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地球大気の平均組成（体積比）

地上８０ｋｍくら
いまで、この組
成は変わらない

「新しい高校地学の教科書」より



地上 くら地上８０ｋｍくら
いまで、この組
成は変わらない成は変わらない

「新地学図表」 (83 p) より



気圧は空気の圧力
圧力は単位面積に直交する力

• 空気に圧力（重さ）があるという実験

水銀で約76cm水銀で約76cm
水なら約10 m

１ 気圧
1013 hPa1013 hPa

「新しい高校地学の教科書」より



地球大気（気温）の平均的鉛直構造

• 熱圏 加熱

・・中間圏界面

• 中間圏

・・成層圏界面 加熱

• 成層圏

・・対流圏界面

• 対流圏
加熱

地球惑星科学入門（北海道大学出版会）より



気圧は上空ほど小さい

「新しい高校地学の教科書」より



地球気候の概要地球気候の概要

• 地上気温（夏と冬）太陽放射 放射平衡• 地上気温（夏と冬）太陽放射、放射平衡
なぜ、熱帯は暑いのか？
なぜ、夏は暑いのか？

• 帯状平均気温の緯度・高度分布（圏界面）帯状平均気温の緯度 高度分布（圏界面）

• 帯状平均東西風の緯度・高度分布
偏西風ジェット



地上気温の気候値［１月］（K:NCEP）
２０年平均（１９７９ １９９８）２０年平均（１９７９－１９９８）

熱帯が暖かい。特にインド洋～西部太平洋。
北極域が寒い。南極域も寒い



地上気温の気候値［７月］（K:NCEP）
２０年平均（１９７９ １９９８）２０年平均（１９７９－１９９８）

1年を通して熱帯が高
熱帯が暖かい。特に北半球亜熱帯域。
南極域が寒い。北極域はやや寒い。

1年を通して熱帯が高
緯度より暖かい傾向



地球の自転と公転

• 地球の自転（自分でコマのように回る）
期＊周期は１日弱

＊多くの地域で昼と夜がある （太陽との位置）＊多くの地域で昼と夜がある （太陽との位置）

• 地球の公転（太陽の周りを回る）
＊周期は１年 （365 2422日 うるう年）＊周期は１年 （365.2422日 うるう年）
＊軌道は楕円軌道だが離心率は0.0167 (小さい)

公転面が黄道面＊公転面が黄道面

• 自転軸は公転面に対して約２３度傾いている



・地軸は地球の公転面に対して23度傾いている。
極域は 斜めに日射があたる しかし 夏半球は白夜・極域は、斜めに日射があたる。しかし、夏半球は白夜。
・夏には太陽は北半球側（北回帰線・南回帰線）

夜

昼

小倉義光「一般気象学 第2版」



太陽天頂角の変化による
単位面積当たりの日射量変化単位面積当たりの日射量変化

太陽が天頂にあれば、日射量は多いが、斜め（水平線に近い）であれば少なくなる

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



地球に当たる日射量
（地軸は23.5°黄道面に対して傾いている）（地軸は23.5 黄道面に対して傾いている）

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



地球の公転軌道（夏至秋分冬至春分夏至）

北極圏
北回帰線（かに座）

赤道赤道
南回帰線（やぎ座）

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



夏至秋分冬至春分夏至
極夜白夜 極夜

白夜白夜

極夜
北極圏

北回帰線（かに座）

極夜

北回帰線（かに座）
赤道

南回帰線（やぎ座）

南極圏

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



白夜 … 沈まぬ太陽

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



大気上端に入射する日射のエネルギーの季節・緯度変化 (W/m2)

白夜

極夜

白夜極夜極夜

Hartmann “Global Physical Climatology” より



大気上端に入射する日射のエネルギーの季節・緯度変化 (W/m2)

Hartmann “Global Physical Climatology” より



「新地学図表」 (85 p) より



地球の放射エネルギーバランスの緯度分布
熱帯域は受取過多 中高緯度域は過小熱帯域は受取過多、中高緯度域は過小

正

負の方が大きく
見えるが、地球
全体ではつり

負
負

全体ではつり
あっている ？

地球惑星科学入門（北海道大学出版会）より



「新しい高校地学の教科書」より



大気と海洋によって北向きに運ばれる熱エネルギー

北極

南極

赤道

北極

地球惑星科学入門（北海道大学出版会）より



冬（12～2月）平均の東西平均の西風風速と気温

西風ジェット
極夜ジェット

東風ジェット

高温

極夜ジ ット

低温
西風ジェット

西風ジェット

西風ジェット
亜熱帯ジェット

圏界面
西風ジェット

亜熱帯ジェット

低温
東風

高温

東風
貿易風

地球惑星科学入門（北海道大学出版会）より



500hPaにおける高度と風（冬）500hPaにおける高度と風（冬）

北半球 南半球北半球 南半球

寒

暖

図19.5： (左)北半球冬季と(右)南半球冬季の各平均の500hPa等圧面における高度、
温度、風速の分布。気温の東西平均値からのずれが－4℃以下に影を4℃以上に点
描をつけた描をつけた

地球惑星科学入門（北海道大学出版会）より



世界の沙漠は
３０°くらいに

あるある。
なぜ？

地学Ｉ 数研出版 （高校教科書）より



温室効果と地球温暖化温室効果と地球温暖化



気候変動に関する政府間パネル(IPCC)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
（Intergovernmental Panel on Climate Change)

IPCCは地球温暖化の実IPCCは地球温暖化の実

態把握とその精度の高
い予測 影響評価 対策い予測、影響評価、対策
の策定を行うことを目的
として 1988年に設立さとして、1988年に設立さ
れた。

1990年 第1次報告書

1995年 第2次報告書1995年 第2次報告書

2001年 第3次報告書

2007年 第4次報告書



IPCC地球温暖化第４次レポートIPCC地球温暖化第４次レポート
The 4th Assessment Report of the IPCC (AR4)

• IPCCの構成
第１作業部会「自然科学的根拠＊第１作業部会「自然科学的根拠」

＊第２作業部会「影響・適応・脆弱性」
＊第３作業部会「緩和策」

• 2007年２月、WG1の「政策策定者向け要旨」公表

年 月 「政策策定者向け要旨 公表• 2007年4月、ＷＧ２の「政策策定者向け要旨」公表

• IPCC報告書には、１３０カ国、450名の著者、2500
名のレビューワーが かかわっている名のレビュ ワ が かかわっている。



AR4 WG1における進展AR4-WG1における進展

• 地球は温暖化している。（観測の蓄積・進歩）

• 近年の温暖化が温室効果ガスの増加による可能性
が非常に高い （気候モデルなどから）が非常に高い。（気候モデルなどから）

地域 ベ 気温 降水量 予測が進んだ （気候• 地域レベルの気温・降水量の予測が進んだ。（気候
モデルの高精度化）

• 極端な気象現象（豪雨、干ばつ、熱波、など）の予測。
（気候モデルの高精度化）



近年の気候変化
1850-20061850 2006

全球平均気温全球平均気温

過去１００年間で
0.74℃上昇

（1906-2005)

全球平均海面水位
1993 2003 3 1 /年1993-2003 3.1mm/年

北半球積雪面積
北半球海氷も減少北半球海氷も減少

IPCC2007



2012年の日本の年平均気温の1981～2010年平均基準における偏差は+0.06℃（20世紀
平均基準における偏差は+0.66℃）でした。日本の年平均気温は、長期的には100年あたり
約1.15℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。

気象庁のホームページより。



細線（黒）：各年の平均気温の基準値からの偏差、太線（青）：偏差の5年移動平均、
直線（赤）：長期的な変化傾向。基準値は1981～2010年の30年平均値。

気象庁HPより

直線（赤）：長期的な変化傾向。基準値は1981 2010年の30年平均値。



放射平衡温度放射平衡温度
太陽放射と赤外放射は釣り合っている。
単位面積当たりの太陽放射（日射）は単位面積当たりの太陽放射（日射）は

1370 W/m2 x 0.7 / 4 = 240 W/m2

小倉義光「一般気象学 第2版」



黒体放射（物体は温度に応じた放射をする）黒体放射（物体は温度に応じた放射をする）
太陽放射は短波長、地球放射は長波長（赤外）

小倉義光「一般
気象学 第2版」



太陽放射（短波）と地球放射（長波）

Ｔｈｅ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ より



放射平衡温度放射平衡温度

• 射出される（赤外）放射は絶対温度の４乗に
比例する （ T４ ）比例する。 （σT４ ）

• 240 W/m2 に対応する温度は255K（-18℃）240 W/m に対応する温度は255K（ 18℃）

日射

赤外線赤外線
σT４＝S （１－α）/４

-18℃



大気は日射に対してほぼ透明
例外 紫外線（オゾンによる吸収） 近赤外例外：紫外線（オゾンによる吸収）、近赤外

「新しい高校地学の教科書」より



大気の吸収率大気の吸収率
（11kmと地上）

赤外放射は吸オゾンによる紫外
線吸収（成層圏）

収が多い。
線吸収（成層圏）

吸収するのは、

H2O, CO2, CH4

などなど

吸収すると放射する。

これらを温室効果ガス
というという。

小倉義光「一般気象学 第2版」



温 室 効 果温 室 効 果
地球は温室効果ガスのおかげで適度な気温。

240 W/m2 に対応する温度は255K（-18℃）

CO2, H2O,CO2, H2O, 
CH4 など

は日射に対 18℃
日射

赤外線

温室効果ガス
は日射に対
してほぼ透
明だが、赤

-18℃

赤外線
外放射を吸
収・射出す 曇った夜が、
る。

曇った夜が、
冷えないのも
温室効果

-18℃１５℃－１８℃
温室効果



全球エネルギーバランス（放射＋顕熱＋潜熱）

100単位
=342W/m2=342W/m2

「新しい高校地学の教科書」より



温室効果ガスの変化温室効果ガスの変化
ー過去１万年ー

CO2

CO CH N O 濃度CO2, CH4, N2O 濃度

- 産業革命前より異常に増加
近年の増加が著しい

CH4- 近年の増加が著しい 4

N2O



温室効果ガスの濃度の変化

気象庁HPより



大気中のCO2濃度の最近のデータ
CO は夏に少なく 冬に多いCO2は夏に少なく、冬に多い。

気象庁HPより


