 09UTCにおけるXY 領域の緑線部
の鉛直断面で、(a)は図の表から裏に向かう風 (X方向の風速)の分布を陰影で、等
渦位線を青線で示し、(b)は渦位分布を青のカラートーンで、上昇流を赤線で、下
降流を青線で示す。渦位フィラメントは強風帯の左側 (XY 領域の上側)の 600hPa
以下に広がる下降流域に沿って存在していた。図 3.31は図 3.20(e),3.21(e)に示し
た 28日 12UTCにおけるXY領域の青線部の鉛直断面で、(a)の陰影はY方向の風
速分布を示す。図 3.31(a)のちょうど真ん中に渦位フィラメントがあり、下降流と
強いX方向の風によってフィラメントが下層渦の方へ移流していた (図 3.31(b))。

成熟期；
成熟期になると、上層の高渦位フラグメントは下層擾乱の中心付近にある下降
流域に流れ込んで停滞し、下層の対流活動が活発なところの上層には負の渦位ア
ノマリーが分布していた (図 3.20(h),(i))。この時の鉛直断面を図 3.32に示す (図
3.17(i),3.20(i),3.21(i)橙線部)。図 3.32(a)は紙面を突き抜ける方向 (Y方向)の風速
分布を陰影で、図 3.32(c)は渦位分布を青のカラートーンで、非断熱加熱量の分
布を赤線で示す。Polar lowの中心の下降流域に高渦位フラグメントが分布してい
るとともに、中心を取り囲む下層の前線付近にも対流活動に伴う潜熱解放によっ
て増大したと考えられる渦位アノマリーが分布していた。これらの渦位がこの時
期の強い低気圧性循環をもたらしていたと考えられる。
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(a) (f)

(d)

(h)(c)

(g)(b)

(i)

(j)(e)

図 3.28:XY座標から見た 285K面における渦位分布 (青のカラートーン) .実線は等高度線 (250[m]

間隔)を示す.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.29:図 3.28と同じ 285K面渦位分布.ただし日本海を含む広域図.

(a) (b)

図 3.30:28日 09UTCにおける XY 領域の X=154.8kmの鉛直断面. 位置は図 3.20(d) ,図 3.21(d)

の緑線部に対応する. (a)青線は等渦位線、陰影は X方向に向かう風の分布で図を突き抜ける方向

が正 (陰影). (b)青のカラートーンは渦位分布、赤線は上昇流、青線は下降流 (30[hPa/hr]間隔)を

示す.
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(a) (b)

図 3.31:28日 12UTCにおけるXY 領域のY=271.854kmの鉛直断面.位置は図 3.20(e) ,図 3.21(e)

の青線部に対応する. (a)陰影は Y 方向に向かう風の分布で図を突き抜ける方向が正 (陰影). あと

は図 3.30と同じ.

(a)

(c)

(b)

図 3.32:29日 00UTCにおける XY 領域の Y=197.712kmの鉛直断面. 位置は図 3.20(i)の橙線部

に対応する. (a)陰影は Y方向に向かう風の分布で図を突き抜ける方向が正 (陰影). (c)青のカラー

トーンは渦位分布で、赤線は非断熱加熱量 [K/hr] を示す.あとは図 3.30と同じ.

この小節の解析結果をまとめると、それぞれの時期で以下のような発達過程が
考えられる。初期渦は、対流不安定と reverse shearを満たす環境場で、水平風シ
アーの強まりとともに発生していた。そこには下層収束と対流活動が生じていて、
stretching効果で渦度が増大していた。発達期になると、polar lowは急速に発達
した。それはちょうど、下層の初期渦の中心から西側の上層 600hPa付近にフィラ
メント状の高渦位フラグメントが流入してきた時期と一致していた。この時、ロ
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スビーハイトも高くなっていたので、流入した上層の高渦位フラグメントが下層
の初期渦をさらに強めるように影響を及ぼしたと考えられる。高渦位フラグメン
トの流入に合わせて、下層の前線付近にも潜熱解放によって正の渦位アノマリー
が分布するようになった。こうして、polar lowの急発達は、上層と下層の渦位ア
ノマリーの両者が polar lowの低気圧性循環を強めることによってもたらされた
と考えられる。

XY 領域の基本場で線形安定性を考察すると e-folding timeが 9時間の傾圧不安
定場になっていたこと (図 3.9)と、エネルギー論的に主に温帯低気圧の発達に見
られる傾圧的な発達が起きていたことを考慮すると、この polar lowは傾圧不安
定による発達ではないかと考えられる。しかし上層の渦位分布を見ると、下層に
影響を及ぼしている渦位はフィラメント状であり、XY 座標で渦位の基本場を計
算しても、定常的にY方向への水平渦位勾配は存在していなかった。また下層の
渦は急速に強まるものの、上層の渦が強化している様子は見られず、渦の鉛直方
向の傾きもはっきりと確認できなかった。したがって三次元の構造的には、傾圧
不安定的な特徴を見出すことはできなかった。このことについては、三つの事例
を解析した後の第四章で詳しく考察することにする。

3.1.4 A事例のまとめ

2006年 12月 28～29日に北海道南西沖で発生した polar lowについて解析した。
初期渦は北海道南西沖の水平風シアーの大きな領域で発生した。このシアー領域
には下層収束があり、stretching効果で渦度が増大していた。この時期の傾圧的な
発達と非断熱加熱的な発達の割合はほぼ同じだった。発達期は、下層の初期渦の
中心から西側にかけての上層 600hPa付近にフィラメント状の高渦位フラグメン
トが流入することが特徴的だった。この時、高渦位フィラメントの流入と大気の
安定度の低さを反映して、ロスビーハイトは非常に高い値を示していた。一方下
層では、基本場の傾圧性の強さを反映して、中心の暖気核を取り囲む明瞭な前線
が生じていた。前線下部 (950hPa付近)では風の合流によって、上部 (850hPa付近)
では非断熱加熱によって前線が強化されていた。また、前線帯での活発な対流活
動は、潜熱解放に伴う下層の渦位の増大につながった。これらの状況から、polar
lowの急発達は、高渦位フィラメントの流入によって下層に循環が誘起されたこ
とをきっかけに、強い傾圧性と非断熱加熱の影響で前線帯で対流活動が活発にな
り、stretching効果で渦度が強まったことで起きたと考えられる。この時の発達を
エネルギー論的に見ると、polar lowは比較的強い傾圧性の環境場で主に傾圧的な
発達をしていた。また成熟期には、polar lowの中心部にある上層の高渦位フラグ
メントと、中心を取り囲む前線付近にある下層の渦位アノマリーの両者が polar
lowの低気圧性循環を引き起こすことによって、勢力が維持されていたと考えら
れる。この時、基本場の傾圧性は非常に弱くなり、非断熱加熱によるエネルギー
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供給が相対的に大きくなり、擾乱の形はコンマ型から同心円型に変わりつつある
ように見えた。

3.2 B事例

3.2.1 B事例の発達概要と前線構造

この事例の地上天気図を図 3.33に、雲画像を図 3.34,3.35に示す。日本海西部
では、5日 06UTC前後から次第に対流活動が活発になり (図 3.34(a))、5日 21UTC
までには山陰沖でコンマ状にまとまった (図 3.34(f))。その後、上層の短波トラフ
の接近とともに、下層だけではなく上層の広い範囲に雲を展開しながら発達し、
2月 6日 06UTC前後に最盛期を迎えた (図 3.35(c))。図 3.36は 6日 0230UTCにお
けるレーダーアメダス画像で、中心から時計回りに北東方向へレインバンドが伸
びていた。そして、6日の 12UTCには本州に上陸し急速に衰弱した。このB事例
はA事例と異なり、polar lowの真上に寒冷渦は存在せず、低気圧性循環の鉛直高
度は他事例と比較して低かった。

図 3.33:6日 00UTCにおける地上天気図 (気象庁提供).

この polar lowの内部構造を解析した。図 3.37は擾乱の最盛期 (6日 06UTC)に
おける 950hPa面の温位勾配が 3[K/100km]以上の領域を影で、上昇流を赤線で、
下降流を青線で示す。レーダーアメダス画像に見られるレインバンド付近は温位
勾配が非常に大きく、その暖域側で上昇流、寒域側で下降流となっていて、寒気
が暖気を取り囲む構造になっていた。温度勾配が大きいことが対流活動の活発化
につながったと考えられる。またこの温度勾配付近では、北側で北東風、南側で
南西風になっていて、風の水平シアーが大きかった。この polar lowの温度勾配の
構造は、A事例と同様に温帯低気圧のShapiroモデル (図 1.2, Neiman and Shapiro
1993)の第 IV段階に似ていた。
次に前線強化関数 (式 (2.2))を用いてこの前線の強化要因を探った。図 3.38は
最盛期における合流項 (950hPa)と水平シアー項 (950hPa)、非断熱加熱項 (850hPa)
の分布を示す。赤線は前線強化、青線は前線弱化を示す。前線下部では強い水平
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(a) 2/5/06UTC

(c) 2/5/12UTC (f) 2/5/21UTC

(e) 2/5/18UTC(b) 2/5/09UTC

(d) 2/5/15UTC

incipient
図 3.34:5日 06UTCから 5日 21UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

風シアーに対応して、合流項と水平シアー項による前線強化が起きていた。前線
上部では非断熱加熱によって強化が起きており、強化要因が前線下部と上部で異
なっていた。なお、tilting項は前線弱化に効いていたので省略する。
このpolar lowの発達を時期ごとに理解するために、B事例のXY領域 (図2.1(b))
で平均した渦の運動エネルギー (Ke)、地上最大風速、中心気圧、950hPaの最大渦
度の時系列を図 3.39に示す。時系列の前半にある二つの線は、polar lowのもとに
なる二つの初期渦それぞれを示している (詳細は 3.2.3小節で述べる)。これらの時
系列によると、この polar lowには、5日 21UTC前後と 6日 06UTC前後に二つの
発達ピークがあった。第一ピークは二つの初期渦が合併した時に迎え、その後擾
乱は一時弱まるものの、すぐに第二ピークに向けて急発達し、最盛期を迎えた。
運動エネルギーは最盛期に最も大きくはないが、擾乱のスケールが第一ピーク時
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(a) 2/6/00UTC

(d) 2/6/09UTC

(c) 2/6/06UTC

(b) 2/6/03UTC

maturedeveloping

図 3.35:図 3.40の続き. 6日 00UTCから 6日 09UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

図 3.36:6日 0230UTCにおけるレーダーアメダス画像 (気象庁 HPより).

に比べて徐々に収縮していたため、XY 領域平均するとこのような結果になった。
しかし他の指標によれば、第二ピークが最盛期であることは明らかである。以下
の解析では、便宜的に四つの期間に分ける。

・初期渦期； 2月 5日 06UTC～5日 21UTC

・発達期； 6日 00UTC～6日 06UTC

・成熟期； 6日 09UTC

・衰弱期； 6日 12UTC
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図 3.37:6日 06UTCにおける 950hPa面の前線構造.影は水平温位傾度 3[K/100km]以上の領域、

赤線は上昇流、青線は下降流 (10[hPa/hr]の線以降は 50[hPa/hr]間隔)、破線は等温位線 (1[K]間

隔)を示す.

3.2.2 B事例のエネルギー収支解析

渦の有効位置エネルギー Peの時間変化をもたらす各項の時系列を図 3.40に示
す。また、渦の運動エネルギー Keの時間変化に関する時系列を図 3.41に示す。
渦の有効位置エネルギー Peは、擾乱の初期渦期に最も高い値を示し、擾乱が急
発達すると急速に減少し、以後は低い値で推移した (図 3.40)。Peの増加に寄与し
た項は、非断熱加熱による項 [Q,Pe]と、基本場の有効位置エネルギーからの変換
項 [Pm,Pe]だった。傾圧変換項 [Pe,Ke]は、Peの急速な減少に対応する時期に最
も大きな負の値を示し、Keの増加に寄与していた。Keの変動については時系列
のところで述べた通りである (図 3.39)。Keの増加に寄与した効果は、Peからの
変換項 [Pe,Ke]と、鉛直シアーと対流活動による項だった。またA事例と異なり、
順圧変換項 [Km,Ke]も一部の時間を除きKeの増加に寄与していた。その理由は、
XY 領域で基本場を計算すると、ちょうど基本場の運動エネルギー Kmが渦の運
動エネルギー Keに変換されるような水平風シアーが存在していたからである。
次に、発達メカニズムが「傾圧的な発達」か「非断熱加熱的な発達」かを詳し
く見るために、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項、[Pe,Ke]項の時系列を図 3.42に示す。ま
た発達環境場の指標として、XY 領域の基本場の傾圧性の強さ (式 (3.2))の時系列
(925-800hPa平均)を図 3.43に示す。以下、期間ごとに特徴を述べる。
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(a)

(c)

(b)

図 3.38:6日 06UTCにおける (a) 950hPa面の合流項の分布、(b) 950hPa面の水平シアー項の分布、

(c) 850hPa面における非断熱加熱項の分布を示す.赤線は前線強化、青線は前線弱化 [K/(100km∗3hr)]

を示す.陰影、破線は図 3.37と同じ.

初期渦期；
初期渦期前半 (5日 06-12UTC)は、基本場の傾圧性が強いことを反映して、相
対的に基本場の有効位置エネルギーからの変換によるエネルギー供給の割合が
高かった (図 3.42)。この時の傾圧性の強さはやや上昇傾向にあった (図 3.43)。初
期渦期後半 (15-21UTC)になると、非断熱加熱によるエネルギー供給の割合が支
配的になった (図 3.42)。この時対流活動は活発化しており (図 3.34(d)-(f))、polar
lowは発達の第一ピークを迎えた (図 3.39)。また傾圧性は徐々に弱くなっていて、
[Pm,Pe]項もこれに合わせて小さくなっていた。初期渦期全体を通して見てみる
と、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割合は、1：1.6だった。この時の環境
場は傾圧性が強く、平均で 4.7× 10−3s−1だった。また、傾圧性の強さの下落値 (5
日 06UTCの値から 21UTCの値を引いたもの)は、1.15× 10−3s−1とあまり大きく
はなかった。

発達期；
初期渦期後半に引き続き、コンマ型に急発達している擾乱は前線帯での対流活
動が非常に活発で (図 3.35(a)-(c),図 3.37)、非断熱加熱によるエネルギー供給量が



54 第 3章 解析結果

time[hr]

time[hr]

time[hr]

time[hr]

(a)

(d)

(c)

(b)

2/5/06UTC 2/6/ 12UTC2/6/0 3UTC2/5/ 18UTC
incipient developing

図 3.39: (a) B事例の XY 領域 (925-800hPa)で平均した渦の運動エネルギー、(b)地上最大風速、

(c)中心海面気圧、(d) 950hPa面の最大渦度の時系列. 時系列前半の二本の線は二つの渦それぞれ

を示す.

大きくなっていた (図 3.42)。この時、[Pm,Pe]項は小さく、基本場の傾圧性の強
さは A事例のように減少しなかった (図 3.16,図 3.43)。傾圧性の強さが発達期に
大きく下落しなかった理由は、この polar lowの水平風シアーによる前線強化が
ちょうどXY 領域のX方向に生じていたので (例えば図 3.37に見られる水平風シ
アー)、結果的に X方向に平均した基本場の温度勾配が小さくなりにくかったか
らだと考えられる。この期間を通しての傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割
合は、平均した傾圧性の強さが 3.0× 10−3s−1と比較的強いにもかかわらず、1：
2.9と約三倍の開きがあった。

成熟期・衰弱期；
図 3.39にみられるように、発達期が終わると擾乱の発達は止まり、陸地に接近
するにつれて衰弱した。この期間の擾乱の位置はXY 領域の境界付近にあったた
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time[hr]2/5/06UTC 2/6/0 9 UTC

図 3.40:B事例の Peのエネルギー収支.図 3.13と同じ.

time[hr]2/5/06UTC 2/6/0 9 UTC

図 3.41:B事例の Keのエネルギー収支.図 3.14と同じ.

め、この期間についてこれ以上解析することはできなかった。

これらのエネルギー収支解析から、B事例では次のことが起きていたことがわ
かった。初期渦期前半は、基本場の傾圧性が強く、傾圧的な発達の割合が大きかっ
た。初期渦期後半や発達期になると、傾圧性の強さはA事例とほぼ同じで、コン
マ型に発達したにもかかわらず、前線付近での対流活動が非常に活発だったため、
擾乱は全体として非断熱加熱的な発達が支配的になっていた。傾圧性の強さがA
事例とほぼ同じにもかかわらず、主要な発達力学が異なった点については、第四
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incipient developing
time[hr]

図 3.42:図 3.15と同じ.ただし B事例の場合.

time[hr]
2/5/06UTC 2/6/0 9 UTC2/5/ 18 UTC 2/6/0 3UTC

図 3.43:図 3.16と同じ.ただし B事例の場合.

章でもう少し考察する。

3.2.3 B事例のPV thinking

B事例では、A事例と異なり、上層に短波トラフはあったものの、等高度線が
閉じた寒冷渦は下層渦の真上に存在していなかった。ここではそのような状況に
おける上層の渦の役割を理解するために、A事例と同様に期間ごとにPV thinking
を行う。また状況に応じて、渦位以外の角度からも解析する。図 3.44,図 3.45は
925hPa面の渦位分布、図 3.46,図 3.47は鉛直流 (カラー)と収発散場、図 3.48,図
3.49は温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示す。同じく図3.50,図3.51は600hPa
面の渦位分布、図 3.52,図 3.53は鉛直流 (カラー)と収発散場、図 3.54,図 3.55は
温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示す。上層の渦位分布として 600hPa面を
見る理由は、A事例と同様に、ちょうど 600hPa面に下層に渦を励起するような
渦位の移流が明瞭に現れていたためである。

初期渦期；
初期渦期の特徴は、初期渦が二ヶ所で発生し、二つの渦の合併が起こった時に
発達の第一ピークを迎えたことである。925hPa面の渦度場を見ると、日本海西部
の朝鮮半島沿いと山陰沖にそれぞれ渦がある (図 3.48(a)-(c))。以下では便宜的に
前者の渦を初期渦A、後者を初期渦Bと名づける。ここでは初期渦が生じた要因
を調べる。
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(a) (d)

(e)

(f)(c)

(b)

図 3.44:925hPa面の渦位分布 (青のカラートーン).図 3.17と同じ.
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(a) (d)

(c)

(b) (e)

図 3.45:図 3.44続き.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.46:925hPa面の鉛直流 (カラー).実線は発散、破線は収束を示す.図 3.18と同じ.
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(a)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.47:図 3.46続き.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.48: 925hPa面の温位のダッシュ場 (カラー). 実線は正の渦度、破線は負の渦度を示す. 図

3.19と同じ.
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(a)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.49:図 3.48続き.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.50:600hPa面の渦位分布 (青のカラートーン).青線は等渦位線を示す.あとは図 3.20と同じ.
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(a)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.51:図 3.50続き.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.52:600hPa面の鉛直流分布 (カラー).実線は発散、破線は収束を示す.図 3.21と同じ.
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(a)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.53:図 3.52続き.
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.54: 600hPa面の温位のダッシュ場 (カラー). 実線は正の渦度、破線は負の渦度を示す. 図

3.22と同じ.
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(a) (d)

(c)

(b) (e)

図 3.55:図 3.54続き.
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2/5/06UTC 2/6/0 9 UTC

図 3.56:下層渦の真上の 600hPa面で計算したロスビーハイトの時系列. L = 190kmで計算.

(a)

(c)

(b)

図 3.57: 5日 06UTCにおける (a) ∆θe(850−950hPa)(陰影は負の領域). (b) cosα900hPaの値 (陰影は

reverse shearを満たす領域) . (c) reverse shearを満たす cosα900hPaと ∆θe(850−950hPa) をかけた値. 正

の領域のみ陰影で示す.実線は 900hPaの等高度線を示す.

上層の渦位分布によると、初期渦期前半、下層に小さなスケールの渦を励起す
るほどの渦位アノマリーは存在していなかった。例えば、600hPaを見ると日本海
西部に小さな渦位フラグメントはあるものの (図 3.50(a)-(c))、925hPa面の渦度場
を見ても、特に上層の渦位によって循環が励起されているようには見えない (図
3.48(a)-(c))。ロスビーハイトの時系列を見ても (図 3.56,L = 190kmで計算)、初期
渦期前半は値が小さかった。
次に、初期渦が形成されている時の環境場を調べた。図 3.57(a)は対流不安定
の領域を陰影で、(b)は reverse shearの領域を陰影で、(c)は対流不安定と reverse
shearの両方を満たす領域を陰影で示す。これらの図によると、初期渦が発生した
領域はA事例と同様、対流不安定と reverse shearのどちらも満たす領域になって
いた。しかし、A事例ほど顕著ではなかった。
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次に、初期渦は何によって生じたかA事例と同様に渦度収支で調べた。図 3.58
は、日本海西部における 950hPa面の流線を示す。図 3.59は渦度収支 (式 (3.1))の
stretching項の分布を示す。これ以外の項は値が小さかったので省略した。これら
の図によると、5日 06UTC前後に初期渦 Aと初期渦 Bは発生し、一次弱まる時
があるものの、12UTC頃から再び強まり始めたことがわかる。初期渦が発生した
領域では北東からの風と北西からの風がぶつかるような流れ場になっていた (図
3.58)。また、二つの初期渦周辺では下層収束も起きていた (図 3.46(a)-(c))。渦度
収支を見ると、渦の生成は主に stretching効果が寄与していた (図 3.59)。
今回初期渦が発生した領域を含む日本海西部では、朝鮮半島の付け根にある山
塊 (northern Korea mountain complex, KMC)の地形効果によって風下トラフや下層
収束が生じやすく、それが初期のpolar lowに関係していることがLeeet al. (1998)
や Tsuboki and Asai (2004)によって示されている。Leeet al. (1998)は、複数の数
値実験によって、日本海西部の polar lowの初期渦発生メカニズムを詳細に調べ
た。彼らは、KMCや海陸温度勾配、放射加熱、暖かいSSTの影響でできた風下
トラフの収束帯で、stretchingと tilting効果によって初期渦がもたらされたことを
示した。また、この風下トラフから伸びる JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)で発生
するメソβ渦は順圧シアー不安定によることが Nagata (1993)によって示されて
いる。したがって、本研究ではこれ以上詳しく調べないものの、このB事例の初
期渦も朝鮮半島の地形などが影響して、Leeet al. (1998)やNagata (1993)で述べ
られたのと同様なメカニズムが働くことによって生成された可能性は十分に考え
られる。
なお、5日 06UTCにおける B事例の XY 領域の基本場 (925-800hPa)における
傾圧不安定波が増幅する e-folding time(Gill 1982,詳しくは 3.1.1小節参照)は、最
小の領域で約 14時間であり、それほど増幅率は大きくなかった。
初期渦期後半になると、初期渦 A に関連する渦位は次第に東進し始めた (図

3.44(d),(e))。また初期渦Bに関連する渦位も少し北上し、やがてA,B二つの渦位
が順圧的に合併して一つにまとまった (図 3.44(f))。渦が合併すると下層収束がさ
らに強まって対流活動が盛んになった (図 3.34(f))。エネルギー収支解析を見ると
(図 3.42)、ちょうどこの時、対流活動による非断熱加熱的な発達が強まっていて、
polar lowは発達の第一ピークを迎えた (図 3.39)。二つの渦位の合併に伴って発
達が強まる様子は、Davis and Bosart (2001)によって報告された台風の発生初期
に見られた様子と似ていた。また二次元順圧場で見られる二つの渦の合併の様子
(Ritchie and Holland 1997,図 3.60)にも似ていた。
この時上層 600hPa付近では、5日 18UTC前後から正の渦位アノマリーが西か
ら流入してきていた (図 3.50(e),(f))。また、日本海西部の大気の安定度は低くなっ
ていたので (図 3.61)、上層の渦の影響が下層に及んでいる可能性がある。しかし
この渦位による顕著な影響を認識することはできなかった。それよりむしろ、下
層で起きた渦位の合併やそれに伴う渦度の強化が最も polar lowの発達に効いて
いたと考えられる。



3.2 B事例 71

(a)

(g)

(f)

(e)

(c)

(b)

(h)(d)

図 3.58:5日 03UTCから 6日 00UTCにかけての日本海西部における 950hPa面の流線図.
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(a)

(d)

(c)

(b)

図 3.59: 5日 03UTCから 5日 12UTCにかけての渦度収支の stretching項の分布 [×s−1hr−1]. 細

実線は等高度線 (10[m] 間隔)を示す.

図 3.60:複数の渦度パッチが二次元場で相互作用する様子 (シミュレーション) (a)初期状態. (b)

しばらく時間が経った場の状態. From Ritchie and Holland 1997.
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図 3.61: 5日 21UTCにおける日本海西部のブラント・バイサラ振動数 [925-600hPa間] (=大気

の安定度;式 (2.9)で計算)の分布.

発達期；
288K面の広域で渦位分布 (図 3.62,3.63)を見ると、発達期には正の渦位アノマ

リーを伴った寒気ドームが日本海西部に移動してきていた (図 3.63(c)-(e))。特に
高渦位フラグメントの中心がちょうど下層渦の真上に移流した 6日 03UTC以降、
下層渦は渦度を増大させて最盛期を迎えた。この時のロスビーハイトは約 2500m
以上あった (図 3.56)。600hPa面の高度が約 4000mなので、少なくとも 1500m程
度の高度である 850hPa付近までは上層の渦位の影響が及ぶと考えられる。さら
に、850hPaより下層は鉛直安定度がより低くなっていると考えられるので、実際
には 850hPa以下にも上層の影響が及びうる。その後、polar lowは上層の高渦位
フラグメントに付随しながら東進した。
上層の渦位アノマリーは、流入当初は polar lowに比べてスケールが大きかった
ものの、次第にばらばらでまとまりがなくなった (図3.51(b)-(e))。これは下層の対
流活動で解放された潜熱によって上層の渦位が減少した結果だと考えられる。例
えば、下層渦の真上に移流した高渦位フラグメントとその西側に広がる負の渦位
アノマリーの時間的移り変わりを見るために、その部分の鉛直断面を図 3.64(6日
00UTC),図 3.65(03UTC) ,図 3.66(06UTC)に示す。それぞれの断面は図 3.51(a)-(c)
に示した直線部に対応する。それぞれの図の (a)は南風の風速分布を陰影で、等
渦位線を青線で示し、(b)は渦位分布を青のカラートーンで、上昇流を赤線で、下
降流を青線で示し、(c)は渦位分布を青のカラートンで、非断熱加熱量を赤線で
示す。00UTCにおける鉛直断面 (図 3.64)を見ると、polar lowの真上に移流する
高渦位フラグメント (図の真ん中)以外にもいくつかの渦位フラグメントが分布し
ていて、そこは弱い下降流になっていた。また、高渦位フラグメントのすぐ西側
には上昇流域が広がっており、渦位が減少していた。03UTCになると、高渦位フ
ラグメントは下層渦の真上に移動した (図 3.65)。その後、この渦位フラグメント
と下層の擾乱が東に進むにつれ、下層から西に傾く上昇流によって、高渦位フラ
グメントの西側に負の渦位アノマリーが広がった (図 3.66)。この負の渦位アノマ
リーの広がりは水平面で見るとよくわかる (図 3.51(c),(d))。一方、下層渦の真上
にあった高渦位フラグメントだけは、上昇流が polar lowの中心から周辺に向けて
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.62:288K面における渦位分布 (広域図).あとは図 3.29と同じ.

斜めに傾いていたため弱まらなかった。

成熟期・衰弱期；
図 3.54(c)-(e)の渦度の面積によると、この polar lowは東へ移動するにつれ、ス
ケールが徐々に小さくなっていた。渦位の鉛直分布は (図 3.67,6日 09UTC)、下
層で増大した渦位アノマリーと西から移流してきた上層の高渦位フラグメントが
はっきりと分かれた構造になっていた。成熟期は、この二つの渦位が polar lowの
低気圧性回転を持続させる役割を果たしたと考えられる。その後、この polar low
は 6日 09UTCから 12UTCの間に若狭湾付近から本州に上陸して急速に衰弱して
消滅した。この衰弱過程について本研究では詳しく解析していないが、陸上では
水蒸気が少ないことに加え、地表面摩擦が大きいため下層の渦位は減衰しやすい
ことや、大気の安定度が高いため上層の渦の影響が及びにくいことを考慮すると、
polar lowの勢力維持は上陸すると不可能になると考えられる。
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(a) (d)

(e)

(f)(c)

(b)

図 3.63:図 3.62の続き.

この小節の解析結果をまとめると、それぞれの時期で以下のような発達過程が
考えられる。初期渦は、日本海西部の北東風と北西風のぶつかるところで発生し
た二つの渦が起源になっていた。初期渦後半には、二つの初期渦が合併し、擾乱
としてまとまった。発達期になると、下層の初期渦の中心から西側にかけての上
層 600hPa付近に高渦位フラグメントが移流してきて、polar lowは急速に発達し
た。日本海は大気の安定度が低くなっており、流入した上層の高渦位フラグメン
トが下層の初期渦をさらに強めるように影響を及ぼしたと考えられる。潜熱解放
の影響で、下層では渦位の増大が生じた一方、上層のスケールの大きな渦位アノ
マリーは polar lowの中心域以外のところで弱められた。こうして急発達は、上
層と下層の渦位アノマリーの両者が polar lowの低気圧性循環を強めることによっ
て引き起こされた。
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(a)

(c)

(b)

図 3.64:図 3.45(a),図 3.51(a)の橙線部の鉛直断面 (6日 00UTC). (a)青線は等渦位線、陰影は南

風成分を示し (細破線は北風)、太破線は 288K等温位線を示す. (b)青のカラートーンは渦位分布、

赤線は上昇流、青線は下降流 (15[hPa/hr]間隔)を示す. (c)青のカラートーンは渦位分布、赤線は

非断熱加熱量 [K/hr] を示す.

3.2.4 B事例のまとめ

2008年 2月 5日から 6日にかけて山陰沖で発生した polar lowについて解析し
た。初期渦は、日本海西部の北東風と北西風がぶつかる水平シアー領域で発生し
た二つの渦が起源だった。そこでは下層収束が生じていて、stretching効果で渦
度が増大していた。この時期は基本場の傾圧性が強く、エネルギー論的には傾圧
的な発達がやや支配的だった。二つの初期渦はその後一つに合併した。合併した
渦の周辺ではより強い下層収束が生じ、渦度がさらに強化され、polar lowは発達
の第一ピークを迎えた。その後、上層 600hPa付近に中心を持つ高渦位フラグメ
ントが下層渦の上層に移流してくると、polar lowはさらに発達し、最盛期を迎え
た。この時ロスビーハイトは高い値を示していたので、下層にまで上層の渦位の
影響が及ぶ状況になっていたと考えられる。高渦位フラグメントの流入に合わせ
て、下層では基本場の強い傾圧性と水平風シアーの影響で温度勾配が非常に大き
くなり、中心の暖気核を取り囲む前線付近で対流活動が強まった。それを反映し
て polar lowは初期渦期後半以降一貫して主に非断熱加熱的な発達をしていた。活
発な対流活動は、下層で渦位を増大させただけではなく、polar lowの中心域以外
の上層の渦位アノマリーを弱める働きもした。そして最盛期には、上層の渦位フ
ラグメントと下層の渦位アノマリーによって polar lowの強い低気圧性循環がも
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(a)

(c)

(b)

図 3.65:図 3.64に同じ.ただし、図 3.45(b),図 3.51(b)の緑線部の鉛直断面 (6日 03UTC).

(a) (b)

(c)

図 3.66:図 3.64に同じ. ただし、図 3.45(c),図 3.51(c)の青線部の鉛直断面 (6日 06UTC). (b)の

線間隔は 30[hPa/hr]に変更している.

たらされた。
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(a)

(c)

(b)

図 3.67:図 3.64に同じ.ただし、図 3.45(d),図 3.51(d)の赤線部の鉛直断面 (6日 09UTC).

3.3 C事例

3.3.1 C事例の発達概要と前線構造

この事例の地上天気図を図 3.68に、雲画像を図 3.69,3.70に、レーダーアメダ
ス画像を図 3.71に示す。この polar lowは 2008年 3月 3日 06UTC頃秋田沖で、下
層 (800hPa以下)の弱い対流活動とともに発生した。雲画像によれば、最盛期に
達するまでは北西側に幅広い雲を伴い、中心と南側に雲がないコンマ型を示し (3
日 06UTC～4日 15UTC,図 3.69(a)-3.70(c))、その後はゆっくりと反時計回りに対
流雲を回転させながら、中心に雲がない同心円型に変わった (4日 18UTC～5日
06UTC,図 3.70(d)-(i))。同心円型に変形している時のレーダーアメダス画像を見
ると、12UTCから 21UTCにかけて、コンマ型のレインバンドの南西側の先端部
分が徐々に反時計回りに回転しながら中心の周りを伸張していき、それが発達す
ることによって同心円構造になっていた (図3.71(b)-(g))。その後5日12UTCには、
polar lowは上陸した東北地方で消滅した (図 3.70(i))。
また、この polar lowは発生から 2日以上にわたってほぼ同じ位置に停滞した
ことも特徴的だった。統計的に日本海で発生する polar lowはコンマ型のものが
多く (Yarnal and Henderson 1989)、寿命も 1日から 1日半程度のものが多い (例え
ば、Ninomiyaet al.1993, Ninomiya 1994, Fuet al. 2004, Tsuboki and Asai 2004な
ど)。したがって、この polar lowは比較的珍しい事例と言えるだろう。
この polar lowの同心円構造について、前線があるかないかという観点からさ
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図 3.68:5日 00UTCの地上天気図 (気象庁提供).

(a) 3/3/06UTC

(c) 3/3/12UTC

(h) 3/4/03UTC(e) 3/3/18UTC(b) 3/3/09UTC

(g) 3/4/00UTC(d) 3/3/15UTC

(i) 3/4/06UTC(f) 3/3/21UTC

incipient maintainingdeveloping A

図 3.69:3日 06UTCから 4日 06UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

らに解析を行った。図 3.72は polar lowが同心円構造を示し始めた 4日 21UTCに
おける 950hPa面の温位勾配が 3[K/100km]以上の領域を影で、上昇流を赤線で、
下降流を青線で示す。また図 3.72に示した緑線部の鉛直断面を図 3.73に示す。影
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(a) 3/4/09UTC

(e) 3/4/21UTC(b) 3/4/12UTC

(d) 3/4/18UTC

(i) 3/5/09UTC(f) 3/5/00UTC(c) 3/4/15UTC

(g) 3/5/03UTC

(h) 3/5/0 6UTC

weakeningdeveloping B mature

図 3.70:図 3.69続き. 4日 09UTCから 5日 09UTCにかけての赤外衛星画像 (高知大提供).

は図 3.72と同じで、破線は上昇流、実線は下降流を示す。レーダーアメダス画像
に見られるレインバンド付近は温位勾配が大きく、その暖域側で上昇流、寒域側
で下降流となっていて、中心は暖気核になっていた。図 3.74に可降水量分布と前
線の位置を時間ごとに示す。時間が経つにつれ、コンマ型から同心円型の前線構
造になっていた。このような polar lowの内部構造は、同心円型でスパイラルバン
ドがあり、中心に雲の目がある点では台風と類似しているが、前線が存在すると
いう点で台風とは異なる。
次に前線強化関数 (式 (2.2))を用いてこの前線の強化要因を探った。図 3.75は
最盛期 (4日 15UTC)における合流項 (950hPa)と非断熱加熱項 (950hPa,850hPa)の
分布を示す。赤線は前線強化、青線は前線弱化を示す。前線下部では風の合流と
非断熱加熱によって、上部では非断熱加熱によって前線強化が起きていた。なお、
tilting項は前線弱化に効いていたので省略する。
このpolar lowの発達を時期ごとに理解するために、C事例のXY領域 (図2.1(c))



3.3 C事例 81

(a) 3/4/12UTC

(b) 3/4/1 5UTC

(c) 3/4/1 6UTC

(d) 3/4/1 7UTC

(e) 3/4/1 8UTC

(f) 3/4/1 9UTC

(g) 3/4/2 0UTC

(h) 3/ 5/00UTC

(i) 3/ 5/03UTC

図 3.71: (a) 3月 4日 12UTCから (i) 3月 5日 03UTCまでのレーダーアメダス画像 (ウェザー

ニューズ提供).

で平均した渦の運動エネルギー (Ke)、地上最大風速、中心海面気圧、polar lowの
中心付近 (半径約 35km以内の格子点)で平均した 975hPaの渦度の時系列を示す
(図 3.76)。これらの時系列によると、この polar lowには、3日 21UTC前後と 4日
15UTC前後に二つの発達ピークがあった。以下の解析では、polar lowのライフ
サイクルを便宜的に六つの期間に分ける。

・初期渦期； 3月 3日 06UTC～3日 12UTC

・発達期A； 3日 12UTC～3日 21UTC

・維持期； 4日 00UTC～4日 06UTC

・発達期B； 4日 09UTC～4日 15UTC
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図 3.72: 4日 21UTCにおける 950hPa面の前線構造. 影は水平温位勾配が 3[K/100km] 以上の領

域、赤線は上昇流、青線は下降流 (10[hPa/hr]の線以降は 50[hPa/hr]間隔)、破線は等温位線 (1[K]

間隔)を示す.緑線は図 3.73の鉛直断面部分を示す.

図 3.73:図 3.72の緑線部分の鉛直断面図 (西側から見た図). 陰影は図 3.72に同じ. 破線は上昇

流、実線は下降流 (30[hPa/hr] 間隔)を示す. 橙線は前線のおおよその位置を示す. 青点線は等温

位線 (1K 間隔)、矢羽は水平風である.

・成熟期； 4日 18UTC～5日 03UTC

・衰弱期； 5日 06UTC～5日 12UTC

3.3.2 C事例のエネルギー収支解析

渦の有効位置エネルギー Peの時間変化をもたらす各項の時系列を図 3.77に示
し、渦の運動エネルギーKeの時間変化をもたらす各項の時系列を図 3.78に示す。
渦の有効位置エネルギー Peは、Aや B事例の傾向と異なり、全体的に発達期に
低く、維持期に徐々に高まり、初期渦期や成熟期に高い値を示す傾向があった (図
3.77)。Peの増加に寄与した項は、非断熱加熱による項 [Q,Pe]が主に効くととも
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図 3.74:大気全層を鉛直積算して求めた可降水量分布 (0.5[g/kg]間隔).前線記号を対応する位置

に記入. (a) 3日 15UTC, (b) 4日 15UTC, (c) 4日 21UTC, (d) 5日 06UTC.

に、基本場の有効位置エネルギーからの変換項 [Pm,Pe]も効いていた。傾圧変換
項 [Pe,Ke]は、発達期に極小を取るように変動し、この項を通じて Keの増加に寄
与した。Keは発達期Bから成熟期にかけてはほぼ同じ値で推移した。Keの増加
に寄与した効果は、Peからの変換項 [Pe,Ke]のみで、順圧変換項 [Km,Ke]は Ke
の減少に寄与していた。
次に、発達メカニズムが「傾圧的な発達」か「非断熱加熱的な発達」かを詳し
く見るために、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項、[Pe,Ke]項の時系列を図 3.79に示す。ま
た発達環境場の指標として、XY 領域の基本場の傾圧性の強さ (式 (3.2))の時系列
(925-800hPa平均)を図 3.80に示す。以下、期間ごとに見ていく。

初期渦期；
初期渦期は、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達がほぼ同程度に効いていて (図

3.79)、1；1.1の割合だった。3日 06UTC以降徐々に対流雲が活発化していくこ
とと (図 3.69(a)-(c))、徐々に非断熱加熱によるエネルギー供給が増えることが対
応しているように見える。この期間の基本場の傾圧性は平均で 3.7× 10−3s−1であ
り、A,B事例と比べると低いものの、比較的強い状態だった (図 3.80)。
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(a)

(c)

(b)

図 3.75:4日15UTCにおける前線強化関数の分布. (a) 950hPa面の合流項, (b) 950hPa面の非断熱加

熱項, (c) 850hPa面の非断熱加熱項の分布である.赤線が前線強化、青線が前線弱化 [K/(100km∗3hr)]

を示す.実線は等高度線、破線は等温位線を示し、陰影は図 3.72と同じである.

発達期 A；
この期間、対流活動の活発化とともに運動エネルギーや渦度は急速に増大して
おり (図3.76)、それに対応して非断熱加熱的な発達の割合が大きくなっていた (図
3.79)。傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割合は、1：1.8と約二倍の開きになっ
た。平均した傾圧性の強さは 2.7× 10−3s−1で、傾圧性の強さの下落値 (12UTCの
値から 21UTCの値を引いたもの)は、1.10× 10−3s−1で、どちらも大きくも小さ
くもなかった。

維持期；
傾圧性はやや弱まった一方で、対流活動は依然として活発だったため、相対
的に非断熱加熱の影響が強まり、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割合は、
1：2.9と約三倍に広がった (図 3.79)。平均した傾圧性の強さは 1.9× 10−3s−1で、
傾圧性の強さの下落値 (3日 21UTCの値から 4日 06UTCの値を引いたもの)は、
0.64× 10−3s−1だった。

発達期 B；
傾圧的な発達は維持期とそれほど変わらなかったものの、対流活動に伴う非断熱

加熱的な発達の割合がさらに大きくなって (図3.79)、傾圧的な発達と非断熱加熱的
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(a)

(d)

(c)

(b)

time[hr]

time[hr]

time[hr]

time[hr]

3/3/06UTC 3/5/12 UTC3/5/00UTC3/4/00UTC 3/4/12 UTC

図 3.76: C事例の (a) XY領域 (925-800hPa)平均した渦の運動エネルギー, (b)地上最大風速, (c)

中心海面気圧, (d) polar lowの中心付近 (半径約 35km以内の格子点)で平均した 975hPa面渦度の

時系列.

な発達の割合が、1：3.7と約四倍になった。平均した傾圧性の強さは2.2×10−3s−1

で前の時間とほぼ変わらず、傾圧性の強さの下落値 (06UTCの値から 15UTCの
値を引いたもの)は、0.18× 10−3s−1でかなり小さかった。

成熟期；
図 3.76にみられるように、発達期 Bが終わると擾乱の発達は止まるものの、

勢力は衰えずに現状維持になる。衛星画像 (図 3.70(d)-(g))でもわかるように、対
流活動はますます盛んになって非断熱加熱によるエネルギー供給量は増えた (図
3.79)。また、傾圧的な発達の割合も増えて、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達
の割合は平均で 1：3.1だった (図 3.79)。この時、基本場の傾圧性の強さは平均
1.3× 10−3s−1でかなり小さかったものの (図 3.80)、傾圧性の強さの下落値 (4日
15UTCの値から 5日 03UTCの値を引いたもの)は、0.40× 10−3s−1と発達期Bよ
りやや大きかった。発達期 Bに引き続き非断熱加熱が発達にかなり効いていて、
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3/3/06UTC 3/5/12 UTC3/4/00UTC 3/4/12 UTC 3/5/00UTC

図 3.77:C事例の Peのエネルギー収支.図 3.13に同じ.

time[hour]
3/3/06UTC 3/5/12 UTC3/5/00UTC3/4/00UTC 3/4/12 UTC

図 3.78:C事例の Keのエネルギー収支.図 3.14に同じ.

傾圧性も非常に弱かったことが、コンマ型の擾乱が中心に目を持った同心円型に
変わった要因ではないかと考えられる。

衰弱期；
東北地方に上陸すると、[Pm,Pe]項と [Q,Pe]項からのエネルギー供給は少なく
なり、急速に衰弱した (図 3.79)。なお、この期間の擾乱の位置はXY 領域の境界
付近にあったため、この期間の解析はこれ以上行わない。

これらのエネルギー収支解析から、C事例では次のことが起きていたことがわ
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3/3/06UTC 3/5/12 UTC

developing   A developing   B matur eincipien t weakeningmaintaining

図 3.79:図 3.15に同じ.ただし C事例の場合.

3/3/06UTC 3/5/12 UTC3/4/00UTC 3/4/12 UTC 3/5/00UTC

図 3.80:図 3.16に同じ.ただし C事例の場合.

かった。初期渦期は、傾圧性が比較的強く、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達
は同程度だった。一方発達期A以降は、前線付近の活発な対流活動と傾圧性の弱
化を受けて、擾乱は非断熱加熱による発達が支配的だった。成熟期になると、基
本場の傾圧性はさらに弱まり、これを反映して polar lowの形状はコンマ型から同
心円型に変わったと考えられる。

3.3.3 C事例のPV thinking

ここでは、期間ごとに渦位の視点から上層の渦の役割も含めた発達の要因を探
る。図 3.81,図 3.82は 925hPa面の渦位分布、図 3.83,図 3.84は鉛直流 (カラー)と
収発散場、図 3.85,図 3.86は温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示す。同じく
図 3.87,図 3.88は 600hPa面の渦位分布、図 3.89,図 3.90は鉛直流 (カラー)と収
発散場、図 3.91,図 3.92は温位のダッシュ場 (カラー)と渦度場を示す。また、図
3.93は 800hPa面の渦位分布を示す。以下に述べるように、この事例でも上層の
渦の役割として 600hPa面付近の渦位が重要だった。
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(a)

(h)(c)

(g)

(f)

(b)

(e)

(i)(d)

図 3.81:925hPa面の渦位分布 (青のカラートーン).図 3.17と同じ.
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(a)

(g)

(h)(c)

(b)

(f)

(e)

(i)(d)

図 3.82:図 3.81続き.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(e)

(i)(d)

図 3.83:925hPa面の鉛直流 (カラー).実線は発散、破線は収束を示す.図 3.18と同じ.
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(a)

(h)

(g)

(f)
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(b)

(e)

(i)(d)

図 3.84:図 3.83続き.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(i)

(e)

(d)

図 3.85: 925hPa面の温位のダッシュ場 (カラー). 実線は正の渦度、破線は負の渦度を示す. 図

3.19と同じ.
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(a)

(g)
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(e)

(i)(d)

図 3.86:図 3.85続き.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)

(i)

(e)

(d)

図 3.87:600hPa面の渦位分布 (青のカラートーン).図 3.20と同じ.
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(h)
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図 3.88:図 3.87続き.
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(a)

(g)

(f)

(c)

(b)

(h)

(e)

(i)(d)

図 3.89:600hPa面の鉛直流分布 (カラー).実線は発散、破線は収束を示す.図 3.21と同じ.
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図 3.90:図 3.89続き.
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(a)

(h)

(g)

(f)

(c)

(b)
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(e)

(d)

図 3.91: 600hPa面の温位のダッシュ場 (カラー). 実線は正の渦度、破線は負の渦度を示す. 図

3.22と同じ.
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(a)
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図 3.92:図 3.91続き.
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(a)

(g)
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(c)

(b)
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(j)

(i)
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(d)

図 3.93:800hPa面の渦位分布 (青のカラートーン).実線は等高度線 (15[m] 間隔)を示す.



3.3 C事例 101

3/4/00UTC 3/4/ 12 UTC 3/5/00UTC 3/5/12 UTC3/3/0 6UTC

図 3.94:下層渦の真上 600hPa面で計算したロスビーハイトの時系列. L = 200kmで計算.

(a) (b)

図 3.95:図 3.93(c)の橙線部の鉛直断面. (a)青線は等渦位線、陰影は南風域を示す (細破線は北

風). (b)青のカラートーンは渦位分布、赤線は上昇流、青線は下降流 (15[hPa/hr] 間隔)を示す.

初期渦期；
この時期は、800hPaの渦位アノマリーが初期渦発生のトリガーになったこと
が特徴だった。600hPa面の渦位分布を見ると (図 3.87(a)-(c))、西から移流してく
る渦位フラグメントはあるものの、初期渦の真上に目立った渦位は存在していな
い。下層渦の真上 600hPa面で計算したロスビーハイトの時系列によると (図 3.94,
L = 200kmで計算)、初期渦期のロスビーハイトは小さいため、600hPa付近の渦
位は初期渦生成に直接影響を及ぼしていないと考えられる。
一方、800hPa面の渦位分布を見ると (図 3.93(a)-(e))、渦位アノマリーが北海道
南西沖からちょうど初期渦が発生する位置に南下して来ていた。北緯 40.7度の鉛
直断面を見ると (図3.95)、上層の渦位フラグメントとは別に800hPaに中心を持つ
渦位アノマリーがあることがわかる。この時 925hPa面では、ちょうど 800hPaの
渦位アノマリーの移流に合わせて、暖気と寒気がぶつかる秋田沖で収束と上昇流
が生じ、渦が発生しつつあった (図 3.83,3.85(a)-(c))。この対流域が後の polar low
の北側に広がるコンマ型の雲に成長していった。なお、初期渦のトリガーとなっ
た渦位アノマリーは 284K面で見てもよくわかる (図 3.96(a)-(c))。
次に、初期渦が形成されている時の環境場を調べた。図 3.99(a)は対流不安定
の領域を陰影で、(b)は reverse shearの領域を陰影で、(c)は対流不安定と reverse
shearの両方を満たす領域を陰影で示す。A事例や B事例と同様に、秋田沖は対
流不安定と reverse shearのどちらも満たす領域になっていて、ちょうど初期渦が
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.96:284K面の渦位分布 (青のカラートーン).実線は等高度線 (250[m] 間隔)を示す.

生じた位置とほぼ重なっていた。
なお、初期渦が発生した時期 (3日 09UTC)のC事例の XY 領域の基本場 (925-

800hPa)における傾圧不安定波が増幅する e-folding time(Gill 1982, 3.1.1小節参
照)は最小の領域で約 20時間であり、増幅率は大きくなかった。
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.97:図 3.96続き.

発達期A；
この時期は、800hPa付近に中心を持つ渦位アノマリーとともに、600hPa付近
に下降しながら移流してきた高渦位フラグメントが下層の低気圧性循環を強める
ように働くことに特徴付けられ、初期渦が第一ピークを示す polar lowへと発達し
た。600hPa渦位分布 (図 3.87)と鉛直流分布 (図 3.89)によると、初期渦期頃から
秋田沖に向けて移流してきた 600hPaの高渦位フラグメントの北側部分は下層の
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.98:図 3.97続き.

対流活動によって次第に弱められた。しかし初期渦の中心から南西側にかけての
上層には渦位フラグメントが弱められずに残っていた。この時、大気の安定度は
低く (図 3.100(a))、600hPaの渦に関するロスビーハイトは 2400m程度を示してい
たので (図 3.94)、上層の渦位フラグメントは下層に影響を及ぼすことができたと
考えられる。284K面で渦位分布を見ても同様に、下層渦の上層に高渦位フラグ
メントが移流してきたことがわかる (図 3.96(d)-(f))。3日 15UTCの東経 138.375
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(a)

(c)

(b)

図 3.99:それぞれの陰影は、(a)∆θe(850−950hPa)が負の領域、(b) reverse shearの基準を満たす領域、

(c)対流不安定と reverse shearのどちらも満たす領域を示す.実線は 900hPaの等高度線を示す.

(a) (b)

図 3.100:ブラント・バイサラ振動数 [925-600hPa間] (=大気の安定度;式 (2.9)で計算)の分布.

(a) 3日 21UTC. (b) 4日 12UTC.

度の鉛直分布を見ると (図 3.101)、図のど真ん中にあたる 600hPa付近に渦位フラ
グメントがあり、下層にも正の渦位アノマリーがあって、その西側背後で非常に
上昇流が強く、対流活動が活発になっていた。また 800hPa面の渦位分布を見る
と、925hPa面と同じ位置にある潜熱解放で増大した渦位アノマリーの他に、初期
渦のトリガーとなった渦位アノマリーもまだ下層擾乱のほぼ真上に停滞していた
(図 3.93(f)-(h))。このような渦位の配置は 4日 00UTCまで続き、下層の強い低気
圧性循環を持続させていたと考えられる。

維持期；
この期間になると、600hPaにある高渦位フラグメントは次第に北東に移動して、

polar lowの真上の 600hPa付近に目立つ渦位は次第になくなった (図 3.87(g)-(i))。
下層の渦度は低下しなかったものの、風速や地上気圧は発達期 A の渦位配置が
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(a)

(c)

(b)

図 3.101:図 3.87(d)の緑線部の鉛直断面 (3日 15UTC). (a)青線は等渦位線、陰影は西風域を示

す (細破線は東風).太破線は 284K等温位線を示す. (b)青のカラートーンは渦位分布、赤線は上昇

流、青線は下降流 (15[hPa/hr]間隔)を示す. (c)青のカラートーンは渦位分布、赤線は非断熱加熱

量 [K/hr] を示す.
(a) (b)

図 3.102:図 3.81(i)の青線部の鉛直断面 (4日 06UTC). (a)の陰影は西風域を示す (細破線は東風).

あとは図 3.101(a),(b)と同じ.

変わるにつれてやや弱まった (図 3.76)。一方、925hPa面には、対流活動による潜
熱解放で増大した渦位アノマリーが中心付近にあった (図 3.81(g)-(i))。図 3.102は
図 3.81(i)に示した青線部 (139.25E)の鉛直断面 (4日 06UTC)で、(a)の陰影は西
風の風速分布を示す。これによると、下層 950hPaから 800hPaまで広く渦位アノ
マリーが分布している。284K温位線は 700hPaより上へ上昇しているので、この
渦位アノマリーは初期渦のトリガーとなったものとは異なる。このため、この期
間擾乱の低気圧性回転を維持する役割を果たしたのは、主に対流活動の潜熱解放
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よって増大した下層の渦位アノマリーだったと考えられる。

発達期B；
この時期は、発達期 Aと同様、600hPa付近に下降しながら西から移流してき
たスケールの小さな高渦位フラグメントが下層の低気圧性循環を再び強めるよ
うに寄与したことが特徴的であり、この時 polar lowは最盛期を迎えた (図 3.76)。
図 3.90(a)-(c)の鉛直流分布によると、polar lowの北側に対流活動に伴う上昇流が
600hPa付近にまで達して広がっていた。その南側は上昇流の補償として下降流
が polar lowの真上から南西側で強まっていた。図 3.103は 4日 12UTCにおける
東経 138.5度の鉛直断面を示す。北緯 40度以北で強い上昇流域が広がり、以南
で下降流が存在していて、そこに渦位フラグメントが分布していた。この時、大
気の安定度は低く (図 3.100(b))、ロスビーハイトも 2600mと大きな値を示してい
た (図 3.94)。なお、大気の安定度の低い領域が前の時間と同じではないのは、上
層の寒冷渦 (寒気ドーム)が移動したことによると考えられる。上層の高渦位フ
ラグメントの流入に合わせて、925hPa面における擾乱中心の渦度は 70,140,120
× 10−5s−1と急激に大きくなっていた (図 3.82(a)-(c))。図 3.88(c)(4日 15UTC)の赤
線部の渦位と鉛直流の鉛直分布を図3.104に示す。Polar lowには上層600hPa付近
の渦位フラグメントと下層 900hPaに中心を持つ潜熱解放によって増大した渦位
アノマリーの二つがあって、この両者が低気圧性の回転を強めていたと考えられ
る。また上昇流は高さとともに西に傾いていて、これによって上層に負の渦位ア
ノマリーが分布するようになったと考えられる (図 3.88(a)-(c))。このような渦位
分布は 284K面でも 600hPa面と同様になっていて、高渦位フラグメントが時間と
ともに等高度線を横切って東進していた (図 3.97(d)-(f))。それゆえ、渦位フラグ
メントは下降しながら移流していたと理解できる。さらに広域の渦位分布による
と (図 3.106(d)-(f))、この渦位フラグメントもA事例と同様に、寒冷渦に付随した
本体のスケールの大きな渦位アノマリーの先端部分が移流してきたものだった。
この発達期Bが傾圧不安定的な発達をしているかどうか調べるために、XY 座
標における渦位分布 (4日12UTC)を図3.107に示す。ジオポテンシャル高度のダッ
シュ場 (茶線)で見ると、高度場はやや傾いているように見え、上層の渦位 (青線)
はちょうど下層渦を強めるように、下層渦から少しずれたところに位置していた。
しかし、上層の渦位はフラグメント状であり、上層の渦が強まっている様子はな
かった。このような渦位の三次元構造は下層渦を強める配置ではあるものの、第
1章 1.2節の図 1.3に示した傾圧不安定が起こりうる渦位分布とは異なると考えら
れる。このことについては第四章で再び議論する。
なお、この期間の渦位分布で一言述べておきたいのは、西から移流してきた渦
位フラグメントが時間経過とともに (特に 06UTCから 12UTCにかけて)等温位面
で値が高くなっていることである (図 3.97(d)-(f))。渦位は等温位面では断熱であ
る限り保存されなければならない。ここでの状況では強まったり弱まったりする
原因は潜熱の影響以外考えられないので、もしかしたら解析時間によって上層の
渦位分布がうまく初期値データに解析されないことがあるのかもしれない。ある
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(a)

(c)

(b)

図 3.103:図 3.88(b)の黒線部の鉛直断面 (4日 12UTC). (a)の陰影は西風域を示す (細破線は東

風).あとは図 3.101と同じ.

(a) (b)

図 3.104:図 3.88(c)の赤線部の鉛直断面 (4日 15UTC). (a)の陰影は南風域を示す (細破線は北

風).あとは図 3.101(a),(b)に同じ.

いは、等圧面データをスプライン補間して求めたことが原因で誤差が生じた可能
性もある。

成熟期；
この期間、発達期 Bをもたらした上層の高渦位フラグメントは次第に北東へ

移動し、polar lowの上層 (600,500hPa)には目立った渦位は存在しなくなった (図
3.88(d)-(g))。この時 polar lowの近辺に存在する渦位は、下層の渦位アノマリーだ
けだった (図 3.82(d)-(g))。したがって、この期間、polar lowに低気圧性回転をも
たらして勢力を維持させたのは、擾乱自身の対流活動によって増加した下層の渦
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(a)

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

図 3.105:284K面 (広域)の渦位分布 (青のカラートーン).あとは 3.96と同じ.

位アノマリーだったと考えられる。

衰弱期；
Polar lowは 5日 06UTC前後に東北地方に上陸後、組織化されていた渦位や上
昇流などの形が崩れ、擾乱としてまとまりがなくなり消滅した。

この小節の解析結果をまとめると次のようになる。初期渦は、対流不安定と
reverse shearの環境場で、800hPa付近に北海道南西沖からやってきた渦位アノマ
リーがトリガーとなって発生した。発達期 Aと発達期 Bには、下層渦の中心か
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(a)

(f)
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(b)

図 3.106:図 3.105続き.

ら南西側にかけての上層 600hPa付近にスケールの小さな高渦位フラグメントが
西から下降しながらやってきて、それが下層渦の急発達につながったと考えられ
る。下層の強い上昇流は 600hPa付近まで達し、上層の高渦位フラグメントの北
側には負の渦位アノマリーが広がっていた。維持期や成熟期になると、上層の高
渦位フラグメントは北東へ移動し、polar low付近には対流活動による潜熱解放で
増加した渦位アノマリーしか存在していなかった。したがって、上層に渦位フラ
グメントがなくても勢力を維持することができたのは、下層に渦位アノマリーが
残っていたためだと考えられる。



3.3 C事例 111

(a)

(c)

(b)

図 3.107: 4日 12UTCにおける XY 座標から見た渦位分布 (青のカラートーン). (a) 925hPa面,

(b) 600hPa面.実線はいずれも XY 領域におけるジオポテンシャル高度の基本場からのダッシュ場

を示す. (c) (a)と (b)に示す赤線部の鉛直断面. 青線は等渦位線、茶線はジオポテンシャル高度の

ダッシュ場を示す. 陰影は図の表から裏面方向への風速分布を示し (細破線は逆向きの風)、太破

線は 284K等温位線を示す.

また、今回のpolar lowが長期にわたって擾乱として存在することができたのは、
何らかの環境場の影響でその場に停滞し続けることができたことの他に、上層に
渦位フラグメントがなくても擾乱自身の対流活動によって増大した渦位が勢力を
維持する役割を果たすことができたからだと言えるだろう。これをエネルギー収
支の観点から言うならば、初期渦の生成にはある程度強い傾圧性が役割を果たし
た一方で、傾圧性が弱まった発達期 A以降も polar lowが発達できたのは、対流
活動による非断熱加熱が重要な役割を果たしたからである。

3.3.4 C事例のまとめ

2008年 3月 3～5日に秋田沖で発生した polar lowを解析した。この polar low
は、二回の発達期を含む約 54時間の長いライフタイムが特徴的だった。初めコ
ンマ型だった polar lowは最盛期以降前線の先端を反時計回りに回転させ、同心円
型に変化した。この前線の下部 (950hPa)は風の合流と非断熱加熱によって、上部
(850hPa付近)は非断熱加熱によって強化されていた。この polar lowの発達要因
をエネルギー収支と渦位の視点から説明すると、以下のようになる。初期渦は、
対流不安定と reverse shearな領域で 800hPa付近に移流してきたスケールの小さ
な渦位アノマリーがトリガーとなって発生した。初期渦期は傾圧性が比較的強く、
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傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割合はほぼ同じだった。二つの発達期にな
ると、いずれも下層渦の中心から南西側にかけての上層 600hPa付近に高渦位フ
ラグメントが流れ込んできており、これが下層渦を急速に発達させるきっかけに
なったと考えられる。高渦位フラグメントの流入に合わせて、下層では前線付近
で対流活動が非常に活発になり、潜熱解放で下層にも渦位アノマリーが分布する
ようになった。そして、上層と下層の渦位が polar lowの低気圧性循環を強め合う
ことで急発達がもたらされたと考えられる。またこの時、活発な対流活動を反映
して、擾乱は主に非断熱加熱的な発達をしていた。維持期や成熟期になると、上
層の高渦位フラグメントは polar lowの中心から北東へ移動し、発達は止まった。
この時勢力を維持させたのは、擾乱自身の対流活動で増大した下層の渦位アノマ
リーだった。成熟期には、傾圧性が非常に弱いため、擾乱の形状がコンマ型から
同心円型に変わった。
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　日本海で発生した三つの polar lowを解析した主な結果を表 4.1と表 4.2にまと
めた。以下、適宜参照しながら、三つの事例の共通点や相違点をまとめ、過去の
研究結果と比較検討を行う。
前線解析によると、形状はそれぞれ異なっていたものの、どの polar lowにも中

表 4.1:三つの polar lowそれぞれの特徴のまとめ.

表 4.2:表 4.1続き.エネルギー収支解析のまとめ.
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心の暖気核を取り囲む明瞭な前線が存在していた。前線帯に沿って活発な対流活
動があり、大まかに言って前線構造が polar lowの形状を決めていた。前線の強化
要因は事例ごとにやや異なっていたものの、前線下部 (950hPa付近)は主に風の
合流や水平シアーによって、前線上部 (850hPa付近)は非断熱加熱によって強化
されていた (表 4.1)。
エネルギー収支解析では、基本場の傾圧性の強さに対する傾圧的な発達 ([Pm,Pe]
項)と非断熱加熱的な発達 ([Q,Pe]項)の割合に注目した。[Pm,Pe]項を数式で書
くと

−S0

(
v′θ′

) ∂θ
∂Y

となるので、一般的に傾圧的な発達の程度は基本場の傾圧性の強さに比例すると
考えられる。したがって、傾圧的な発達と非断熱加熱的な発達の割合は基本場の
傾圧性の強さによって決まると期待できる。Yanase and Niino (2007)は、理想化
された大気場で polar lowを発達させる数値実験を行い、傾圧性が強い環境場で
はコンマ型の擾乱が主に傾圧的に発達する一方、傾圧性が弱い環境場では同心円
型の擾乱が主に非断熱加熱的に発達することを示した。本研究で解析した polar
lowは、基本場の傾圧性が強いとコンマ型に発達し、傾圧性が弱いと同心円型に
発達する傾向があった。また、おおまかに言って、擾乱が発達するにつれて基本
場の傾圧性が弱くなると、傾圧的な発達の程度も小さくなる傾向が見られた。さ
らに、A事例に見られたように、渦がまだ弱い初期渦期は、[Pm,Pe]項の大きさ
が基本場の傾圧性の強さに必ずしも対応しない場合があった。そうなる理由は、
擾乱の強さや温度場の状況次第では領域平均すると [Pm,Pe]項の

(
v′θ′

)
が小さい

ために、単純に傾圧性の強さと傾圧的な発達の程度が対応しない場合がありうる
からである。これらの解析結果はYanase and Niino (2007)の数値実験結果と整合
的である。しかしB事例の発達期に見られたように、傾圧性が比較的強くコンマ
型に発達していても、非断熱加熱的な発達が支配的な場合があった (表 4.2)。非
断熱加熱的な発達が支配的になるかどうかは、基本場の傾圧性の強さだけではな
く、前線帯における対流活動の強さに関係すると考えられる。対流活動の強さは、
ソーヤー・エリアッセン循環の式より、前線帯の水平温度勾配の大きさに依存す
る (例えば、小倉 2000, p131～p133)。A,B,C事例の温度勾配を比較すると (図 3.6,
図 3.36,図 3.71)、B事例は全体的に温度勾配の大きな前線帯になっていたことが
わかる。そのため、B事例は対流活動が活発になり、非断熱加熱量が大きくなっ
たと考えられる。なお本研究では、非断熱加熱量はωに比例する量で見積もって
いることに注意する必要がある。したがって現実の polar lowのエネルギー論的な
発達力学は、メソ αスケールの基本場の傾圧性の強さだけで決まるのではなく、
前線帯におけるメソ βスケールの対流活動の強さにも依存すると言えるだろう。
本研究で計算したXY 領域の基本場の温度勾配はY方向に一定ではなかったのに
対し、Yanase and Niino(2007)の数値実験は基本場の温度勾配はY方向に一定だっ
た。そのような環境場の条件が根本的に異なっていたために、数値実験と本研究
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の結果に違いが生じたと考えられる。
渦位の視点から解析を行った結果、polar lowの運動エネルギーや渦度、地上風

速が最盛期に向けて急速に増大していた時、三つの polar lowとも下層渦の中心
から西側にかけての上層 600hPa付近に高渦位フラグメントが流入してきていた
ことが明らかになった。A事例とC事例の渦位フラグメントは、上層の寒冷渦本
体にあるスケールの大きな正の渦位アノマリーの先端が小さなスケールのフラグ
メントになって移流してきたもので、B事例の渦位フラグメントは、西から移流
してきた寒気ドームの南側にある正の渦位アノマリーだった (表 4.1)。日本海は
大気の安定度が低いので、ロスビーハイトが周辺よりも大きい。それゆえ、下層
渦の上層に移流してきた高渦位フラグメントは、傾圧性の強い下層に循環を励起
すると考えられる。この時、下層では前線帯で対流活動が活発になり、潜熱解放
によって下層の渦位の増大が起きた。下層の渦位アノマリーは、上層の渦位フラ
グメントとともに急速に強い低気圧性循環を形成する役割を果たし、成熟期には
上層に渦位フラグメントがない場合 (C事例)でも引き続き下層の低気圧性循環を
維持して勢力を保つ役割を果たした。
渦位の視点から見出されるこのような発達プロセスは、Mailhot et al. (1996)や

Rasmussenet al. (1996)が述べたプロセスとほぼ一致すると思われる (第 1章 1.2.4
小節参照)。また、流入してきた上層の高渦位フラグメントと下層渦との位置関係
は、Grønås and Kvamstø(1995)が示した polar lowの最盛期における渦位分布とよ
く似ており (図 4.1 , 4.2)、上層の渦位フラグメントが下層渦に暖気を送り込む循
環を形成するような位相のずれた配置になっていた。図 4.1によると、上層の高
渦位フラグメントは下層渦の南西側に位置していた。鉛直断面図によると、上層
の負の渦位アノマリーは上昇流が盛んなところに広がっていた (図 4.2(b))。また、
Claudet al. (2004)もこれと類似した渦位構造を示していた。

L

図 4.1: Polar lowが最盛期を迎えた時の 275K面における渦位分布. Lは polar lowの中心位置を

示す.実線の単位は PVU (= 10−6m2s−1K kg−1). 1992年 3月 14日 12UTCにおけるシミュレーショ

ン場. From Grønås and Kvamstø(1995).

渦位的考え方で得られた結果は、先行研究の感度実験結果とも整合的だった。
各種の数値実験結果は、非断熱加熱 (凝結加熱)が発達に非常に重要な役割を果た
すことを示している。例えば、Grønås and Kvamstø(1994)や Leeet al. (1998)は、
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図 4.2:図 4.1の赤線部の鉛直断面. (a)実線は等渦位線、破線は等相当温位線、太線は、相対渦

度が 2× 10−4s−1以上の領域を示す. (b)矢印は断面に沿った流れを示す.矢印の長さは、30分の軌

跡に対応する. From Grønås and Kvamstø(1995).

凝結加熱がない場合、上層の寒冷渦だけでは擾乱が少ししか発達できないことを
示した。このことは、本研究で前線強化やエネルギー供給、下層渦の強化に非断
熱加熱が重要であることを示した結果と整合的であるだろう。また、Yanaseet al.
(2004)は、凝結加熱はあるものの海面熱フラックスをなしにした数値実験では、
大気の安定度は高くなり、polar lowが全然発達しないことを示した。これは、大
気の安定度が高いと上層の渦位の影響は下層に及ぶことができず、凝結加熱の効
果も発揮されないことを意味している。したがって、本研究と先行研究の結果か
ら、polar lowが急発達するためには、上層の高渦位フラグメントが接近するだ
けでは不可能で、海面熱フラックスによって大気の安定度を低め、非断熱加熱に
よって擾乱を強める物理プロセスが必要であると考えられる。
興味深いことに、本研究で見出された発達メカニズムが台風でも働いているこ
とを示唆する事例がある。Davis and Bosart (2001)は、MM5を用いてフロリダ半
島の東で発生したハリケーン・ダイアナ (1984)を再現し、その発達過程を三段階
に分けて解析した。そのうち第一段階は polar lowが発達する過程と似ていた。初
期擾乱のきっかけは、フロリダ半島の上層約 250hPa面 (340K面)付近に高渦位フ
ラグメントがやってきたことだった。それに誘起されるように、渦位フラグメン
トのすぐ東側の下層では南西風による暖気移流が強まり前線が生じた。次第にそ
の前線帯では上昇流とそれに伴う潜熱の解放が活発化した。それに伴い、上層の
渦位フラグメントの北側は下層の非断熱加熱の影響で弱められ、南側は下層渦の
真上へと流れ込んだ。その結果、擾乱の中心付近では一気に対流が深まり、擾乱
は急速に発達した。このような事例を考慮すると、上層の渦位フラグメントが下
層渦の強化のきっかけになる現象は polar low以外にもありうる。
次に、上層の渦の役割と関連して、polar lowが平均流の傾圧不安定に伴って発
生していたのかどうかについて考察する。傾圧不安定を主張する過去の研究は、一
点の大気の鉛直プロファイルや大気のパラメータを用いて線形理論に当てはめた
り (Tsuboki and Wakahama 1992, Mansfield 1974, Reed and Duncan 1987)、傾圧不
安定が起こりうる理想化した大気を用いて数値実験を行ったり (Montmegory and
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Farrel 1992)した結果が根拠になっていた。しかし、このような解析方法では、現
実大気で polar lowが傾圧不安定的に発達しているかどうかを正確に示したこと
にならない。そこで、ここでは第 1章 1.2.1小節で説明した渦位の視点から傾圧
不安定の有無を考察する (図 1.3参照)。
まず、600hPaの渦位が下層に影響を及ぼす可能性について、ロスビーの変形半

径から考える。ロスビーの変形半径 λRIは、

λRI =
NH

f
(4.1)

で示され、Nはブラントバイサラ振動数、f はコリオリパラメータ、Hは鉛直ス
ケールである。Polar lowが発達する代表的な大気の値として、Nは 10−2s−1、f は
北緯 45度付近の 10−4s−1とする。600hPa高度はだいたい 4000mなので、その場
合変形半径はだいたい 400kmと求まる。これは polar lowのスケールとして妥当
である。もし 600hPaより上層の渦位が関係するなら、NとHはさらに大きくな
ると考えられるので、変形半径はより大きくなる。しかしその場合、変形半径は
polar lowの水平スケールよりだいぶ大きくなるだろう。したがって、下層に中心
を持つスケールの小さな polar lowに影響を与えていると考えられる上層の渦位
はだいたい 600hPa付近にあると考えられるだろう。
その上で、600hPa付近の等温位面における渦位分布と polar lowの発達状況を

見ると、次の特徴があった。一つ目は、渦位は平均的に南北に水平勾配があるよ
うには分布せず、フラグメント状で存在していたことである。二つ目は、下層渦
の中心付近から西側にかけての上層 600hPa付近に高渦位フラグメントが流入し
てきた時に、polar lowは急発達したことである。一方、上層渦は下層渦のような
発達している様子は見られなかった。またC事例では、上層の高渦位フラグメン
トが下層渦を通り越して北東へ移動すると、polar lowの発達は止まった。三つ目
は、水蒸気が少ないことに加え大気の安定度が高く摩擦が大きい陸地に上陸する
と、polar lowは形を崩して急速に衰弱したことである。これらの特徴は、下層渦
と上層渦が相互に強め合って発達しているのではなく、下層渦だけが上層の渦位
の影響を受けて発達していると解釈できる。これは第 1章 1.2.1小節で説明した
渦位の視点から考えた傾圧不安定が起こる状況と異なる。このことから、少なく
とも今回解析した日本海 polar lowは、ノーマルモードで記述されるような平均
流の傾圧不安定に伴って発達したのではなく、上層の渦位アノマリーと下層渦が
相互作用して非断熱加熱効果が加わることで発達したと考えるのが妥当だろう。
さらに、傾圧不安定についてエネルギー収支解析の観点から考えてみる。例え
ばHolton(2004)は、傾圧不安定擾乱には、基本場の有効位置エネルギーが渦の有
効位置エネルギーに変換される過程 (以下 [Pm,Pe]過程と呼ぶ)があると述べてい
る。本研究でも非断熱加熱過程があるもとで、下層 (925-800hPa)平均してエネル
ギー収支を見積もった結果、[Pm,Pe]過程が渦の発達に役割を果たしていること
がわかった。また、上層の渦位と下層の渦の位相関係は傾圧不安定が起きる時と
同様な傾きをしていた。それゆえ、これらの状況を見る限りでは傾圧不安定が起
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きていたのではないかと解釈できる。しかし上に述べたように、渦位の視点に立
つと傾圧不安定が起きていたとは言えない。したがって、[Pm,Pe]過程は必ずし
も傾圧不安定ではなくても起こりうる過程であると考えられる。線形安定性やエ
ネルギー収支の議論で傾圧不安定擾乱と同様な結果が出たとしても、それだけで
傾圧不安定が起きていたと判断してはいけないということが今回の研究から言え
るのではないだろうか。
最後に、polar lowの初期渦の特徴について述べておく。本研究で解析した事例
ではいずれも、上層 600hPa付近に渦位アノマリーが流入してくる前に、下層に
初期渦が発生していた。初期渦が生じた環境場は、三つの事例とも対流不安定と
reverse shearを満たす領域になっていた。しかし、初期渦の生成要因は事例ごと
に異なっていた。A事例とB事例は水平風シアーがある領域で発生していた。一
方、C事例は 800hPa付近に移流してきた渦位アノマリーに励起されて発生して
いた (表 4.1)。
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　本研究は次の二つの目的のために、日本海で発達する polar lowについて事例
解析を行った。一つは、環境場に対する polar lowの内部構造や発達力学との関
係を明らかにすることである。これは、Yanase and Niino (2007)の数値実験結果
が、現実の polar lowにも見られるかどうか確かめるためでもある。もう一つの目
的は、上層の渦位が polar lowの発達に果たす役割を理解することである。上層の
渦位アノマリーや短波トラフが polar lowの発生トリガーになっているとの先行
研究はあるものの (例えばMailhot et al. 1996, Montgomery and Farrell 1992など)、
日本海 polar lowに関して特に渦位の視点からの研究はこれまでほとんど行われ
ていない。本研究では、前者の目的のために前線解析とエネルギー収支解析を行
い、後者の目的のために PV thinking(渦位的考え方)を行った。解析した事例は、
2006年 12月 29日に北海道南西沖で発生した A事例、2008年 2月 6日に山陰沖
で発生した B事例、2008年 3月 4日前後に秋田沖で発生したC事例である。
前線解析を行った結果、解析した三つの polar lowには形状に関係なくいずれも

中心の暖気核を取り囲む明瞭な前線が存在することがわかった。前線が強化され
る要因は事例によってやや異なるものの、前線下部は主に風の合流や水平シアー
によって、前線上部は非断熱加熱によって強化されていた。
エネルギー収支解析によって polar lowの発達を定量的に見積もると、polar low

は基本場の傾圧性が強い環境場ではコンマ型、傾圧性が弱い環境場では同心円型
に発達する傾向があった。また、おおまかに言って、擾乱が発達するにつれて基
本場の傾圧性が弱くなると、傾圧的な発達の程度も小さくなる傾向が見られた。
これらの解析結果はYanase and Niino (2007)の数値実験結果と整合的だった。し
かし、コンマ型に発達していても、必ずしも傾圧的な発達が支配的になるとは限
らず、非断熱加熱の影響による発達が支配的になる場合があった (B事例)。そう
なる理由は、非断熱加熱の強さが直接的には前線帯における対流活動の強さに関
係するからである。したがって現実の polar lowのエネルギー論的な発達力学は、
基本場の傾圧性の強さだけではなく、前線帯での対流活動の強さにも依存すると
考えられる。
渦位分布を解析すると、どの polar lowも最盛期に向けて急発達している時、下
層渦の中心から西側にかけての上層 600hPa付近に高渦位フラグメントが流入し
てきていた。下層では前線帯で対流活動が急速に活発になり、潜熱によって下層
の渦位が増加していた。一方、上層の高渦位フラグメントが北東に移動すると、
polar lowの発達が止まる事例があった (C事例)。この時 polar low周辺では大気の
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安定度が低くなっており、上層の渦位の影響が下層に及びやすくなっていたと考
えられる。また、平均流の傾圧不安定に伴って polar lowが発達しているかどうか
渦位の視点から考察した結果、大気場は傾圧不安定が起こりうる渦位分布をして
おらず、下層渦と上層渦が相互に強め合って発達している様子は見られなかった。
これらの解析結果を総合して考えられる日本海 polar lowの発達メカニズムは
次の通りである。Polar lowが発達する時、日本海では寒気ドームの存在と海面熱
フラックスの影響で大気の安定度が 600hPa付近まで低くなっており、上層の渦
位の影響が下層に及びやすくなっている。下層渦の中心から西側にかけての上層
600hPa付近に高渦位フラグメントが流入してくると、下層では上層の影響で渦が
強められ、強い傾圧性と非断熱加熱の効果で、明瞭な前線と活発な対流活動が起
きる。すると、下層の前線付近でも非断熱加熱の影響で渦位の増大が生じる。そ
して、上層と下層の渦位アノマリーの両者が強い低気圧性循環を形成することに
よって、polar lowの急発達が引き起こされる。一方、上層では下層のような渦の
強化は起こらない。なお、最盛期の状況を図 5.1に概念図としてまとめた。

図 5.1: Polar lowが最盛期を迎えた時の概念図. 上層の渦位アノマリーと下層の渦位アノマリー

によって低気圧性の循環が作られている. なお、下層の渦位アノマリーによって生じる循環は前

線の先端部分のみ描いてある.

私は、このような発達メカニズムが、傾圧不安定を本質として発達する温帯低
気圧でも大量の水蒸気とその凝結加熱によって発達する台風でもない、第三の低
気圧性擾乱の発達メカニズムであるという仮説を立てたい。この第三のメカニズ
ムは、たぶん温帯低気圧と台風の中間に位置づけるのが適当だろう。したがって
この仮説は、Montgomery and Farrell (1992)が主張した「polar lowは自発的な不
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安定では形成せず、上層の渦位擾乱によって駆動される」との考えに一致するも
のの、「より一般的な視点に立つと、polar lowの形成メカニズムは、polar low事
例で中心的な役割を果たす湿潤プロセスも含め、中緯度温帯低気圧の形成メカニ
ズムと実際には同じである」という仮説とは異なる。今後私の仮説が正しいか否
かを調べるためには、少なくとも次の研究が必要だと考える。第一に、本研究で
結論付けた発達メカニズムが正しいかどうかを確認するために、基本場として下
層には温度勾配があり上層には南北の渦位勾配がない理想的な大気を作って、そ
こに初期渦と渦位フラグメントを与えたら、急速に発達する polar lowが現れるか
どうかという数値実験を行う必要がある。第二に、三つの事例だけではなく、日
本海以外の地域を含めてもっと沢山の polar lowについて解析を行う必要がある。
第三に、台風や温帯低気圧についても同様な解析を行って、それらと polar lowの
発達メカニズムが明確に区別できるかどうか検証する必要があるだろう。
本研究では、この仮説の検証の他にもいくつか課題が残った。一つは、なぜpolar

lowの初期渦が reverse shearで発生するのかという点である。本研究での解析で
は、reverse shearと初期渦の発生の因果関係を解明することはできなかった。も
う一つは、初期渦の発生や上層の渦位アノマリーの接近などの一連の polar lowの
発達プロセスがどの程度必然的なのかという点である。これは、初期渦の発生と
スケールの大きな上層の渦位アノマリーの接近に関連性があるかどうかという問
題でもある。スケールの大きな上層の渦位アノマリーが形成する総観規模の循環
が間接的に初期渦の発生に寄与している可能性はある。この疑問点を解明するた
めには、三つの事例を解析するだけでは不十分であり、今後例えば、上層の渦位
アノマリーが存在しても polar lowが発生しない事例があったかなど調べる必要
がある。
最後に、約 11km格子間隔で 3時間間隔のメソ客観解析データを用いて、前線
解析やエネルギー収支解析、PV thinkingを行った意義や得られた結果の新しい点
をまとめると以下の五点になる。
一つ目は、これまで日本海polar lowの研究であまり着目されていなかったpolar

lowの前線構造を解析したことである。このことは、日本海 polar lowの性質や発
達メカニズムが北大西洋 polar lowと本質的に変わらないことを示唆する。また、
polar lowの対流活動は基本的に前線帯で起きているので、前線帯を形成するため
に初期場にある程度の強さの傾圧性が必要ではないかということも示唆する。
二つ目は、現実の polar lowの発達力学をエネルギー収支解析によって理解し

たことである。この解析によって、現実の polar lowの発達力学を理解するために
は、メソ αスケールの環境場だけではなく、メソ βスケールの前線帯における対
流活動の強さも同時に把握しなければならないということが明らかになった。
三つ目は、polar lowの発達の程度を表す運動エネルギーや渦度などの物理的な
指標と渦位アノマリーとの関連を明らかにしたことである。この解析方法によっ
て、polar lowが急発達する時期と渦位アノマリーが流入する時期が一致するこ
とを明確に示すことができた。上層の渦位アノマリーが発生トリガーになるとい
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う解析結果は、考察で紹介したようにすでにいくつか先行研究で報告されていた
ものの、寒冷渦に付随したスケールの大きな渦位アノマリーの先端が小さなフラ
グメントになって下層渦の上層 600hPa付近に流入し、下層渦の急発達を導くと
いう解析結果 (A,C事例)はこれまであまり報告されていないと思われる。このこ
とは、もしこのような小さなスケールの渦位フラグメントが polar lowの急発達
に作用していることが正しいならば、polar lowの予報精度向上のためには、上層
600hPa付近の渦位分布を初期値に正確に解析する必要があることを示唆する。
四つ目は、渦位分布と発達の様子から、今回解析した polar lowはノーマルモー
ドで記述されるような平均流の傾圧不安定に伴って発達していないと結論付けた
ことである。渦位の視点から論じたいくつかの先行研究 (Grønås and Kvamstø1994,
Rasmussenet al. 1996 , Claudet al. 2004)も本事例解析と同様に、上層の渦位アノ
マリーが発達トリガーになることを示していた。しかし彼らはそのメカニズムを
「傾圧不安定」と表現していた。
五つ目は、polar lowの発達メカニズムを上層の渦位フラグメントと下層の前線
活動との相互作用としてまとめたことである。このメカニズムは、温帯低気圧が
発達する時とほとんど変わらないものの、上層の渦位分布はフラグメント状なの
で、温帯低気圧が発達する時のように上層の渦が下層とともに深まることはでき
ない。それゆえ、このメカニズムは温帯低気圧や台風のメカニズムとは異なると
いう仮説を立てた。この仮説は、polar lowの性質や発達メカニズムを統一的で体
系的に理解するための有意義な一歩になると考える。
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