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天気の科学（１）	 天気図	

 
山崎 孝治 

（北海道大学	 名誉教授	 Koji	Yamazaki）	

 
北海道では2013年3月2日から3日にかけて発達した低気圧によって暴風雪に見舞われ、

道東を中心に車が雪に埋まるなどして 8人が死亡した。図１の 2日 21時の天気図をみると、
千島列島付近に 970 hPa の中心気圧をもつ発達した低気圧があり、北海道では等圧線が混
んでおり北～北西からの暴風が吹き荒れている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１  2013年 3月 2日 21時（日本時間）の天気図（2013年 3月 3日の朝日新聞朝刊より） 
 
図１のように地図上に気圧、風、気温、天気などの気象要素の値を描いたものを天気図と

いう。天気図で最も大事な気象要素は気圧である。気圧が周りよりも低い所を低気圧、逆に

高いところを高気圧という。１気圧(1013 hPa) が基準ではなく、あくまで周囲との気圧差で
低気圧・高気圧という。低気圧では一般的に天気が悪く、高気圧では天気がよい。図１の天

気図でも 1032 hPaの高気圧におおわれた上海では晴れている。過去の天気図から低気圧の
移動方向がわかるので（図１では黒矢印で示している）低気圧の将来の位置が予想できる。

一般には低気圧や高気圧は西から東へ進む。天気図は、天気予報の基礎となっている。ここ

ではまず天気図の歴史について述べる。 
 
	 世界で最初に天気図を描いたのはドイツのブランデス（H. W. Brandes）であり、気象デ
ータを集めてヨーロッパの天気図を 1年分作った。特に 1783年 3月のメイストームとよば
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れる暴風が数千 km の大きさをもつ（総観規模という）低気圧によることを 1820 年に発表
している１，２）。なお、ブランデスの天気図では気圧は観測値そのものではなく、その地点の

長年の平均値からのずれをプロットしている１）。これは非常に賢いやり方である。標高の高

い観測地点では気圧が低くなるので、大陸上の観測所での気圧をそのままプロットすれば、

標高図と変わりないような図になってしまうからである。 
	 その後、有線通信の発達により気象観測データが準リアルタイムで収集できるようになっ

たが、国家事業として天気予報が進展するきっかけとなったのはオスマン・トルコに味方し

た英仏とロシアが戦ったクリミア戦争である。クリミア戦争はナイティンゲール（F. 
Nightingale）が看護婦として従軍したことでも有名である。また、クリミア戦争ではイング
ランドのカーディガン（Cardigan）伯爵が負傷兵のセーターを簡単に着脱できるようにカー
ディガンを考案した。 
英仏連合艦隊が黒海に集結していた 1854年 11月 14日、猛烈な暴風により、フランスの

戦艦が沈没するなど大きな損害を受けた。フランス政府はパリ天文台長のルベリエ（V. J. J. 
Leverier）に命じて暴風を調べさせ、天気図による暴風の予報が可能であるとの勧告を受け
て、1863年に暴風警報が出されるようになった２）。 
 
現在の天気図において等圧線で表わしているのは、現地気圧ではなく海面に換算した気圧

である。海抜ゼロという同じ標高における気圧（海面更正気圧または海面気圧という）分布

図であるので、総観規模の低気圧・高気圧を表わすことができる。 
	 もう一度、図１の天気図で海面気圧分布と風の関係を見てみよう。札幌では等圧線は南北

に立っており、東側で気圧が低い。気圧の高い方から低い方へ働く力を気圧傾度力とよぶ。

気圧傾度力を考えると、札幌では、空気は東方向へ動く、つまり西風になってもよさそうに

思える。実際には、北北西の風になっている。「風を背にして立つとき、低気圧の中心は左手

前方にある」というのが、ボイス・バロット（C. H. D. Buys-Ballot）の法則という経験則で
ある。3 月 2 日の天気図では前方というより真横に近いが、ほぼこの経験則があてはまって
いる。 
 
	 気圧傾度力だけであれば、風は等圧線に直角に吹くと思われるのに、なぜ、実際はむしろ

等圧線に平行に近く吹くのであろうか。それは運動する物体の向きを変えようとする力（転

向力またはコリオリ力という）が空気に働くからである。コリオリ力は地球が自転している

ために感じる見かけの力である。回転する円盤上でキャッチボールすることを想像してほし

い。相手に向かって真っすぐボールを投げても、地面が回転しているのでボールは回転の向

きと逆方向に動くように見える。水平運動に働くコリオリ力は、北半球では運動する向きの

直角右側に働き、その力の大きさは地球の自転角速度と緯度の正弦（sin(緯度)）と物体の速
さの積に比例する。コリオリ力の詳しい説明は次回以降にするが、今回はそんなものだと考

えてほしい。 
	 コリオリ力の大きさは日常生活では感じられないほど小さい。札幌ドーム（北緯 43 度）
で投手が時速 144 km （40 m/s）で直球を投げると 18.44 mあるピッチャープレートからホ
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ームベースまで 0.46秒かかる。ボールがコリオリ力によってどれほど右にずれるかを計算す
ると約 0.4 mmである。北極であれば 0.6 mm、赤道ではゼロである。いずれにしても無視
できるほど小さい。しかし、仮に時速 144 kmで 1時間経過すると 144 km進むが、右への
ずれは 26 km になり無視できない。時間・空間スケールが大きくなり、高低気圧のような
総観規模運動については気圧傾度力とコリオリ力が主要な力であり、その力がほぼ釣りあう

ように風が吹く。さらに地上付近では地面との摩擦が風と逆方向に働く。そのため、図２の

ような力のつり合いとなり、風は等圧線にほぼ平行だがやや低気圧に向かって吹く。なお、

力がつり合って合力がゼロになったとき物体は一定の速さで直線運動をする（慣性の法則）。

必ずしも静止状態になるわけではないことに注意してほしい。 
 

 

図２  北半球における地上付近の風（地上風）の模式図。等値線は海面気圧。気圧傾度力、コリ
オリ力、摩擦力（３つの力は太いベクトルで示す）がつり合い、風（細いベクトル）が吹く。気

圧傾度力は等圧線に直交、コリオリ力は地上風に直交、摩擦力は地上風と逆向き。参考文献３）

の図 20.4A３）。 
 

	 図１の北海道付近のように等圧線の間隔が狭いと気圧傾度力が大きくなり風も強まり、風

速に比例するコリオリ力も大きくなってつり合う。また、摩擦力も風速とともに大きくなる。

西日本や沖縄では西高東低の気圧配置だが等圧線間隔が広いので弱い北風である。このよう

に気圧分布から地上風は推測できるので、天気図すなわち等圧線図は有用である。 
 
 

参考・引用文献  
１）	 斎藤直輔（1982）：「天気図の歴史－ストームモデルの発達史－」、東京堂出版 
２）	 高橋浩一郎・内田英治・新田尚（1987）：「気象学百年史－気象学の近代史を探求する－」、

東京堂出版 
３）	 在田一則・竹下徹・見延庄士郎・渡部重十	 編著（2010）：「地球惑星科学入門」、北海道

大学出版会 
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天気の科学（２）	 高層天気図	

 
山崎 孝治 

（北海道大学	 名誉教授	 Koji	Yamazaki）	

 
前回は地上天気図に見られる気圧分布と風の関係について述べた。低気圧の周りの風は反

時計回りで螺旋状に中心方向へ向かい空気が集まってくる。集まってきた空気は地面上昇し、

上昇流は雲を作り、雨を降らせる。このため低気圧は悪天を伴う。今回は高層の天気図につ

いて話す。大気上層の風や温度の分布は低気圧擾乱がどのように移動するか発達するかを支

配している。 
まずは物理的な基礎を確認する。気圧はその場所より上にある空気の重さによる圧力であ

る。したがって、上空に行くと気圧は低くなる。高度に伴う気圧の減少は、指数関数的であ

る。海面付近の気圧はおよそ 1000 hPaであるが、上空 5.5 kmくらいで気圧は半分の 500hPa
くらいになり、さらに倍の高さ約 11 km で 4分の１の 250 hPa になる。高度 11 kmはジ
ェット機が飛ぶ巡航高度である。高度に伴う気圧の減少率は密度に比例する。空気の重さは

密度に比例するからである。式で表すと以下のようになる。 
dp g
dz

ρ= − 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （１） 

ここで、 pは気圧、 zは高度、 ρ は密度、 gは重力加速度（9.8 ms-2）である。この関係

を静力学平衡という。大気密度は温度に反比例するので高度に伴う気圧の減少率は温度が低

いほど大きい。逆にすれば、気圧の減少に伴う高度の増大率は温度が高いほど小さいという

ことになる（ / 1/dz dp Tρ∝ ∝ ：ここでT は気温）。温度が高いと膨張するので、地上気圧
から上空の一定気圧までの高さ（これを層厚という）は高くなるということである。つまり

上下の気圧面の間の厚さ（これを層厚という）は間の層の気温が高いと厚くなる。 
上空の大気の状態を示す高層天気図では特定の気圧面の高度や風・温度等を描く。特定の

高度における気圧を描いてもよさそうだが、慣習的には特定の気圧面の天気図を描く。予報

官が最も注目する代表的な気圧面は対流圏中層の 500 hPaである。例として前回示した 2013
年 3月 2日の 1日平均の 500 hPaの高度と風の分布を示した高層天気図を図１に示す。この
日は北海道付近で発達した低気圧によって暴風雪に見舞われ、多数の犠牲者を出した時であ

る。等高度線に注目すると択捉島付近を中心に高度 5100 m以下の盆地状のところが見られ
る。これが上空の低気圧である。テレビの天気予報などで「上空の谷」とか「上空の寒気」

という場合、500 hPa面を示していることが多い。 
図 1の矢印は風を表している。風は低圧部（低高度）を左に見て等高度線にほぼ平行に吹

いている。本州付近では概ね西から東に（西風という）強い風が吹いている。いわゆる西風

ジェット気流である。その強い西風ジェットの所では南北に等高度線が混んでいる。前回、

地表付近で気圧の高いところから低いところへ向かって働く気圧傾度力とコリオリ力（地球

の自転に起因する見かけの力：緯度の正弦と風速に比例）と摩擦力の３者がほぼバランスし

て風が吹くことを紹介したが、高層大気では摩擦力は小さいので気圧傾度力とコリオリ力が
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ほぼバランスする。完全にバランスした風を地衡風といい、現実の風は地衡風に近い。その

結果、図１に見られるような気圧分布と風の関係になる。 
 

 

図１	 2013年 3月 2日の 500 hPa天気図。等値線は高度（50m間隔）を示す。矢印は風を示
す。矢印の長さは風速に比例し、欄外の右下の矢印が風速 50m/sを示す。（気象庁データから作
図） 

 

 

図２	 図１と同じ 2013年 3月 2日の 925 hPa天気図。等値線は 25m間隔。欄外の右下の矢
印が風速 30m/sを示す。（気象庁データから作図） 

 
図２は地上に近い 925 hPa面の天気図であり、地上天気図と似ている。択捉島付近で 425 

mの低気圧（低高度）、中国大陸では 875 m以上の高気圧（高高度）で西高東低の冬型のパ
ターンとなっている。改めて 500 hPaの天気図（図１）を大まかに眺めると、日本の南で高
度が高く北で低くなっている。このことは前述した層厚の関係で説明できる。日本付近では
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南のほうが暖かいので、南の層厚が厚くなり、500 hPa面の高度が高くなる。850 hPa（高
度 1.5 km付近）の温度分布（図３）をみると確認できる。 

 

 
図３	 図２と同じ 2013年 3月 2日の 850 hPa天気図。ただし等値線は温度で 2℃間隔。（気

象庁データから作図） 
 

 
 



 

1 
 

天気の科学（３）	 台風と温帯低気圧	

 
山崎 孝治	  

（北海道大学	 名誉教授	 Koji Yamazaki） 
 
	 台風 18 号は発達しながら日本の南海上を北上し 9 月 16 日 8 時前に愛知県豊橋市付近に上

陸した。その後、台風は速度を速めて本州を縦断し 16 日 21 時には北海道南西沖で温帯低気

圧となった。上陸する前の 15 日 9 時と温帯低気圧化した 16 日 21 時の天気図を図 1 に示す。	

 

 
 
図１	 (a) 2013年 9月 15日 9時の地上天気図。(b) 同 9月 16日 21時。等値線は海面気圧（2 hPa
間隔）,矢印は地上風を示す。矢印の長さは風速に比例し、欄外の右下の矢印が風速 20m/s。（水平分
解能の粗いデータから作図したので平滑化されている。15日 9時および 16日 21時の実際の中心気
圧はいずれも 980 hPa。気象庁データ使用） 
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	 この台風により九州から北海道までの広い範囲で暴風・大雨・洪水などによる被害が出た。

京都嵐山を流れる桂川が氾濫したことは記憶に新しい。また、制度が設けられて初めての特

別警報が京都府、滋賀県、福井県に発表された。	 	

	 台風は北西太平洋で発生する熱帯低気圧で最大風速が約 17m/s 以上のものであるが、熱帯

低気圧と温帯低気圧の違いはそのエネルギー源およびそれに伴う擾乱の構造にある。温帯低

気圧は水平の温度差をエネルギー源とするが、熱帯低気圧のエネルギー源は暖かい海面から

の水蒸気である。	

	 熱帯の暖かい海面上に何らかの原因で弱い低気圧性の渦擾乱があったとする。暖かい海面

からの蒸発により、多くのの水蒸気が大気に供給され、それが凝結し積乱雲を生じることに

より、大気を暖める。暖められると渦の中心部の海面気圧は低下し地表近くの風も強まり、

風が強まる。「蒸発増加à凝結・大気加熱増加à中心気圧低下à風速増加à蒸発増加」のよう

なサイクルで擾乱は発達し台風となる。	

	 台風は水蒸気を燃料にした熱機関（エンジン）とも考えられる。台風の周りの空気の動き

を追ってみると、暖かい海面と接して水蒸気をもらい、眼の周りの壁雲で上昇して水蒸気が

凝結し雨を降らせ大気を暖める。上昇して乾燥した空気は高度 18km 付近の対流圏界面に達し

時計回り（高気圧的に）に発散する。台風の周りでゆっくり下降して海面付近に戻り、また

中心に向かう。発達した台風は熱帯海洋という高温熱源（～30℃）と対流圏界面という低温

熱源（～－80℃）の間を湿潤大気が循環し熱源の温度差を運動エネルギーに変換する仕事を

する熱機関とも考えられる。そう考えると海面温度、対流圏の温度プロファイル、大気中の

水蒸気量などから台風の可能な最大強度が理論的に求められ、それは観測をかなりよく説明

できる（Emanuel,	1986，Emanuel,	1991 など）。	

	 台風の中心部では水蒸気の凝結により周囲より気温が高くなる。これを暖気核という。図

2a に対流圏中層 500	hPa での気温分布を示すが、台風の中心付近が周囲よりも高温なことが

見てとれる。	
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図２	 図１と同じ時刻の 500 hPa天気図。等値線は気温を 1 K間隔で示す。矢印は風。欄外の右下の
矢印が風速 30m/sを示す。（気象庁データ使用） 
 

		一方、温帯低気圧は低気圧中心の南東で暖かく北西で寒い（図 2b）。等温線が混み温度傾

度がきつい前線構造が北東－南西に延びている。低気圧中心付近での周囲の気温からのずれ

を東西・鉛直断面で示した図 3 で台風と温帯低気圧の構造の差がはっきりとみられる。台風

は中心の 300	hPa 付近にピークをもつ丸く対称な暖気核が特徴的であるが、温帯低気圧は西

に寒気、東に暖気がみられ、寒暖のコントラストが顕著である。	

温帯低気圧では中心の南東側の暖気が上昇し北西側の寒気が下降する。そのため位置のエ

ネルギーが運動エネルギーに変換され低気圧は発達する。温帯低気圧のエネルギー源は南北

の温度差である。そのため、水平に温度がほぼ一様である熱帯では発達できないが、日本の

ように南北に温度変化が大きいところでは発達しやすい。	

温帯低気圧は暖気を北に運び、寒気を南に運ぶ（図 2b）。この熱の南北輸送は、太陽放射

（日射）の南北差で出来る南北の気温の差を解消する。温帯低気圧は気候における南北熱輸

送の重要な役目を果たしている。	
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図３	 (a)	2013 年 9 月 15 日 9 時の台風中心に近い北緯 27.5N	における気温偏差の経度(東西)・高

度分布図。(b)	同年 9月 16 日 21 時の温帯低気圧の中心に近い 42.5N	における気温偏差の経度(東西)・

高度分布。偏差は、各高度のそれぞれ 120-150E,	130-160E 平均からのずれ。（気象庁データ使用）	

 
 
台風が熱帯低気圧になったときは低気圧の勢力は衰えたといえるが、温帯低気圧に変わったと

きは構造が変わり別なエネルギー源を得たということである。実際、この台風から変わった温帯

低気圧は北東進して 18日 9時には 966 hPa まで発達した。北海道でも道東を中心に大雨や強風
に見舞われた。台風が北海道を直撃することは稀であり、北海道に近づく頃には温帯低気圧化し

ていることが多いが、たとえ温帯低気圧化したとしても引き続き警戒が必要である。 
 

引用文献  

1) Emanuel, K. A., 1986: An air-sea interaction theory for tropical cyclones, Part I: Steady-state 
maintenance, Journal of Atmospheric Sciences, 43, 585-604. 
2) Emanuel, K. A., 1991: The theory of hurricanes, Ann. Rev. Fluid. Mech. 23, 179-196.  
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天気の科学（４）	 高気圧・低気圧の傾度風バランス	

 
山崎孝治	  

（北海道大学	 名誉教授	 Koji Yamazaki） 
 
低気圧の周りではしばしば等圧線が混んでいるのに高気圧の周りはいつもなだらかなのが

不思議である。図１の天気図で東シナ海にある高気圧はなだらかな気圧分布をしているが、

カムチャッカ半島付近の低気圧周辺の等圧線は混んでいる。 
今回は高気圧と低気圧の非対称性を説明する。高低気圧スケール（総観規模という）の風

は気圧傾度力とコリオリ力がバランスした地衡風に近いことを前回までに述べたが、２つの

力だけでは非対称性を説明できない。非対称性をもたらすのは高低気圧の中心を回る風に働

く遠心力である。なお、気圧傾度力、コリオリ力と遠心力の３つの力がバランスした風を傾

度風という。 
 

 

図１	 2011年 3月 11日 9時の天気図（気象庁より） 
 

まずは定性的に説明する。図２のように北半球にある円形の低気圧の周りに吹く風を考え

よう。中心向きには気圧傾度力が働く。気圧傾度力は気圧（高層天気図では高度）の傾きに

比例する。一方、外向きにはコリオリ力と遠心力が働く。遠心力は常に外側に向かい、その

大きさは曲率半径に逆比例し風速の２乗に比例する。低気圧の気圧傾度力はコリオリ力と遠

心力の合力に対抗するため大きくなる。 
一方、高気圧のような時計回りの循環の場合（図３）は、気圧傾度力と遠心力が外向きで

中心向きのコリオリ力とつりあう。気圧傾度力は遠心力の助けを借りてコリオリ力と対抗す

ればいいので小さくて済む。このようなわけで、低気圧の周りの等圧線は混むことが多いが、

高気圧のまわりの気圧分布は丘のようになだらかになる。 
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図２	 北半球の低気圧の周りの３つの力（太い矢印）のつり合いの模式図。低気圧の中心から半径

rの地点の風は反時計回りで風速V 。	
 

 
	 図３	 北半球の高気圧の周りの力のつり合いの模式図。 

 
次に、定量的に考えてみよう。 
低気圧の周りの半径 rの位置にある点での風のつりあいを考える（図２）。風は反時計まわ

りに風速V（ 0> ）であるとする。気圧傾度力を Pとし、中心向きを正とする。ゆえに 0>P 。

コリオリ力は風の進む向きの直角右方向に働き、風速に比例するので外向きに fV と表され
る。ここで f はコリオリ因子という緯度のみの関数である。式で表せは θsin2Ω=f と書け

る。ここでΩは地球の回転角速度、θは緯度である。 f は一定と近似する。遠心力は rV /2 と

書ける。ゆえに、「気圧傾度力＝遠心力＋コリオリ力」という力のつり合いの式は以下のよう

になる。 

	   fV
r
VP +=
2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (１) 

PをV の関数としてみると、 PはV の２次関数でそのグラフは上に開いた放物線であり、
Pには以下の最小値がある。 

  2
frV −= 	 のとき	

4

2

min
rfP −= 	 	 (２) 
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PおよびV が負ということは時計回りで高気圧ということである。つまり、高気圧の気圧
傾度には限度があるということである。また、式(１)と(２)で rを小さくすると（つまり中心
付近では）V と Pはゼロに近づく。高気圧の中心付近はなだらかになっている（図１）。反
時計回りの風（V が正）のときは Pの制限はなく、Pが大きくなればV も大きくなる。低気
圧は気圧傾度、風速とも強くなることが可能である。台風がその好例であろう。 
さて慧眼なる読者は「式（１）は２次方程式だから２つの解がある」ことに気づくであろ

う。V の解が実数であるための条件（判別式が正）から、 minPP ≥ （式(２)）が導かれる。 minPP >
であれば、２つの解があるが、そのうち、一方は地衡風解（式(１)で右辺第 1 項をゼロとし
た解。 fPV /= ）に近く、他方はかなり異なっている（異常解という）。総観規模の気象現

象では、遠心力は小さく、ほぼ地衡風バランスが成り立っている。そのため、現実の世界で

は地衡風解に近い解が実現される。 
ただし、小規模な現象ではコリオリ力が相対的に小さいので、気圧傾度力と遠心力が主に

バランスする時計回りの低気圧が可能である（図４）。竜巻（トルネード）のような水平スケ

ールが数 10m～数 100 m の現象ではコリオリ力は無視でき、気圧傾度力と遠心力がつり合
った風となる。これを旋衡風という。竜巻では時計回りの渦も、反時計回りの渦より数は少

ないものの、観測されている。どちら周りの竜巻であっても中心付近は気圧の極小になって

いる。もっと小さな渦、たとえば、校庭などで観測される旋風（つむじかぜ：塵旋風という）

ではどちら向きの渦もある。ましてや、風呂の栓を抜いたときにできる水の渦はどちらの向

きも可能で、北半球では反時計回りの渦になるというのは俗説にすぎない。 
 
 

 
図４	 北半球における時計回り循環の竜巻の周りの力のつり合いの模式図。 
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天気の科学（５）	 ジェット気流	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 
 
天気は一般に西から東へと移ってゆく。悪天をもたらす温帯低気圧は上空の西風（偏西風

という）にのって一般に西から東へ移動してゆくからである。航空機の速度は偏西風の影響

を受ける。日本から北米に向かう時は、逆に比べて飛行時間が１時間以上短くてすむ。では

上空（正確には、中緯度対流圏）で偏西風が吹いているのはなぜであろうか。簡単に言うと

熱帯の方が極域より暖かいからである。 
図 1に基づき説明する。地上付近の気圧は熱帯でも中高緯度でもほぼ同じ 1000 hPaとす

る。現実には熱帯で低圧で亜熱帯で高圧であるが、ここでは無視する。対流圏の気温は熱帯

の方が極域より暖かいので膨張し 200hPaの対流圏上層の高度は赤道域の方が高くなる。上
空の同じ高さで比べれば、熱帯で気圧が高くなる。こうしてできる上空の高度場（気圧場）

にバランスする地衡風は西風となる。特に、南北温度傾度が大きいところの上空で西風が強

くなり、ジェット気流とよばれる。 
 

 

図１	 中緯度対流圏上層で西風が吹くことの模式図。高温の熱帯と低温の極域による南北の温度傾

度により上空の高度場が熱帯で高くなる。高度場に釣り合う風は西風となり、高度場の傾きが強いと

ころ、紙面のこちら側に向かうジェット気流となる。 

 
 
実際のデータで見てみよう。図２は日本付近の冬の平均的な東西風と気温の緯度・高度（気

圧で表示）断面図である。北緯 30 度、200	hPa（高度では約 12	km）付近に 70	m./s 以上の

西風の極大（影の最も濃い部分）がある。この高度は航空機の巡航高度よりやや高く、70	m/s

は時速 252	km で航空機の運行に大きな影響を与える。	



 

2 
 

図２には等温線も描いてある。大気下層から 200	hPa くらいまで北緯 30〜40 度で南北に温

度が急激に変化している。地衡風近似のもとでは、南北の温度傾度は地衡風の鉛直傾度（シ

アという）と比例関係にある。これを温度風関係という。現実の風においても温度風関係が

ほぼ成り立っていることがわかる。上空の西風ジェットが吹いている所の北では寒気が存在

する。ジェットのコアは 200	hPa 付近であるが、それ以上では西風は弱くなっている。温度

風関係から予想されるように 200	hPa 以上では赤道域の気温の方が中緯度より高い。赤道域

の対流圏界面は 100	hPa 付近にあり、そこでの気温は−80℃以下であり、中緯度の同高度より

かなり低い。	

 
 

 
図２	 2014年 1月平均の日本付近の東経 140度における西風風速（単位は m/s；影で表す。下にス
ケール）と気温（単位は℃；点線の等値線）の緯度・高度（気圧で表示）断面図。横軸は緯度で赤道

から北緯 80度まで。縦軸は気圧で 1000 hPa（下端）から 100 hPa（上端）まで。気象庁データから
作成。 

 
 
	 では、ジェットが位置する 200	hPa での高度場と西風を見てみよう（図３）。冬は一般にシ

ベリア東部とカナダに低圧部があり、熱帯域は高圧部になっている。日本付近は気圧の谷（ト

ラフ）となっている。西風の強さの分布を見ると、本州〜東海上で最も強く 70	m/s 以上の強

風が吹いており、この強風軸はアフリカから太平洋中部まで東西に伸びている。もう一つの



 

3 
 

強風軸がアメリカ東岸から大西洋にかけて存在する。極大は約 50	m/s である。	

 

 

 
図３	 （上）2014年１月平均の 200 hPa高度場。等値線は 200 m毎。（下）同月の 200 hPaにおけ
る西風風速。等値線は 10 m/s毎。気象庁データから作成。 

 
	 冬季の日本付近は世界で一番、偏西風ジェットが強い場所である。それは日本付近で南北

の温度傾度が最も大きいということの反映でもある。また、寒候期、日本付近は大気下層の

南北温度傾度が大きい（図２）ので温帯低気圧が発達しやすい場所でもある。 
	 偏西風ジェットは、熱帯と中緯度の境にある亜熱帯ジェット（冬の日本付近のジェット）

の他に中緯度と寒帯との境にある亜寒帯ジェットがあるが、亜寒帯ジェットは日々の天気図

には現れるが変動が大きいので平均場では不明瞭になる。また夏になると熱帯と高緯度の温

度差が小さくなるので上空の偏西風の風速は小さくなる。 
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天気の科学（６）		コリオリ因子と渦度	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 
 

１．コリオリ因子	

	 自転する地球上から見ると運動する物体にコリオリ力が働くことを前回までに述べたが、

その理由を今回詳しく説明する。	

	 自転する地球に見立てた回転角速度Ω（オメガ）で回転する円盤上でボールを投げる状況

を考える。図１は北極点上空から見たものである。仮に北極点（点 N）からボールを速度 V

でまっすぐｙ離れたＡ点に向かって投げたとする。地球の外から眺めると、ボールは図の上

のほうへ一定の速度 V で運動するので、時間を t とすれば、y＝Vt と書ける（実線の矢印）。

一方、円盤は回転しているので、時間 t の後、Ａ点は反時計周りに B 点に移動する。その角

度差δはΩt であり、ＡB 間の距離はδy＝ΩVt２となる。回転する座標系から見るとボール

は進行方向に直角右方向へΩVt２（式１）だけずれることになる（図の曲がった破線矢印）。

力学法則によれば、初速０、加速度 a で時間 t 経過すると速度は at、距離は 1/2	at2（式２）

となる。式１と式２を比べてみれば、加速度 a は２ΩV に対応する。	

北極では自転に伴う回転ベクトル（自転軸方向で右ねじの方向、大きさは回転角速度Ω）

は天頂方向を向いているが、緯度θでは天頂と(90−θ)度だけ異なった方向を向き、回転ベク

トルの天頂方向への射影はΩsinθとなる。つまり、緯度θでの水平面の回転角速度は
となり、コリオリ因子 f は f = 2Ωsinθとなる。コリオリ力の大きさは fV と表される。なお
赤道では f = 0であり水平運動に対するコリオリ力は働かず、南半球では f < 0であり、コリ
オリ力の向きは進行方向左側になる。	

 

 
図１	 コリオリ力の説明の模式図。	

Ωsinθ
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２．フーコーの振り子	

	 長い振り子を振動させるとその振動面は宇宙に対して一定であるが、地球から見ると

自転のため振動面が北半球では右回り（時計回りともいう）にゆっくり回転するように

見えるはずである。フランスの物理学者レオン・フーコーは 1851 年、このような振り

子を作って実験を行い、地球の自転を証明した。この振り子をフーコーの振り子という。

北極では１日で 360 度、１時間に 15 度ずつ振動面が回転する。札幌市青少年科学館で

は長さ10mのフーコーの振り子を展示している。札幌では１時間に10度ほど回転する。

フーコーの振り子の運動は、コリオリ力が錘の運動方向右向きに少しずつ働くと考えて

も説明できる。	

 

３．渦度	

	 渦の強さを表す量を渦度という。ζ（ツェータ）と通常表す。図２のような角速度Ω

で反時計回りに剛体回転している渦を考えてみる。渦度ζは、角速度の２倍である。つ

まり２Ωである。剛体回転とは限らない一般の流れでは、東西風を U、南北風を V とす

ると、V の東西方向（X 軸）の変化率（図２では南風は東に行くに従って増加している

ので正、値はΩ）から U の南北方向（Y 軸）の変化率（図２の西風は北に行くに従って

減少しているので負、値は−Ω）を引いたもので表される。図２の剛体回転の場合はΩ−

（−Ω）＝２Ωとなる。逆に時計回りに回転している場合、渦度は負となる。北半球で

は低気圧の周りの流れは正の渦度、高気圧は負の渦度を持つ。	

	

 

図２	 剛体回転する渦の渦度	
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	 渦度という観点から見るとコリオリ因子 は自転に伴う渦度であり、風が全くなく静

止していても大気が持っている渦度である。そのため、 を惑星渦度という。一方、風

による渦度ζを相対渦度といい、両者の合計を絶対渦度という。対流圏中層では良い近

似で絶対渦度が保存する。	

	 さて相対渦度に話を戻すが、渦状でなくとも渦度を持つ。図３のような西風強風軸が

ある場合、強風軸の北側は正の渦度、南側は負の渦度となる。図２の式から東西風の南

北方向の変化率を考えてもわかるし、流れの中に水車を置いたらどちら向きに回るかを

想像することから渦度の正負が推測できる。	

	

	

図３	 西風ジェットと渦度の関係	

	

	 相対渦度の変化に大きな影響を与えるのは空気の収束・発散である。フィギュアスケ

ートの選手が腕をぎゅっと縮めると回転が増すように収束があると相対渦度が増加す

る。低気圧では一般に下層で収束した空気が上昇するので渦度は増加し正の渦度をもつ。

図４は 2014 年８月８日、台風 11 号が日本に近づいているときの地上天気図、500hPa

高度・渦度場及び衛星写真である。真ん中の図の斜線の部分が低気圧性の正の渦度の領

域であり、台風 11 号、500hPa のトラフの前面や関東東方に渦度が正の領域があり、そ

れぞれ雲画像（右）の悪天候域に対応していることがわかる。	

	

f
f
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図４	 2014 年８月８日の天気図と衛星画像	

(a)	9 時(日本時間)の地上天気図、(b)	同時刻の 500hPa 高度場(実線)と相対渦度(斜線

の所が正の渦度)、(c)同日 10:15 の赤外画像。気象庁及び HBC のお天気ホームページよ

り取得し加工。	
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天気の科学（７）	 偏西風の蛇行とブロッキング	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 
 

１．絶対渦度の保存とロスビー波	

	 前回、地球の自転に伴う惑星渦度と水平風に伴う相対渦度について説明した。惑星渦度は

コリオリ因子とも呼ばれ、通常 と表す。地球の回転角速度をΩとすると緯度 での惑星渦

度 は 2Ωsinθ となる。惑星渦度 は緯度の単調増加関数であり、赤道でゼロ、北極で最大

値 2Ωをとる。	

	 一方、水平風の回転を表す相対渦度ζは反時計回りの低気圧性の回転のときに正であり、

時計回りの高気圧性の回転のときに負になる。大気中層で風の収束や発散がない状況では惑

星渦度 と相対渦度ζの和である絶対渦度は近似的に保存する。保存するということは空気

塊が移動しても絶対渦度 +ζは変わらないということである。このことから偏西風の蛇行

が以下のように説明できる。	

	

	

図１	 偏西風の蛇行（ロスビー波）	

	

	

	 図１のように対流圏中層の 500	hPa において偏西風が吹いている状況を考える。仮に北緯

45°にあった空気塊の速度が北向き成分をもったとしよう（図１の左端の太い矢印）。そこで

の惑星渦度を f0とする。相対渦度ζはゼロである。つまりまっすぐ流れているとする。空気
塊が北に移動すると惑星渦度 が増えるので（ > f0）その分だけ相対渦度ζが減る。つま
り負の相対渦度（ζ<	0）をもち、高気圧性循環となる。北に行った空気塊は進行方向右向き

に向きを変え、元の北緯 45°に戻る。空気塊は行き過ぎて南へ行く。すると が小さくなる

のを相殺してζが大きくなる。つまり低気圧性になり（ζ>	0）、再び北を目指す。このよう

f θ

f f

f
f

f f

f
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に、 の南北変化が復元力となり空気塊の南北変位に対して元に戻すように働く。その結果、

偏西風は波打つようになる。このような波をロスビー波という。	

	 図１において、北に空気が移動している所は高気圧性循環であり上空の気圧の峰である。

一般に上層の気圧の峰の下には高気圧があり天気がいい。一方、空気が南に移動している所

は低気圧性循環で上空の気圧の谷に相当する。その下には一般に地表の低気圧があり天気が

悪い。	

	 中緯度では、盛夏期を除けば偏西風が上空に吹いているので、ロスビー波擾乱は西から東

に移動する。	

	

	

f



 

3 
 

２．ロスビー波の東進	

	 図２は 2013 年 3 月１日と２日の 500	hPa 天気図であり、高度場と風を記してある。

３月２日に急速に発達した低気圧が北海道付近を通過し道東を中心に猛吹雪となり９

名の犠牲者を出したときの高層天気図である。１日には沿海州に上空 500hPa の低気圧

があって気圧の谷が朝鮮半島〜西日本へ伸びている。２日には低気圧は東進して北海道

の東に達しそこから南に気圧の谷が伸びている。	

	

	

図２	 2013 年 3 月１日（上）と２日（下）の 500hPa 高度と風（気象庁）	

	

	

一方、１日にバイカル湖付近にあった気圧の峰は２日には東進して中国東北地方に達し

ている。このように移動性高低気圧の水平規模のロスビー波（短波ということもある）

は平均的な西風に乗って東進する。そのため、盛夏期を除いて天気は西から周期的に変

わる。ただし、ロスビー波は平均流にそのまま流されるのではなく、平均流に対して西

進する性質がある。次にそれを説明しよう。	
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３．ロスビー波の西進とプラネタリー波	

	 図３は西風中のロスビー波成分だけを描いた模式図である。図の右側の低気圧性循環

（正の相対渦度）の西側では北風が北の大きな惑星渦度を運んでくる。逆に東側では南

風が小さな惑星渦度を運ぶ。そのため、ロスビー波の正の渦度の西に正、東に負の渦度

が誘起されるので全体として西に進む。この西進速度はロスビー波の東西波長が大きい

ほど大きい。	

	

	

図３	 ロスビー波の西進	

	

	 ロスビー波は海陸の熱的コントラストや大規模な山岳に西風がぶつかることなどで

励起される。アジア大陸にはチベット高原やモンゴル高原等、大規模で高い山岳がある。

その山岳を迂回するように風は流れやすく、山岳の上空では高気圧性になる。その下流

の日本域では低気圧性、すなわち上空の気圧の谷となる。このような山岳によるロスビ

ー波は偏西風によって東に流される効果とロスビー波の西進効果が釣り合うと動かな

くなる。このように停滞する波は、冬の強い西風中では水平波長の長いロスビー波とな

り、惑星波やプラネタリー波と呼ばれる。冬の日本はプラネタリー波の谷付近に位置す

るので、寒気が南下しやすい。	

	

４．ブロッキングと異常気象	

	 図４は 2012 年１月の前半平均の 500	hPa 高度場である。15 日平均しても大規模な偏

西風の蛇行が見られ、日本付近、北米東部およびヨーロッパに気圧の谷がある。東西一

周した谷の数は３つであり、波数３パターンといわれる。これがプラネタリー波である。

なお、この冬は岩見沢で豪雪が起こり、この期間も大雪が降り続いていた。プラネタリ

ー波の振幅が大きくなると異常気象が起こりやすい。	

		一方、図５は同年１月後半の 10 日平均の 500hPa 高度場である。カムチャッカ半島の

北とアラル海の北に切離された高気圧がある。このように偏西風の蛇行が大きくなって

切離された高気圧をブロッキング高気圧という。西からの温帯低気圧の東進をブロック

するからである。ブロッキング高気圧は偏西風から孤立しているので移動しにくく長期
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に停滞する。	

	 ブロッキング高気圧直下では晴れの天気が長続きする。夏にブロッキングが起こると

猛暑となる。また、ブロッキング高気圧の西では低気圧の経路がいつもと変わり異常気

象になる。北にブロッキング、南に切離された低気圧があると低気圧の持続性が高まり、

やはり異常気象になりやすい。偏西風の蛇行のスムースな東進が阻害されるブロッキン

グは異常気象の要因の一つである。	

	

	

図４	 2012 年 1 月 1-15 日平均の北半球 500hPa 高度分布図	

	

	

図５	 2012 年 1 月 16-25 日平均の北半球 500hPa	高度分布図	
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天気の科学（８）	 成層圏突然昇温	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 
 
１．成層圏とは	

	 成層圏は対流圏の上層にあり上空にゆくにつれて気温が上昇していく領域である。またオ

ゾンが多いオゾン層としても知られる。成層圏で気温が高いのはオゾンが太陽からの紫外線

を吸収して加熱するからである。成層圏にはオゾンホール、赤道成層圏準２年振動など面白

い現象がたくさんある。成層圏は面白いだけでなく対流圏の気象とも密接に関係している。

ここでは成層圏突然昇温（Stratospheric	Sudden	Warming:	SSW）を中心に紹介するが、まず

は成層圏を概観してみよう。	

 
２．平均的な成層圏循環像	

	 図１に冬の平均的な気温と西風風速の緯度・高度分布図を示す。赤道域では地表から上に

ゆくと気温（破線）が下がし、気圧 100 hPa、高度にして 17 km付近で−80℃以下の極低温
となる。ここまでが対流圏でこれより上層が成層圏であり、気温は高度とともに上がる。成

層圏は 1 hPa, 50 km付近まで広がっているが、図１は成層圏中部までを示している。対流
圏と成層圏の境を対流圏界面という。中高緯度では 300 hPa, 8〜10 km付近に対流圏界面が
ある。商用航空機の巡航飛行高度は１万〜１万 2000 mであり中高緯度では成層圏下部にあ
たる。 
	 冬の気温の南北分布を見ると対流圏では熱帯域で高く極域、特に北極域で低い（図１で影

は−40℃と−20℃の間）。これは当たり前のように思える。ところが成層圏では不思議な事に
南極上空が赤道上空より暖かい（図１の上端 30 km, 10hPa付近に注目）。冬には太陽は南半
球側にあり、日射量の日平均は南極で最大となる。南極では１日中太陽が沈まない白夜とな

るためである。一方、北極は一日中を通して日が当たらない極夜であり、日射量はゼロで、

大気が放出する赤外放射で冷却されるだけである。成層圏は大気密度が小さいので熱容量が

小さく日射量の季節変化に素直に応じて気温が季節変化する。一方、対流圏では海や陸の大

きな熱慣性のために１年を通して熱帯域の海水温や地温が高く、この地表面の熱が対流で大

気に運ばれ、対流圏の温度も冬でも熱帯が高緯度より高くなる。ある意味、対流圏のほうが

成層圏より複雑である。 
	 東西風を見ると亜熱帯の対流圏界面付近に西風の強いジェットがある。この西風ジェット

は冬にあたる北半球側のものが強いが、南半球にもある。一方、成層圏では冬に北半球で西

風ジェット（これを極夜ジェットとよぶ）が見られ、南半球では東風ジェットとなっている。

つまり冬の北半球成層圏は北極を中心とした低気圧循環、南半球成層圏は南極を中心とした

高気圧循環となっている。この意味でも成層圏循環は単純である。	
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図１	 冬の気温と風速	

冬（12-2 月）の東西平均した気温（破線）と西風風速（実線）の緯度・高度分布。気温の等値線は 10℃

毎で、−20〜−40℃の範囲に影。風速の等値線は 10	m/s 毎。地球惑星科学入門１）の図 19.4 に加筆。	

	

	

３．成層圏突然昇温	

	 成層圏の天気図を 2009 年１月について見てみよう。図２上は 2009 年 1 月 14 日の中部成層

圏の 10	hPa の天気図（高度図）である。北極域に低気圧があり、アリューシャン付近に高気

圧がある。このアリューシャン高気圧は冬にはほぼいつも見られる。５日後の１月１９日に

は北極の低気圧性の渦（これを極渦という）はアリューシャンとヨーロッパの高気圧に挟ま

れて、左右に（北米とシベリア側）に引き延ばされている。さらに５日後の１月２４日には

極渦は２つに分裂し北極域は高気圧の勢力の方が優勢となる。風でいえば、高緯度の西風が

東風に急激に変わる。 
	 このような現象を成層圏突然昇温（SSW）という。北極域の気温が急激に上昇するからで
ある。この例では地球を東西に一周したとき、高—低—高—低と波の数が２（波数２）の擾乱が

発達した SSWであるが、極渦が北極から弾き出されるような波数１型の SSWも多くある。
波数３以上はない。 
	 北極の成層圏中部 10hPaの気温の 2008〜2009年の変化を見ると、１月下旬に急激に上昇
している（図３）。12月から１月初めまで概ね−70℃くらいの気温であったが１月下旬の５日
間ほどで 60℃以上も上昇し 1 月 23 日には−5℃にも達している。夏の北極の平均的気温の−
30℃よりもかなり高くなる。その後、気温はゆっくりと低下し３月にはかえって平年より冷
たくなっている。このゆっくり戻る部分は放射によってその季節のあるべき状態に落ち着い

てゆく過程である。 
	 世界気象機関の基準では高緯度成層圏で１週間以内に 25℃以上昇温した場合を SSWと呼
ぶ。2009年のケースのように高緯度の風が西風から東風に変わってしまうような SSWを大
昇温（major warming）といい、毎年起こるわけではない。平均すれば数冬に１度程度だろ
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う。一方、昇温基準は満たすが風向までは変わらないものを小昇温（minor warming）とよ
ぶ。小昇温は大昇温より頻繁に起こり、一冬に複数回起こる事もある。極渦の立場から見る

と、SSW は極渦が急に弱まる現象である。SSW は 1952 年 2 月にベルリン自由大学のシェ
ルハークによって発見された。そのメカニズムはすぐにはわからなかったが、1971年、松野
太郎２）によって解明された。 
 
４．成層圏突然昇温のしくみ	

	 では SSW のメカニズムを説明しよう。対流圏内でプラネタリー波と呼ばれる波長が長い

（波数が小さい）準定常ロスビー波が増幅し、成層圏へと伝播する。プラネタリー波は西向

き（東風）運動量を持っている。ロスビー波は平均流に対して西進するので平均流が西風で

ないと止まること（定常になること）ができない。そのため準定常ロスビー波が成層圏へ伝

播できるのは平均流が西風である冬季のみである。また波長の短い波は成層圏へ伝播できず、

結局、成層圏へ伝播するのは波長の長い（波数が小さい１か２）プラネタリー波だけである。

さて伝播先の成層圏では密度が小さいので波の振幅が増幅し、やがて波は砕け、平均場に東

風運動量を渡す。つまり平均流の西風を減速させる。極渦の低気圧循環に摩擦が働くことと

同様に、この波の西風減速の力により空気は低気圧中心、つまり、北極に向かう。北極に向

かった空気は北極域で下降する（西風減速の上層では上昇）。その下降流により断熱昇温する。

SSWはグローバルな現象であり、北極とは逆に熱帯域成層圏では空気は上昇し降温する。し
かし熱帯の面積が圧倒的に広いので熱帯の温度変化は北極域に比べれば小さい。まとめると、

SSW は冬に対流圏で増幅したプラネタリー波が成層圏へ伝播して西風を減速して起こる現

象である。夏には成層圏は高気圧性循環すなわち東風なのでプラネタリー波は成層圏に伝播

せず、SSWは起こらない。 
 
５．対流圏への影響	

	 SSWは対流圏から成層圏へのプラネタリー波の鉛直伝播の効果として理解されるが、いっ
たん成層圏で極渦が崩壊するか弱い状態になると、その状態はかなり長続きすることが多い。

さらに成層圏の変化は下方伝播し対流圏でも平均した高緯度の西風（亜寒帯ジェット）が弱

い状態になりやすい３）（図４）。つまり、SSW の後、対流圏で亜寒帯ジェットが蛇行しやす

くなる。これは北極域の寒気が中緯度に流出しやすくなることを意味し、SSWから中緯度の
寒波の予測可能性を示している。SSWの後にいつも中緯度で寒波になるわけではないが、寒
波になる確率は、SSW後、２ヶ月程度の間、増大する。このように成層圏は対流圏の気象・
気候予測に役に立つことが近年認識されてきている。 
	 なお、SSWは南半球では 2002年 9月の一度しか観測されていない。南半球では中緯度に
おいて大規模な山岳や大陸・海洋の熱的コントラストが小さく、対流圏のプラネタリー波の

振幅が北半球に比べて圧倒的に小さいためである。 
	 南極成層圏では 1980 年代以降オゾンホールが発達してきた（現在はフロンの規制により
ゆっくりと回復してきている）。南極の春にオゾンが減少するとオゾンによる紫外線加熱が減

少し南極成層圏が寒冷化し極渦は強まってきた。この南極成層圏での極渦の強化が、対流圏
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に下方伝播し、夏の対流圏で南極の周りの西風が強化された。南極半島ではこの結果、温暖

化した。マスコミで南極の温暖化とか氷棚崩壊などが報じられたがこれらは主に南極半島で

の出来事である。逆に南極大陸中央部では温暖化しなかった。これは成層圏オゾンホールが

対流圏の気候に影響を与えた好例である。 
	 近年、成層圏循環の変動が対流圏に影響を与える事が認識されてきており、長期予報や気

候変動予測にとって成層圏は重要な要素になりつつある。昔は 10 hPa くらいに上端があれ
ば対流圏予報のための数値モデルとしては十分と考えられていたが、近年は、毎日の天気予

報の基になる数値予報モデルはもちろん、遠い将来を予測する温暖化予測のための気候モデ

ルにおいても成層圏全体を解像する背の高いモデルが使用されるようになってきている。



 

5 
 

	

	

	

	

図２	 2009 年 1 月の 10	hPa 天気図	

(a)	2009 年 1 月 14 日,10	hPa	の高度場。等値線間隔は 300	m。(b)1 月 19 日。(c)1 月 24 日。	
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図３	 北極成層圏の気温変化	

2008 年７月１日〜2009 年７月１日までの１年間の 10hPa における北極の１日毎の気温変化。	

	

	

図４	 成層圏突然昇温前後の 60N の西風偏差	

1957 年 9 月〜2002 年 8 月の 45 年間に起きた 51 例の成層圏突然昇温の合成図３）。60N の西風偏

差の時間・気圧断面図。DAY	0	は SSW が起きた日に対応。西風偏差の等値線は、0.5,1,2,3,4,5

でそれ以上は 5	m/s 毎。正は実線、負は点線。	
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天気の科学（９）	 天気予報の限界	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 

 
１．数値予報 
	 地球大気中のすべての点で、風、気温、気圧、水蒸気量等の大気の状態を知ることができ

れば、大気の物理法則に基づいて初期値問題としての未来の状態の予測は原理的に可能であ

る。このような予測計算をコンピュータで行う方法を数値予報といい、用いられるプログラ

ムを数値予報モデルという。数値予報モデルには、大気の温度や流れをはじめ、水蒸気が凝

結して雲となり雨が降ること、太陽放射で地表面が暖められることなど気象に関係する様々

な過程を物理的な方程式の形で考慮している。数値予報モデルは大気の初期状態がモデルの

各グリッドで与えられると、１ステップ先の（例えば５分後の）大気状態を数値積分して求

める。これを繰り返し将来の大気状態を予測する。 

	 現在、気象庁の明日〜週間予報用の全球モデルの格子間隔は約 20 kmである。20 kmの格
子間隔だと一つ一つの雲は到底表現できない。雲のようにモデルの分解能で表現できないが

重要なものは格子点のスケールの量から推定する。コンピュータの計算能力の向上とともに、

数値予報モデルの分解能も高くなってきた。現在のコンピュータの能力では、全球で 20 km
程度が限度であるが、日本の天気予報のためにはもっと細かい分解能が欲しい。そのために、

日本域に限って領域モデル（分解能 5kmのメゾモデル、2 kmの局地モデル）を運用し集中

豪雨や局地的な現象の予測に用いている（図１）。もちろん、領域モデル周囲の境界場は全球

モデルの予測値を用いている。 

 

 
図１	 気象庁で使われている数値予報モデル	  

気象庁ホームページより 

 
	 予測のためには初期値が必要である。世界各国で気象観測を行い、その観測結果を即時に

交換して初期値をつくる。実際には、数値予報モデルで予報した値を第１推定値とし観測値
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で修正する形で初期値を作っている。12時間予報のような短時間予報は信頼性が高く、予報
値は全球均一にあるからである。数値予報モデルの初期値用に観測を反映した均一な解析値

を作ることを「データ同化」といい、データ同化の技術の進歩もモデル自体の改善とともに

予報精度向上の鍵である。 
	 昔は世界各国の気象機関が定時にいっせいに行うゾンデ観測（測器をつけた風船を飛ばし

て気温、湿度、風などの鉛直分布を測るもの）が主要なデータソースであったが、近年は衛

星、レーダなどリモートセンシングの観測が重要なデータソースとなっている。本年７月に

現業運用を開始したひまわり８号の映像を見ると技術の進歩を実感する。 

 
２．カオスとアンサンブル予報	

	 世界の気象機関が数値予報モデルの開発にしのぎを削っていた 1960 年代に衝撃的な研究

があらわれた。マサーチューセッツ工科大学の気象学者のエドワード・N・ローレンツ
（Edward N. Lorenz）の一連の研究である。後にローレンツモデル（ローレンツ・アトラク
ター）としてカオス分野の先駆けとなった論文１）や大気の予測可能性が２週間とした論文２）

などである。後者の論文は若いとき筆者も読んで式はわからなかったものの結論に衝撃を受

けた。 
	 カオス理論によれば、ある種の力学系ではほんの僅かの初期値の誤差が有限時間のうちに

予測不可能なまでに拡大する。この種のカオス的振る舞いをする力学系は不安定に拡大する

項と安定化する項を持っている。ローレンツアトラクターの論文では、シンプルな３元連立

非線形微分方程式で非周期的な（カオス的な）解が現れることを示した。カオス理論は、非

線形力学系の数学として発展していくことになる。 
	 大気の予測可能性の論文２）は、現象の時間スケール（寿命）により決定論的予測可能性時

間は異なり、積雲対流では１時間、全球スケールでは２週間ほどであると主張する（図１も

参照）。大気もカオス的な力学系であるので予測可能性に限界がある。この限界は数値予報モ

デルを用いても確かめられている。初期値には僅かながら誤差がある。モデルを時間積分し

てゆくと、初期の小さな誤差が有限時間のうちに予測としての価値がないほどに拡大する。

どんなに観測やコンピュータが進歩しても、明日・明後日の予報と同じような精度で１ヶ月

後の予報を行うことは原理的に不可能なのである。 
	 初期値の誤差は避けられない。そこで最も確からしい解析値に少しだけ誤差を加え多数の

初期値を作り、その予測結果がどのように振る舞うかによって予測の信頼度がわかるであろ

う。そのような予報をアンサンブル（ensemble）予報という（図２）。週間予報のためには
１日２回、解像度を 40 kmに落としたモデルでアンサンブル予報を行っている。１ヶ月以上

の長期予報のためには、さらに解像度を落としたモデルでアンサンブル予報を行っている。

図２のようなアンサンブル予報の結果であれば、「３−４日後は暖かいが、その後は寒くなる

確率が高く、２週間以降はわからない」といった信頼度情報が得られる。気象庁のホームペ
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ージの週間予報のページを覗くと、「予報の信頼度」（A, B, C）が掲載されている。 

 

 

図２	 アンサンブル予報の例	 気象庁ホームページより 

 
	 気象庁は１週間先までしか予報を発表していないが、２週目の予報のアンサンブルのばら

つきが小さく信頼度が高いときがたまにある。信頼度が高く，高温・低温などの異常な天候

が予測される場合には 5日〜14日後を対象に「異常天候早期警戒情報」を発表している。 

 
３．予報精度の推移	

	 現在、世界で最も予報精度が高いとされているヨーロッパ中期予報センターの半球規模の

予測精度（500hPa 高度偏差）の検証結果を見てみよう（図３）。年々、予報精度は向上し、
最近では５日予報でも相関係数 0.9を超えていて驚異的な高精度である。20世紀までは北半
球（20N以北）のほうが高精度だったが、近年は南北の差がない。これは衛星観測自体の精

度向上と同化技術の向上によるところが大きい（ゾンデ観測や地上観測は北半球に偏ってい

る）。また、2010年以降の精度は横ばいであり、すでに中緯度大規模場では予測可能性の限
界に達しつつあるのかもしれない。 

 
４．おわりに	

	 ２週間が天気予報の限界ならば、気象庁の３ヶ月予報や季節予報は無意味なのだろうか。

１ヶ月先の天気もわからないのに、100 年先の温暖化予測なんて信用できるのだろうか。こ
の疑問については次回に答えたい。 
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図３	 南北半球の 500hPa 高度の予報精度（偏差相関）  

ヨーロッパ中期予報センター（ECMWF）による 500hPa高度予報の偏差相関の時系列。1981

〜2015年を示す。上から 3日、5日、7日，10日予報。太線（各線の上部）は北半球、細
線（各線の下部）は南半球の予報。ECMWFのホームページより。 

	  

 
引用文献	

１）Lorenz, E. N., 1963: Deterministic nonperiodic flow, Journal of the Atmopsheric 
Sciences, 20, 130-141. 
２）Lorenz, E. N., 1969: Predictability of a flow which possesses many scales of motion, 

Tellus, 21, 1-19. 
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天気の科学（10）	 長期予報への挑戦	

 
山崎 孝治 

（北海道大学 名誉教授 Koji Yamazaki） 

 
１．大気はカオス 

	 天気予報の決定論的予測可能性の限界は２週間程度であることを前回、述べた。天気

予報は移動性低気圧や台風などの擾乱の発生、移動、発達、衰弱の予報が鍵となる。こ

れらの擾乱の寿命は数日であり、寿命の数倍先の予測は不可能ということである。竜巻

のような 10分程度の寿命の現象は数時間前からの（どこでいつ起こるといった）予測
は不可能である。つまり、大気はカオスなので、初期値問題としての予測には現象に対

応した有限な予測可能時間があるということである。 

 
２．温暖化予測は境界値問題	

	 では大気中の二酸化炭素濃度が増加すると将来、地球の平均気温は 3℃上がるといっ

た地球温暖化予測は信用できるのだろうか。地球温暖化予測には大気だけでなく海洋も

予測する気候モデル（大気海洋結合モデルとも呼ばれる）が用いられる。IPCCにおけ
る地球温暖化予測では、温室効果ガスやエーロゾルなど人為起源の気候駆動要因の将来

の排出量または大気濃度が必要である。これらはいくつかのシナリオとして想定してい

る。IPCC第５次報告書では代表的濃度経路（RCP）と表記する４つのシナリオを定義
している。例えば、RCP4.5シナリオでは、2100年における 1750年に対する放射強制

力の増加が 4.5W/m2と想定されている。メタン等も含めた二酸化炭酸換算濃度にする

と 2100 年に 630ppm に対応する。他に、RCP2.6（475ppm）、RCP6.0（800ppm）、
RCP8.5（1313ppm）シナリオがある。このようなシナリオに沿って温室効果ガスの濃

度を与えて気候を予測する。すなわち、大気からの赤外線放射が 2.6〜8.5W/m2増加す

るという境界条件のもとで気候モデルを積分するのであるから、気候モデル間で数値に

バラツキがあるにしても、当然、地球は温暖化する（図１）。１週間先の天気予報は初

期値問題であるが、温暖化予測は境界値問題である。気候モデルが適切であれば二酸化

炭素濃度増大に伴う将来予測は量的にも地域的にも信用できるといってよい。 

 
３．気候モデルの検証	

	 では気候モデルの信頼性はどのように担保されるのか。19 世紀後半以降現在までの
気候変動は観測によって知られている。また大気中の二酸化炭素濃度などの人為的な放
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射強制力と火山噴火によるエーロゾルや太陽活動による自然要因による放射強制力も

知られている。そこで、これらの強制力を与えて気候モデルを積分させて得られた計算

結果と観測された気候変動が整合的であるかでモデルの性能を確認できる。大気はカオ

スであるので、モデルが観測と、特定の年・場所でピンポイントに合致することはない

が、大きな変化傾向が合うかどうか判断する。図２は世界平均気温の時系列で自然強制

だけでは 20世紀後半以降の温暖化は再現できないが、自然強制と人為強制の両方を与

えると、観測された気温変動と概ね一致する結果を示している。 

 

 
 

図１	 世界平均地上気温変化予測  
４つのシナリオ（高いものから RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5, RCP2.6）による将来の世界平均地上

気温の変化予測（2100 年まで）。右端の柱はそれぞれのシナリオによる気温予測の誤差範囲。

IPCC第５次報告書第１作業部会の「よくある質問と回答」（気象庁翻訳：気象庁 HPより） 

 

 
	 まとめると、将来、二酸化炭素など温室効果ガスをこのまま排出し続けると、自然要

因に大きな変化がなければ、地球は 21 世紀末に 20 世紀末と比較して平均で１〜４℃

温暖化する（図１）。予測の最大の不確実性はシナリオの不確実性、即ち、これから人

類がどれだけ温室効果ガスを排出するかによっている。地球温暖化予測は予測可能性が

高い問題である。 
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図２	 放射強制力を与えた場合の気温経過  

（上）自然起源の放射強制力を与えて再現した過去の地球の平均気温偏差。青と赤で影付きは、

CMIP3,CMIP5 の気候モデルによるシミュレーション結果の平均とばらつき。CMIP3,5 は第 3(5)

次気候モデルの比較プロジェクト。いちばんぎざぎざの黒い線は観測値。（下）同じだが、自然

起源と人為起源の両者の放射強制力を与えたもの。黒い線は観測値で上と同じ。出典は図１と

同じ IPCC 第５次報告書。	

 

 
４．長期予報はチャレンジング	

	 １ヶ月〜数ヶ月先の予報は、農業だけでなく多くの産業や人々にとって重要な関心事

であるにもかかわらず、非常に難しい課題である。中高緯度の対流圏大気は２週間程度

の記憶しかもたないが、熱帯大気や成層圏はより長い記憶をもった現象があり、それに

より予報可能性を延ばす可能性がある。例えば、熱帯では、対流活動が活発な領域がイ

ンド洋付近から始まり、ゆっくりと東進して太平洋中部まで進み、さらに弱まりながら

も赤道を一周するような季節内変動がある。周期は 30〜60日で、マッデン・ジュリア
ン振動という。この現象の周期は長いので、台風とかモンスーンなど熱帯の気象現象は
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案外と予測可能期間が長いと考えられる。中緯度の気象も熱帯の影響を受けるので、熱

帯の予報がさらに改善すれば中緯度の予報精度の改善や予報期間の延長の可能性があ

る。また、第８回で述べたように成層圏の現象も対流圏に影響を与えているので、数値

予報モデルの成層圏の性能を改善することにより予報の改善が見込まれる。 

 
５．海洋からの長期予報  

	 大気以外にも雪氷など長い記憶を持っているものはあるが、特に長い記憶を持ってい

るものは海洋である。海は数年以上の記憶を持っている。代表的な例が、エルニーニョ

である。赤道太平洋域で数年に一度起こるエルニーニョは大気と海洋の相互作用で生ず

る。そのため、大気海洋結合モデルで大気と海洋の初期値問題として予測可能である。

幸い、近年、アルゴ（Argo）計画により中層フロートブイが全世界の海洋に投入され、
準リアルタイムに海洋の状態を把握することができる。また、熱帯太平洋には TAOア

レイという定置ブイがあり、エルニーニョの監視を行っている。さらに衛星から海面水

位や海面温度の全球的な観測が行われている。このような海洋観測体制の整備によって

海洋の初期値がより精密に得られるようになり、大気海洋結合モデルによる大気海洋の

予測が可能になってきている。例えば、2015年 11月現在、エルニーニョが起こってお
り、東部赤道太平洋域の海面水温偏差は、最大で 3℃以上となっている（図３）。気象
庁が 11月 10日に発表したエルニーニョ監視速報では、「今後、春にかけてエルニーニ

ョ現象が続く可能性が高い」とされ、「エルニーニョ監視海域の海面水温偏差が今後、

初冬にかけて極大になり、その後、基準値に近づく」と予測されている（図４）。エル

ニーニョは初冬にピークとなり、春までは続くという予測である。 

 

 
図３	 2015 年 10 月の海面水温偏差  

等値線は 0.5℃ごと。気象庁が 2015 年 11 月 10 日発表した「エルニーニョ監視速報 No.278」。	
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図４	 エルニーニョ監視海域の海面水温偏差の予測  
気象庁によるエルニーニョ予測（５ヶ月移動平均）。エルニーニョ監視海域は [5N-5S, 

150W-90W] の領域。2015年 11月 10日発表の「エルニーニョ監視速報 No.278」より。 

 

 
６．長期予報は確率予報	

	 海洋に関しては決定論的な予測が１年以上前から可能と思われるが、大気は確率的に

しか予測できない。そのため、長期予報は確率予報の形で発表される。気温でいえば、

「低い」、「平年並み」、「高い」の３つのカテゴリになる確率を示している。各カテゴリ

の境界の値は、過去 30 年の観測から高い方から 10 年ずつ取って決めている。気候学
的にエルニーニョの冬は西日本を中心に暖冬になりやすく、気象庁が 10 月 23 日に発
表した３ヶ月予報でも、11〜１月の３ヶ月平均は西日本・東日本で「低 20％,並 30％,

高 50%」と平年より高温の確率が高く予報されている。北日本は「30,30,40%」で平年
並み〜やや高いといった予報である。読者がこの文章を読まれているころは結果が出て

いるであろう。 

	 確率予報であっても、予報された確率に応じリスクとコストを考慮して作物や品種を

選ぶことや農作業を計画したりすることにより長期予報を農業に役立つように利活用

できるであろう。1回だけでははずれて損失になるかもしれないが、長期的には利益に

なると考えられる。除雪計画、エアコン製造計画、電力需要など天候に作用される所で

は長期予報の精度向上のメリットが大きいと考えられる。 
	 世界の気象機関では長期予報を改善すべく、スパンコンピュータの限界性能までモデ
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ルの空間解像度を細かくすることやモデルの上端を成層圏以上に上げることなどモデ

ルの改善を行っている。また観測の精密化及び観測値をうまくモデルの初期値に与え予

測誤差を少なくするためのデータ同化手法の改善も行っている。原理的に長期予報には

カオスの限界があるものの、限界まで予報精度を向上させるべく気象庁をはじめ世界の

気象機関で長期予報への挑戦が続いている。 

 
	 「天気の科学」の連載は今回で終わりです。ここまで読んで下さった北農の読者の皆

様および編集部の皆様、ありがとうございました。 


